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42.都道府県による都市計画道路の見直しガイドラインに関する運用実態と課題
Actual Condition and Problem concerning Guideline of Revision of Planned Road by Administrative Divisions

佐野育実* ・岡崎篤行** 。梅宮路子***
Ikumi Sano, Atsuyuki Okazaki and Michiko Umemiya

Revision of planned road doesn't advance smoothly because consensus building among residents fbr it is difficult and
that organization who reviews it is unclear. Recently, administrative divisions provide the guideline of revision of
planned road. But the contents written on it and the actual condition are not clarified By this study, we found that
revision of planned road by the guideline doesn't advance, that the process of it in the guideline regards consensus
building among residents as most important and that the fact in the region is valued more than objectivity and
necessity of road because municipalities review it. The problem in the future are inspecting of necessity of road,
introduction of third party organization, extraction of road which have to be reviewed by administrative divisions.
Keywords: revision of planned road, consensus building, guideline
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1研究の背景と目的
都市計画道路の多くは、高度経済成長期に市街地‑の人
口集中とそれに対応した市街地拡大を前提に計画された。
しかし、近年の人口減少に伴い、市街地拡大は収束を迎え
長期未着手の都市計画道路のあり方に矛盾が生じている。
また、国の財源縮小やまちづくりの意識の変化等、社会情
勢の変化からも都市計画道路の見直し(1)が必要となってい
る。なお、現在計画されている都市計画道路の整備に最低
30年を要すると考えられており、実現には時間がかかる1)。
国土交通省は2001年の都市計画運用指針の中で、長期未
着手の都市計画道路の見直しの必要性を示している。これ
を契機に、各都道府県及び政令指定都市が都市計画道路の
見直しガイドライン(以下、ガイドライン)を策定し、見直
しを進めている2)3)。また、国土交通省は従来までの行政内
部による道路計画を問題視しており、市民参画型の道路計
画を推奨したガイドライン4)5)も策定している。
都市計画道路の見直しにおける課題の一つに、沿線住民
の合意形成が困難なことが挙げられる。その理由は、関係
法規(2)による建築制限や計画区域内の土地の補償等を巡り、
沿線住民の利害調整が複雑な点にある。建築制限に関して
は訴訟問題も起きている6)。もう一つの課題は、文献7)
より都市計画道路の計画決定権者と事業者、見直し主体β)
が異なることで見直しが円滑に進まない点が挙げられる。
本来、都市計画法より都市計画道路の見直しは計画決定権
者が行うべきだが、地方分権に伴い、路線によっては計画
決定権者とは異なる行政庁が見直しを行うように変化した
ため、見直し主体は計画決定権者と事業者とは違い、位置
付けが暖味である。これらに対し、各都道府県のガイドラ
インにおける合意形成や見直し主体に関する記載内容が全
国的な視点から明らかになっていない。またガイドライン

による運用実態や課題も明らかにされていない。
そこで、本研究では都道府県(4)のガイドラインに関して
①策定状況及び見直しの実績を明らかにし、 ②記載内容の
全国的傾向及び、 ③運用実態を明らかにした上で④今後の
課題を抽出することを目的としている。
2 研究の位置付けと研究方法
本研究の関連研究として、都市計画道路の見直しに関す
る全国的状況を把握し、愛知県犬山市と新潟県村上市にお
ける住民の合意形成過程を比較した研究7)がある。他に都
市計画道路の見直しに関する訴訟を扱う研究6)8)がある。し
かし、ガイドラインに関する研究はない。そこで本研究は、
都道府県によるガイドラインを対象にした点、記載内容及
び運用実態を全国的に明らかにする点に特徴がある。
研究方法は、都道府県を対象にインターネット検索や電
話ヒアリングによりガイドラインの策定状況と見直しの実
績を把握する(3章)。次にガイドラインを入手し、記載内
容を把握した上で国土交通省のガイドラインを参考に問題
点を抽出する(4章)。さらに、それらの問題点を踏まえ、
都道府県‑のメール&び電話ヒアリング(5)によって運用実
態を明らかにする。また、先進事例‑のヒアリング(6)を参
考に今後の課題を抽出する(5章)。
なお、本研究ではガイドラインを「都市計画道路の見直
しに関する方針が記載されたもの」と定義する(7)。
3 ガイドラインの策定状況及び見直しの実績
図1より、都道府県におけるガイドラインの策定状況は、
作成中の2自治体のうち和歌山県を含めると47都道府県中
46自治体(98%)が策定済みである(8)。なお、2005年から2007
年にかけて約8割のガイドラインが策定されている。岐阜
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県が2001年に都道府県で初めてガイドラインを策定し、次
いで2003年に大阪府と石川県が策定している。
ガイドラインによる見直しは都道府県内一斉ではなく市
町村ごとに順次行っていく場合が多い。図2よりガイドラ
インを用いた見直し状況は、見直し作業に着手していない
都道府県が1自治体(2%) 、見直し作業中で見直し済み路線
がまだないものが27自治体(65%) 、見直し作業中で見直し
済み路線を有するものが14自治体(33%)ある。見直し作業
が完了しているのは大阪府のみ1自治体(2%)である。これ
より、ガイドラインの策定状況と比較して見直しはあまり
進んでいないと言える。

