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播磨臨海地域道路網協議会 講演会 ～交流する 21 世紀の播磨～ 

日 時：平成 13 年 11 月 12 日 

場 所：高砂市福祉保健センター 

講 師：川島茂樹（国土交通省近畿地方整備局道路部長） 

 

○ 司会あいさつ：金田美穂 

皆様、本日は大変お忙しいところ、播磨臨海地域道

路網協議会講演会にご参加いただきましてありがとう

ございます。私、本日の司会、進行を努めさせていた

だきます金田美穂と申します。皆様のご協力をいただ

きながら進めてまいりたいと思っておりますので、ど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

それでは、ただいまより、平成 13 年度、播磨臨海地

域道路網協議会によります講演会を開催いたします。 

「交流する 21 世紀の播磨」と題しました本日の講演会は、21 世紀の播磨臨海地域の新しい

時代の地域づくりに向けた方向性を明確にしていくため、ご講演をいただき、皆様とともに考

えていくことを目指しております。 

まず初めに、当協議会の会長であります姫路市長の堀川和洋が、開催に際しましてごあいさ

つをいたします。それでは、堀川市長様、よろしくお願いいたします。 

 

○開会あいさつ：播磨臨海地域道路網協議会会長 姫路市・堀川和洋市長 

本日は、播磨臨海地域道路網協議会主催の講演会を

開催いたしましたところ、ご多忙中にもかかわらず、

多くの皆様にご参加いただきありがとうございます。

この協議会主催の講演会も今回で4回目を迎えました。 

本日は高砂市の田村市長を初め、地元の皆様にお世

話になりました。また、この構想の発案者であります

渡海紀三朗先生には、国会開会中にもかかわらず、東

京から駆けつけていただきました。後ほど先生からも

お話があろうかと思います。また、近畿地方整備局の川島道路部長には後ほど講演をいただく

ことになっております。 

国、県、そして地元 4 市 2 町、一緒になって頑張っていきたいと思いますが、ご承知のとお

り小泉内閣が誕生してから、道路については、まさに逆風と言いますか、正面から反対で、既

に決まっているものまでやめようという考えが出ておるところでありまして、道路整備の実現

には大変な努力が要ると思います。 

そもそも、この構想がスタートした時点を考えますと、明石海峡大橋が開通し、人の流れと

いうものが、3 本の橋を利用して西の方に流れてきて、環四国と環播磨の地域の交流が盛んに

なると、大学の学長先生をはじめ何名かの方が言っておられました。 

司会：金田美穂 

 
協議会長 姫路市：堀川市長 
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ところが、流れを見てみますと、四国からの人の流れは東の方に行ってしまうのですね。こ

のままではだめだということで、貝原兵庫県知事にもご相談して、では（対策を）やってみよ

うということで、当時の橋本鋼太郎道路局長（後に建設事務次官に就任）に相談いたしました。

そうしましたところ、これは建設省（整備）分、これは道路公団（整備）分ということで 1km

ずつ 27km とご自分で図をお描きになりました。この 27km というのは明石海峡大橋から、既に

先日も第 1バースが完成しましたけれども、5万トンクラスの船が入る新姫路港（新姫路港は、

本日来ておられます水田先生をはじめ地元の国会議員、県会議員、市議会の皆様の努力で実現

し、後は既に受理されるばかりになっております）までが 27km です。後の 23km については貝

原知事が、これからの兵庫県、播磨地方の発展の起点になるであろう、テクノポリスまでつな

げようということで、知事がご自分で、橋本局長が図を描いた後へ 23km 図を描かれました。ど

こかに元の紙が 1 枚残っていますけれども、それで（播磨臨海道路網の検討が）スタートした

訳です。それで、渡海衆議院議員のところへご相談に行き、藤井治芳日本道路公団総裁へ渡海

議員のお供で参り、まだ、そのころは非常に調子のいい時期だったですから、いい計画ですね、

やりましょうなんていうことになっていたのです。しかし、その後ご承知の通りの状況になり

まして、これから、本日お集まりの皆様を中心にして知恵を出し、汗を流して一緒に頑張って

いかないことには、これは実現できないということです。ある人に言わしたら夢の計画だと言

いますが、まさに夢の計画であります。 

本日の講演会を機会に、さらに皆様と一緒に頑張っていきたいと思います。21 世紀の播磨の

発展を期して一緒になってやっていきたい、こういう決意でおります。よろしくお願いします。

ありがとうございました。 

 