概要が示されている。 「都市の将来像やまちづくりとの整合
を図りながら、都市計画道路の必要性及び実現性を定量的
かつ定性的に評価し、総合的に判断することで「存続」 「廃
止」等の方向性を決定する」が最も多い記載内容である。
本項目に関しても、都市計画道路の見直しの理念に関す

4 ガイドラインにおける記載内容の全国的傾向
4‑1 臣見直しの必要性出こ関する記載内容
ガイドラインは大きく分けて監見直しの必要性は見直し
の基本方針】監見直しの進め方】で構成されるo なお、 42
自治体のガイドラインを対象とする(9)。
図3より 監見直しの必要性】では、都市計画道路の見直
しの必要性を示しており、 『ガイドライン策定の目的』 『都
市計画道路の整備状況と課題』 『都市計画道路見直しの背景』
で構成される。
『ガイドライン策定の目的』とはガイドラインの役割が
示されており、 42自治体(100%)で記載している。中でも
31自治体(74%)が「社会情勢や都市の将来像を踏まえるこ
と」を、 29自治体(70%)が「必要性や事業実現性の検証を
行うこと」を目的としている。さらにガイドラインの位置
付けとして「市町村独自の見直しを妨げるものではない」
と記載されている勢合があり、法的拘束力はないと分かるO
『都市計画道路の整備状況と課題』とは各道府県の都市
計画道路整備の現状に関して示されており、 40 自治体
(95%)が記載している。都市計画道路の総延長のうち、未
改良部分の延長が占める割合が多いことが示されている。
さらにその中でも計画決定から20年以上経過している路
線や区間が多いこと、道路区分では幹線街路(10)の割合が高
いことを示している道府県が多い。
『都市計画道路見直しの背景』は、 30自治体(71%)が記
載している。その中で30自治体全てが人口減少と少子高齢
化による市街地の収束を背景としており、最も多い。
なお、本項目は都市計画道路の見直しの理念に関する記
載で、ガイドラインの運用には直接関係がない。また、道
府県ごとの記載内容の大きな相違は見られない。
4‑2 臣見直しの基本方針:‖こ関する記載内容
監見直しの基本方針】では都市計画道路やその見直しに
関する基本姿勢を示しており、 『都市計画道路のあり方』と
『見直しにおける基本的な考え方』で構成される。
『都市計画道路のあり方』とは、都市計画道路が都市の
将来像に即した計画であるべきことを示したものである。
図4より8自治体(20%)しか記載していないが、都市計画
道路の理念として重要な記載と考えられる。
『見直しにおける基本的な考え方』には、見直し方法の
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図1ガイドラインの策定状況と策定年

図2 見直しの実績

図3 「見直しの必要性」に関する記載状況

図4 「見直しの基本方針」に関する記載状況

図5 「見直しの手順」に関する記載状況

図6 「ガイドラインの運用における留意点」に関する記載状況
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る記載のため、ガイドラインの運用に直接関係がない。ま
た、記載内容にも各道府県で相違がない。
4‑3 臣見直しの進め方ヨに関する記載内容
臣見直しの進め方選は主に『見直しの三和原』 『ガイドライ
ンの運用における留意点』で構成されている。
『見直しの朝原』は、 「評価項目」とフロー図による「見
直しの流れ」に分けられる。 「評価項目」は見直しを行う上
で、見直しの対象となる路線を選定する際の評価の項目が
記されている。図5より、全自治体で記載されている。 「見
直しの流れ」はフロー図で示され、 「評価項目」を用いた見
直し作業の流れが記されている。全自治体で記載がある。
『見直しガイドラインの運用における留意点』には、大
きく分けて「見直し主体」と「住民参加」、 「見直しの頻度」
が記載されている。図6より「見直し主体」はガイドライ
ンを用いて都市計画道路の見直し作業を行う主体が示され
ており、 36自治体(86%)が記している。 「住民参加」は見
直しを行う上での住民参加及び合意形成に関する記載であ
り、 40自治体(95%)が記している。 「見直しの頻度」は何

時期に関してはわずか3自治体(7. 5%)しかない。これより、
多くの道府県で、行政内部の作業後に初めて見直しに関す
る情報が住民に提供されることになり、今までの道路計画
プロセスと大差がない。
住民参加や合意形成は地域の実情を踏まえることから市
町村に一任される傾向にあり、実施時期まで記載されてい
ても推奨のレベルに過ぎない。都市計画道路の見直しにお
ける合意形成の重要性がガイドライン上で示されつつも、
住民参加及び合意形成に関する詳細な記載は少ない。

年ごとに見直しを行うべきかが記載されており、 29自治体
(70%)が記している。なお、 10年とする場合が18自治体
と最も多い。これから、都市計画道路の見直しは定期的に
実施すべきと考える道府県が多いことが分かる。
『見直しの手順』は各ガイドラインにおいてある程度詳
細に示されている。 「見直しの流れ」で作業刊原の違いはあ
るが、路線の機能や将来交通量予測といった「評価項目」
が類似しているため、最終的に都市計画変更に至る路線に
相違はないと考えられる。よって『見直しの手順』は各道
府県の見直し結果に影響はない。しかし、 『ガイドラインの
運用における留意点』の「見直し主体」と「住民参加」で
は、内容に差がある。特に「住民参加」においては、記載
内容の詳細度に関して各道府県で相違が見られる。これよ
りガイドラインの運用に関して相違が出るものと思われる。
以下で詳細を示す。
4‑4 「見直し主体」と「住民参加」の詳細な記載内容
図6より、見直し主体の記載がある36自治体を対象とす
る。見直し主体は、図7より路線種別(ll)にかかわらず市町
村とする道府県が19自治体(53%)である。市町村とする理
由に、地域のまちづくりに密着しているからと記載してい
る道府県が見られる。しかし、道府県決定路線を市町村が
見直すことで、広域的視点が欠如する恐れがある。
住民参加及び合意形成に関しては図6より大阪府と京都
府以外の40自治体で記載が確認された(12)そのうち、図8
より合意形成の重要性を示す自治体は28自治体(70%)と
多い。また、図9より見直しの流れを示すフロー図におい
て、地域住民(13)との合意形成の時期を示す道府県は36自
治体(90%)ある。その実施時期は、図10より30自治体
(83%)が路線の評価後で、行政内部での計画素案が作成さ
れた後に住民説明会を行うことになる。一方で、図11より
住民説明会以外の住民参加(14)に関しては、実施時期の記載
のあるガイドラインは14自治体(35%) 、第三者機関の設置
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図7 見直し主体の内訳

図8 合意形成の位置付け

Bg 9 住民の合意形成の時期

図10 地域住民の合意形成の時期の記載

図11住民説明会以外の住民参加の記載

4‑5 ガイドラインの手順における問題点
図12に、現在の道府県によるガイドラインの最も一般的
な見直しの流れを示す。まずSTEPlで都市計画道路網や社
会情勢の変化、上位計画の整理を行う。次にSTEP2で見直
し対象路線を絞り込む。都市計画道路の整備状況を踏まえ、
未着手区間を含み、計画決定から20年以上が経過した幹線
街路を評価項目とする道府県が多い。そして、 STEP3で項
目に従って評価を行う。この評価項目は、広域的な視点と
地域の視点、路線の必要性と事業の実現性の観点から構成
されている。道路網全体から見た路線の有する機能等の定
量的な評価と、地域特有の土地利用や地域住民によるまち
づくりの状況等の定性的な評価を行う。総合的に評価する
ことにより「廃止」 「変更」 「存続」等の路線の位置付けを
行う。 STEP4ではSTEP3の評価結果を受け、実際に見直し