○ 司会：金田美穂 

ありがとうございました。 

続きまして、先ほどのお話の中にもありました、国会開会中のご多忙の中、渡海紀三朗衆議

院議員が当講演会に駆けつけてくださいました。一言ごあいさつをお願いいたします。よろし

くお願いいたします。 

 

○ 来賓あいさつ：衆議院・渡海紀三朗議員 

ご苦労さまでございます。ご紹介いただきました渡

海でございますが、駆けつけたというより先輩に呼び

つけられたという方が正しいと思っております。 

発案者というご紹介をいただきましたが、確かに私

は非常に熱心にこの話を今までしてまいりました。な

ぜ、明石海峡のところで湾岸道路がとまってしまうの

か。毎日生活をしていて、やはりこの地域に住む者と

して南北の交通も大事であるけれども、東西の交通と

いうものもますます大事になってきているな、そんな

実感を持っていたからであります。 

今、堀川市長のお話にありましたように、状況はかなり厳しいということは事実でございま

 
衆議院：渡海紀三朗議員 
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す。しかし、基本は、やはりやるべきことはやるということは変わらない訳であります。見直

しというのは、やはり無駄がないかということを見直すということでありまして、本日は午前

中少しゆっくりと予算委員会をテレビで見させていただいた訳でありますが、総理もたびたび、

「一時見直すということであって、何もやめるということではありません。きっちりと、もう

一度必要かどうかということを検査するということであります」というふうにお答えをされて

おった訳であります。そのためには何が大事かといいますと、先ほども、実は事前に少し関係

者の皆様とお話をさせていただいているのでありますけれども、この地域にとってこの道路が

実はこれだけ大事なのだと、地域の住民の盛り上がりというものが必要な訳でありまして、そ

ういった意味で、この協議会を通じて、大いに地域において皆様のお力でその声を広げていた

だきたいというふうに思っております。 

状況は確かに厳しい訳であります。そして、その象徴的な一つのアイテムとしてこの道路問

題が取り上げられている。考えてみると、今、76 兆円という（道路整備）5 箇年計画でやって

いる訳でありますが、実は、やる前からお金が決まっているというのは、ある意味、大きなも

のではこれだけであります、大きなものでは。価格は決まっております。しかし、金額は道路

の 3 分の 1 ぐらいです。そういった意味で考えると、しかも、いわゆる予算の特定財源という

ことで初めから金額が決まっておる訳であります。家計でいうと、要は決まった収入があった

ら、それを初めからこれに使うというのが決まっているというのが特定財源になることは、皆

様もご承知のとおりでございます。厳しい財政事情の中で、果たして、そういうことでいいの

かどうか。これも考え直さなければならない。しかも、やはり、そうであるがゆえに、予算を

消化するために無駄な事業が行われているのではないかという、こういう意見もある訳でござ

います。このひとつひとつに、我々は真摯にお答えをしながら、そして必要なものを今後とも

つくっていくということが大事なのではないでしょうか。 

公共事業がすべて悪だといわれるような時勢ではありますけれども、しかし、地域の要望に

こたえて必要なものをしっかりつくっていくためには、まず、地域がしっかりとした意見を持

っていただかなければいけないということであろうと思っております。 

私は国の方で仕事をさせていただいておりますが、そういう意味では、地域には地域の仕事

がある。きょうは市議会、町議会、また各市町の部長様も大勢ご出席でございますけれども、

地方分権の時代にあって、国がどうこうということではなくて、我々がまず、これはやはりつ

くるのだという迫力、そして、そのためには、これが必要だと。あなた方認めなさいという、

こういう迫力のある運動を展開していただきたいというふうに思います。そのことを追い風に、