第4章より、市町村が見直し主体となる道府県が多かっ
たが、図13より都市計画道路の見直しの必要性等の認識の
違いにより市町村ごとで見直しの進捗状況に差が生じると
する道府県が28自治体(65%)となった。また、 4自治体
(9%)では財政的な理由で市町村による進捗状況に差が生
じることも明らかとなった。なお、 13自治体(30%)では道
府県が路線種別にかかわらず将来交通量推計の調査を行う
等、財政面での支援を実施している。
(2)見直し主体
ガイドライン上では道府県と市町村が協働で見直しを行
うとする自治体でも、評価等の実質的な作業は市町村が行
っていることが分かった。図7よりガイドライン上では19

た場合の将来交通量予測を行い、必要性が本当に低いと判
断された路線が見直し候補路線となる。 STEP5では見直し
候補路線の見直し計画案が作成され、 STEP6でその計画案
に対する地域住民の合意形成が行われる。その後、都市計
画法で定められた都市計画変更の手続きを行う。
以上の流れより、道府県のガイドラインの記載では見直
しプロセスの最後に合意形成が組み込まれている。しかし、
国土交通省のガイドラインの記載では、見直しプロセスと
並行して初期から段階的に住民参画プロセスが設けられて
おり、さらに第三者機関も設置されている。これより、地
域住民の利害にとらわれない客観的な判断を重視している
と言える。それと比較して、道府県では、地域住民の利害
による意見で見直し計画案が覆されてしまう恐れがあるた
め、合意を前提(15)としていると考えられ、問題である。ま
た、道府県では、地域住民の意見しか得ないため、地域住
民の意見に偏重しているように思われ、問題と言える。

図13 市町村ごとの違いによる見直しへの影響

図14 道府県決定路線の住民説明会の実施主体

5 ガイドラインの運用実態と先進事例
5‑1ガイドラインの運用実態
(1)市町村ごとによる見直しへの影響
道府県によるガイドラインの概要

図15 合意形成の位置付け
国のガイドラインを参額にしたガイドラインの概要

見直し評価プロセス

住民参画プロセス

Step1

都市計画道路の決定u整備状況の把握
Step 2

Step1

都市計画道路の決定・整備状況の把握

step1における公開情報に関する議論

Step2

Step2における公開惰幸馴こ関する言芸論

見直し対象路線の抽出

見直し対象路線の抽出

Step 3

Step4

将来交通量予測による検証
見直し候補路線の抽出
Step5

見直し計画案作成
Step6

住民との合意形成
都市計画変亘

Step3

見直し対象路線の検証・評価
○必要性の定性的及び定量的評価
○実現性の定性的及び定量的評価
総合評価による路線の位置づけ

Step3における公開棺寺馴こ関する言岩論

Step4

将来交通量予測による検証
見直し候補路線の抽出

Step4における公開横寺酎こ解する議論

Step5

Step5における公開情報に関する議論

見直し計画案作成

都市計画変更

図12 道府県によるガイドラインと国のガイドラインを参考にしたガイドラインの比較
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第三者機関

見直し対象路線の検証・評価
○必要性の定性的及び定量的評価
○実現性の定性的及び定量的評価
総合評価による路鐙の立置づけ
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自治体(53%)だが、実態では市町村が主体となる道府県
は32自治体(74%)である。さらに、図14より合意形成に
関して、道府県決定路線の住民説明会の実施主体が市町村
である道府県が27自治体(63%)と多い。都市における路線
の必要性等の広域的視点が必要な道府県決定路線にもかか
わらず、市町村に‑任している点に問題がある。
(3)合意形成の位置付け
都市計画道路の見直しに関して、図15より、地域住民の
合意を必ずしも前提としているわけではない道府県は11
自治体(26%)しかない。ヒアリングより広域的視点を重
視することが理由である。これらの自治体では地域住民が
希望しても、広域的視点から路線の必要性がなければ、見
直しを行う場合があるO一方で合意を前提とする道府県が
24自治体(56%)と過半数を占める。ヒアリングより住民に
対して長期にわたり建築制限をかけ続けていることが大き
な理由である。これより、路線の必要性よりも利害を含ん
だ地域住民の意見が重視され、広域的視点が欠如する可能
性があり、問題である。ただし、図15における「前提では
ない」を除く36自治体を見ても、図16より24自治体(75%)
が現実的ではないという理由から地域住民全員の合意を求
めていないことも明らかとなった。
(4)個人的な利害の強い住民意見への対応
図17より広域的視点から、個人的な利害の強い住民意見
を考慮しないとした道府県が34自治体(79%)と多い。しか
し、岐阜県と和歌山県では考慮するとしている。この2自
治体は最終的な決定権も住民にあるとしており、沿線住民
全員の合意を前提としている。
(5)住民参加及び第三者機関の設置
図18及び図19より住民説明会以外の住民参加や第三者
機関の設置に関しては、ガイドライン上に時期等の具体的
な記載は少ないものの行っているところや検討している自
治体が多い。しかし、道府県が主体となっての実施は少な
く、多くは市町村によるものである。住民説明会以外の住
民参加は、ホームページや広報等での計画素案の公開、パ
ブリックコメントの実施が多い。また、わずかだが函負肺
のようにまちづくり検討会等の設置が見られる。
5‑2 先進事例
(1)岐阜県
岐阜県の特徴は、都道府県において初めてガイドライン
を策定した点と、沿線住民全員の合意を前提としているが、
得られなかった際は計画を「凍結」し合意形成を進めると
いう点である。 「凍結」の他は「変更」 「廃止」であり、沿
線住民全員の合意を得て見直しを進める方針だと言える。
今までに「凍結」した路線は無く、合意形成を進めてきた。
岐阜県は、歴史的な町並みを有する地域が多く、住民の歴
史的町並みを活かしたまちづくりに対する意識も高い7)。
そのため、幅員の拡幅により歴史的町並みを壊す可能性の
ある都市計画道路の見直しに対して理解を得やすいことが
岐阜県での見直しの促進要因とヒアリングから考えられる。
現在までに図12において都市計画変更を終えた路線は110

路線中44路線と全国的に見ても多く、これらは歴史的な町
並みを有する地域など、比較的見直しを行いやすかった地
域に多い。沿線住民全員の合意を得るには、多大な時間が
かかる上に、今後は沿線住民全員の合意を得ることが困難
な路線も、事業の実現性の視点から見直さねばならないと
考えられるため、合意形成の方法を模索している。
(2)大阪腐
大阪府は見直すべき全路線に関して、図12における都市
計画変更を完了している。大阪府の特徴は、計画決定権者
が見直しを行うことである。大阪府決定の路線を府が積極
的に見直しを行ったこと、路線の位置付けを「廃止」と「存
続」の2択で行ったことが見直しの促進要因だとヒアリン
グから考えられる。 「変更」の場合、内容によっては計画案
作成や合意形成に時間がかかるからである。また、合意形
成を重要視しすぎず、広域的視点から必要性の検証を行っ
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図16 地域住民の全員合意の必要性

図17 利害の強い住民意見への対応

図18 住民説明会以外の住民参加の有無

図19 第三者機関の有無

たことも促進要因であると言える。見直し検討の対象とな
る未着手幹線街路608路線中103路線に対して、都市計画
変更を行い、廃止した。次期の見直しは検討中である。
(3)石川県
石川県の特徴は、全ての路線において第三者機関を設け
ていることである。第三者機関の導入により、客観性を確
保している点が先進的である。路線の必要性に関する議論
と、沿線住民の利害に関する議論を混同させないために有
効であると考えられる。なお、現在までに25路線を図12
において都市計画変更済みである。
(4)埼玉県
埼玉県では、見直し主体は市町村であるが、見直し評価
の対象路線を抽出するまでのプロセスを県が指導して一斉
に行わせたことが見直しの促進要因であるとヒアリングか
ら考えられる。また、将来交通量予測の調査を県が一部の
費用を負担して実施している。これにより、市町村ごとの
見直しの進捗状況の差を軽減できる。なお、現在までに見
直し対象路線63路線97区間中7路線9区間が図12の都市
計画変更を終えている。
6 結論
(1)都市計画道路の見直しガイドラインは、98%で策定され
ているが、実際に全ての対象路線の見直しが完了したのは
1自治体、見直し済みの路線を有するのは14自治体である。
策定状況と比較して見直しは進んでいない。
(2)ガイドラインの記載内容は「見直しの必要性」 「見直し
の基本方針」「見直しの進め方」の三部構成である。「見直
しの進め方」のうち、各道府県により相違が見られるのは
見直し主体で、およそ半数が市町村を主体としている。こ
のため広域的視点が欠如する恐れがあり問題である。また、
住民参加及び合意形成に関しては、その必要性を示してい
るにもかかわらず、最低限の手続きに関してのみの記載に
留まっている。さらに見直し剥原は、大半が地域住民の合
意を前提と思わせる記載であり、かつ客観性上問題がある。
(3)運用実態において、市町村ごとの見直しの認識の違いに
よって進捗状況に差が生じるとする道府県が65%である
のにもかかわらず、市町村が見直し主体となっている道府
県が74%であり見直しが進まない恐れがある。特に、道府
県決定路線の見直しの合意形成に関して63%の道府県で
市町村が主体となっている。さらにガイドラインの記載の
みならず、実態でも56%の道府県が地域住民の合意を前提
としている。これらより、広域的視点よりも地域住民の意
見を重視される可能性があり問題と言える。
(4)先進事例から、少なくとも見直し対象路線が抽出される
までは都道府県が市町村に対して強い指導力を発揮する必
要がある。また、地域住民の合意形成を前提とするのでは
なく、広域的視点や客観性から必要性の検証も重視すべき
である。そのために第三者機関の導入や都道府県による見
直し対象路線の抽出等が今後の課題として挙げられる。