我々も国の方において、全力を挙げて皆様のご要望におこたえをしていくように今後とも努力

をさせていただく所存でございます。 

厳しい改革で、これ一つ取っても大変な仕事であることは事実でございますけれども、今、

この改革をやらなければ、私は日本の将来は非常に暗いなと思っている一人でございます。こ

れらの問題、景気の問題、様々な問題に取り組んでおる訳でございますけれども、今までの延

長線上の中では、日本の国の運営は恐らくうまくいかないだろうなと考えておるところでござ

います。 

現場での様々な厳しい経済実態を、昨日も一昨日も聞かせていただきました。そのようなこ

とを、しっかりと胸にしながら、そして、誤りのない方向でこの国の運営をさせていただくの
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が我々の仕事だということを日々感じながらこれからも頑張ってまいります。どうか温かいご

理解とご支援をいただきますようにお願いを申し上げまして、いささか短いですけれども、私

のごあいさつにかえさせていただきます。ありがとうございました。 

 

○ 司会：金田美穂 

渡海様、ありがとうございました。 

本日、祝電、祝辞の方も頂戴しております。ありがとうございます。ホールロビーにて掲示

させていただいておりますので、どうぞお帰りの際にご覧くださいませ。 

 

○ 播磨臨海地域道路網構想について説明 

司会・金田美穂 

では、講演会に入る前に、播磨臨海地域道路網

構想について、播磨臨海地域の現状や、道路整備

における効果などをまとめましたものを作成し

ておりますので、ただいまよりご紹介させていた

だきます。 

どうぞ皆様、前面のスクリーンをごらんくださ

いませ。播磨臨海地域道路網構想について説明い

たします。 

播磨臨海地域は、播磨地域の臨海部に位置する

姫路市、高砂市、加古川市、播磨町、稲美町、明

石市の 4市 2町により構成された地域で、神戸市

とほぼ同じ面積を有しています。本地域の人口は、

神戸市がおよそ 150 万人であるのに対し、およそ

120 万人の規模を有しています。これは、全国の

市町村人口で見ると、川崎市に次いで第 9位の規

模になります。（スライド②） 

 

産業においては、純生産額はおよそ 3 兆 8,000

億円であります。これは阪神地域、神戸市に次ぐ

規模であり、県内の総純生産額の 4分の 1を占め

ております。また、製造品出荷額は、およそ 4兆

6,000 億円で、これは神戸市のおよそ 1.6 倍とな

っています。（スライド③） 

 

 

 

 

 
スライド①：表紙 

 
スライド②：播磨地域の人口 

 

 
スライド③：播磨地域の産業 
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この図は、上が昭和 60 年の通勤・通学流動、

下が平成 7年の通勤・通学流動をあらわしていま

す。下の図の赤線は、流動量の増加が大きかった

移動をあらわしておりまして、本地域に赤線が集

中していることから、播磨臨海地域が拠点として

形成されつつあると言えます。（スライド④） 

 

 

 

 

播磨臨海地域の一帯圏化の加速に伴い、近畿圏

基本整備計画では、関西圏の将来地域構造として

近畿圏 3極である京都、大阪、神戸と、広域東西

軸の強化の必要性が指摘されています。（スライ

ド⑤） 

 

 

 

 

次の図は、平成 2年から平成 7年の自動車交通

量の伸びをあらわしています。下の図は、バスと

普通貨物に限定し表現したものです。これらの資

料からもわかるように、神戸市と同様に、自動車

交通量は年々増加していると言えます。（スライ

ド⑥） 

 

 

 

このため、自動車専用道路や一般国道では、ほ

ぼ 100％改良済みであるにもかかわらず、渋滞を

起こさずに通行できる道路の整備率は、全国平均

の半分以下となっています。これは、当地域の交

通量の増加に対し、道路の絶対量が不足している

ことをあらわしています。（スライド⑦） 

 

 

 

 

 

 
スライド④：通勤・通学流動 

 

 
スライド⑤：関西圏の将来地域構造 

 

 
スライド⑥：自動車発生集中交通量 

 

 
スライド⑦：道路整備状況 
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この図は、交通渋滞を旅行速度で表現したもの

で、赤の太線は平均速度 25km 以下道路をあらわ

しています。この図からもわかるように、交通渋

滞は至るところで発生しており、東西方向の平均

旅行速度も年々低下していると言えます。（スラ

イド⑧） 

 

 

 

 

姫路市役所を中心とした、自動車で行ける 30

分圏域では、播磨臨海地域をカバーすることはで

きません。渋滞時においては、二次医療施設から

の、心臓が停止し 100％死に至る圏域、7 分圏域

でカバーしきれない地域がかなりあり、日常生活

への影響も懸念されます。（スライド⑨） 

 

 

 

これらのことから、播磨臨海地域においては、

広域的な交流を促す東西軸、南北軸の整備によっ

て、格子型の広域交通ネットワークを構築するこ

とが必要と考えます。 

特に、東西方向の道路ネットワークの機能を強

化することによって、関西圏の地域広域連携ネッ

トワークを補完するとともに、災害に強く信頼性

の高いネットワークを形成します。（スライド

⑩） 

 

また、これらの道路整備を行うことによって、

30 分圏域でほとんどの播磨臨海地域をカバーす

ることができます。 

二次医療施設からの 7分圏域も拡大され、日常

生活の改善につながります。（スライド⑪） 

 

 

 

 

 
スライド⑧：交通混在状況 

 

 
スライド⑨：時間圏（渋滞時・医療施設） 

 

 
スライド⑩：広域交通ネットワーク 

 

 
スライド⑪：時間圏の広がり 
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さらに、関西国際空港までの平均旅行時間も、

ほとんどの市町で、鉄道や K-JET より早い時間で

到達することができるようになります。（スライ

ド⑫） 

 

 

 

 

 

播磨臨海地域における企業アンケートでも、播

磨臨海地域の立地に関するデメリットとして、高

速道路へのアクセスの悪さと臨海部における港

湾道路などの基盤整備の遅れが指摘されていま

す。 

また、道路整備上の問題点では、南北、東西方

向の産業道路の不足や、加古川・姫路バイパスの

混雑のひどさ、生活交通との混在の危険性などが

指摘されました。（スライド⑬） 

 

（平成 13年 1月 26日に東京工業大学屋井教授

を招き、播磨臨海地域道路網協議会が開催した）

研修会アンケートの結果では、将来の播磨臨海地

域の道路網で充実すべきものとして、臨海部の東

西方向の幹線道路をふやすという意見が 31％を

占めています。このように、企業や地元の方から

も新たな道路網整備が望まれています。（スライ

ド⑭） 

 

 

以上、播磨臨海地域道路網構想についてご紹介させていただきました。 

また、本年 10 月に、協議会によりホームページを開設いたしております。当地域の現状や、

意見、提言コーナーなど、より詳しい内容をご紹介しておりますので、どうかご覧くださいま

せ。アドレスは、講演会のパンフレットに記載しております。また、4 市 2 町のホームページ

からもご覧になることができます。どうぞ、皆様ご利用くださいませ。（ホームページアドレ

ス：http://www.harima-rinkai.jp/） 

 

○ 司会：金田美穂 

それでは、早速、講演会に移らせていただきます。 

本日ご講演していただきますのは、国土交通省近畿地方整備局道路部長の川島茂樹様です。

 
スライド⑫：関空への平均旅行時間 

 

 
スライド⑬：企業アンケート結果 

 

 
スライド⑭：研修会アンケート結果 
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川島様は姫路市のご出身で、昭和 51 年京都大学大学院を修了の後、建設省に入省されまして、