【補注】
(1)都市言佃道路の見直しは塙制として、国の財源縮小から計画の廃止ある
いは幅員等の縮小変更を示す。
(2)都市計画法第53条により、道路の計画区域内には原則として新たに逮
築することができず、新たに建築する場合は、道路の計画線までセットバ
ックしなければならない.
(3)見直し主体は、都市計画道路の必要性を評価するといった見直し作業を
行う主体のことである。計画決定権者は都市計画法で、事業者は道路法で
定められているが、見直し主体は法等で定められていない。
(㊨政令指定都市においてもガイドラインの策定がなされているが、ガイド
ラインにおける見直しの対象となる主な路線(幹線街路の都道府県道及び
欄の計画決定権者と見直し主体が共に政令指定都市となり一致する。こ
れより、手続きが都道府県よりも単純だと思われ、今回は対象としない。
(5)第3章のヒアリングにおいて、策定択況は47自治体を対象とした。見
直し実績は東京都、奈良県、鳥取県以外の44自治体を対象とした。第5章
において、ヒアリング結果は上記で対象とした44自治体中43自治体から
得た。対象としない理由として、東京都のガイドラインは、見直すべき路
線ではなく、整備すべき路線を選定するための方針が示されている点、そ
れに加え、整備をする上で見直すべき路線が既にガイドラインに提示され
ている点から、他の自治体と手続き上の違いが大きいためである。奈良県
は、ガイドラインはあるが再度大幅な内容の検討を行うため対象としない。
鳥取県はガイドラインを作成中のため対象としない。
(6)ヒアリングは、岐串、県、大阪府、石川県、埼玉県に行った。対象の理由
は、見直しの進捗状況が良いだけでなく、見直しの手続き上で特徴がある
からである。ガイドラインで見直しの対象となる路線数の中で、既に都市
計画変更を終えた路線数が占める割合の平均を、数値が明らかな9府県か
ら0. 14と算出した。岐阜県は0.4、大阪府は0. 17、埼玉県は0. 11である。
(7)名称は闇市計画道路の見直しガイドライン」以外にも闇市計画道路
の見直し指針J堵β市計画道路検証の基本方針」等が挙げられるが、内容が
同一のものは同等に扱う。
(8)作成中の和歌山県では、ガイドライン自体はないが、ケーススタディと
してガイドラインの内容を用いて作業を行っているため、策定済みとする。
(9) (5) (8)より東京都、奈良県、鳥取県、和歌山県に加え、策定済みだが公
開を行っていないことから入手できなかった広島県は対象外とする。
(10)道路区分には、自動車専用道路、幹線街路、区画街路、特殊街路があ
り、幹線街路とは主に主要な地区ごとを結ぶ街路のことである。
(ll)道路種別は、自動車専用道路と斡衡海路、街区街路がある。見直し対
象となるのは基本的に幹線街路であるO幹線街路には一般国道、都道府県
道、市町村道に分けられ、 4車線未満の市町村道は、計画鉄柵ミ市町村
だが、その他は計画決定権者が者腿府県となる。
(12)京都府は、ガイドライン上に住民参加の記載がなく、別紙のため入手
が出来なかったので今回は対象外とする。
(13)地象住民とはここでは沿線住民に限らず、計画されている都市吉佃了道
路の周辺の住民を示す。
(14)ガイドラインにおける合意形成の手法が基本的に計画素案の作成後に
行う住民説明会となるため、情報の周知や公開等の合意形成以外を目的と
した手法をここでは住民説明会以外の住民参加とする。
(15)合意を前提とするとは、合意を得ない限り都市計画変更の手続きを行
わないことを示す。
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