関東地方建設局企画課長、四国地方建設局大洲工事事務所長、静岡市助役、関東地方建設局道

路企画官を経て、本年 8月より、現在の近畿地方整備局道路部長に就任しておられます。 

本日は『播磨臨海地域の道路網と地域づくりについて』という演題でご講演していただきま

す。それでは、川島様、よろしくお願いいたします。 

 

○講演：近畿地方整備局・川島茂樹道路部長 

ただいまご紹介をいただきました、近畿地方整備局

の川島でございます。 

本日は播磨臨海地域道路網協議会にお招きをいただ

きまして、皆様の前でご講演をさせていただく機会を

与えていただきましたことを、大変光栄に感じており

ます。 

皆様方には、道路行政の推進につきまして、平素か

らご支援、ご協力を賜っておりますことに対して、厚く御礼を申し上げたいというふうに思い

ます。先ほどご紹介にありましたように、私は姫路市で生まれ育った訳でありますが、建設省

入省以来今回初めて近畿地方の勤務となりました。25 年ぶりに故郷で仕事をさせていただくと

いうことになりました。どうぞ、皆様、よろしくお願い申し上げます。 

さて、本日は、『播磨地域における道路網と地域づくりについて』と題しましてお話をさせて

いただきたいと思います。お手元に資料を準備させていただいておりますので、資料を参照し

ながらお話を進めてまいりたいというふうに考えております。 

 

まず、１ページ目をお開きいただきますと、日本の道路の体系がどのように構築されていく

かということであります。 

一つは、高速道路体系ということで、高規格幹線道路１万 4,000 ㎞ということであります。

これにつきましては、昭和 62 年に閣議決定された第四次全国総合開発計画に基づきまして、多

極分散型国土の構築を目指し、交流ネットワーク構想を推進するという考え方に基づくもので

ございます。そのサービス水準といたしましては、全国の都市、農村からおおむね１時間で（高

速道路の）インターチェンジに到達ができる、全国の港湾、空港と 30 分以内で連絡がつく、大

 
近畿地方整備局・川島茂樹道路部長 

 
資料：表紙 

 

 
資料：目次 
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都市圏において近郊地域を環状道路で連絡する、

このような考え方に基づきまして、構築された

ものでございます。 

ちなみに14,000㎞のネットワークをドイツと

比較してみますと、計画延長はほぼ同じでござ

いますが、例えば人口あたりの延長、あるいは

自動車保有台数あたりの延長で比較してみます

と、ドイツの整備水準を下回るような状況にあ

るということであります。 

次のページになりますが、この 14,000km をど

のような形で整備を進めていくかということで

ありますが、ひとつは、高速自動車国道という

ことで、現在、日本道路公団が進めております

11,520 ㎞の整備を全国プール制で進めていこう

と意図したものがこれでございます。 

そのほか、一般国道の自動車専用道路、これ

は 2,300km。これは国が自ら進めております一般

国道を高速道路と同じ規格で整備し、路線によ

っては日本道路公団と一緒になって整備をして

いく、いわゆる一般有料道路として整備するという考え方のものであります。 

それから、本州四国連絡道路、これが 180km ございまして、全体で 14,000 ㎞ということであ

ります。その当時、全国の高速道路のネットワークが 7,600km という計画を持っておった訳で

ありますが、それの拡充をしたということであります。 

高速自動車国道に追加されたものとしまして、この地域と関係がございますのは、中国横断

道の姫路鳥取線という路線が追加をされた訳でございますし、第二名神自動車道もこの際に追

加されたものであります。 

兵庫県内で見てみますと、一般国道の自動車専用道路として、近畿自動車道敦賀線の春日ジ

ャンクションから豊岡に連絡しております北近畿豊岡自動車道、こういったものが一般国道の

自動車専用道路という整備手法でもって進めて

いるものであります。 

次に14,000㎞の現状はどうかということでご

ざいます。14,000km のうち、整備計画が出てお

りますのは 10,912km、うち供用しておりますの

が 7,843 ㎞、整備率で申し上げますと 56％とい

うことであります。 

そのうちの高速自動車国道について見てみま

すと、9,342 ㎞の整備計画に対しまして供用区間

が 6,861km と、約 70％の水準ということであり

ます。 

 
資料 P.1：日本の道路体系

 

資料 P.2：高速自動車道の位置付け

資料 P.3：高規格幹線道路の現状
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その下に、1 時間のカバー率でありますとか、到達できる国際空港、港湾こういったものの

割合、あるいは環状道路ができているかという整備率、これを欧米と比較をしておりますけれ

ども、まだまだ整備の状況は道半ばというような段階にあるということであります。 

次でありますが、（高速自動車道）9,342km、

皆様も新聞等でご存知のとおり、これをどうす

るというような議論がなされている、まさにそ

の延長がここでございまして、ブルーの部分が

既に供用開始をしている部分であります。赤の

部分が未供用区間ということになっていまして、

近畿地方でも、先ほど申し上げました姫路鳥取

線でありますとか、あるいは第二名神、あるい

は紀伊半島の紀勢線、あるいは舞鶴から敦賀に

連絡する敦賀線、こういったようなところが未

供用ということになっている訳であります。 

そういう状況でございますが、国土交通省といたしましては、先ほどの 14,000km の高規格幹

線道路だけでは、なかなか地域の連携交流を促進するには不十分であるということで、地域高

規格道路という考え方を打ち出している訳であります。 

地域高規格道路は、高規格幹線道路と一体と

なりまして機能するものでありまして、その役

割としては三つの機能がある訳であります。 

そこに絵がかいてありますが、それぞれの地

方の都市が通勤圏を拡大したりでありますとか、

あるいは周辺の農村部との連携を強めていく、

まさに地域集積圏の拡大に役立つ、こういう連

携機能を持つというもの。 

それから、高規格幹線道路を補完しながら、

物、人の交流を活発にする、いわゆる地域集積

圏相互の交流を促していく道路、こういう機能であります。 

それから、もう 1 点は、空港、港湾といったような外に開かれた交流拠点と連結を図る、そ

ういう機能であります。 

この地域高規格道路につきましては、既存のストックの有効活用も含めまして、全国で 6,000

㎞から 8,000km 整備を進めるという目標を掲げているものであります。 

この地域高規格道路の走行サービスの速度でありますけれども、おおむね 60km から 80km を

想定しており、いわば高速道路に準ずるようなスピードの確保をしていこうといったものでご

ざいますので、既存の計画にあります 14,000 ㎞の高規格幹線道路と有効にネットワークさせな

がら機能させる計画というふうにしておる訳であります。 

この地域高規格道路をどういうふうに進めていくかということでありますが、6 ページ目に

兵庫県の広域道路網マスタープランが示されております。 

少し細かくて恐縮なのでございますけれども、太い白抜きの線、これが高規格幹線道路14,000

資料 P.4：高速自動車国道の整備状況

資料 P.5：地域高規格道路の考え方
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㎞の基幹的な高速道路ネットワークでございま

すが、それを補完するということで、市町村レベ

ルにたどるまでの広域的な社会交流を支える、そ

ういう幹線道路のマスタープランといたしまし

て、広域道路整備基本計画を都道府県ごとに策定

している訳であります。 

広域道路には、二つのタイプがございまして、

ひとつは交流を促進させる交流促進型です。この

道路につきましては交通の機能を高めるような

構造上の配慮をいたしまして、サービス速度を

50km/h から 80 ㎞/h とし、いわゆる自動車専用道路の形をとったりとか、あるいは主要交差点

をすべて立体にして、信号のないような走行条件をつくったりすることで、実体的には 60km/h

以上のスピードを確保しようという、これを交流促進型といっているものであります。 

もうひとつは、地域形成型です。これは沿道からのアクセス性に配慮した道路ということで、

サービス速度が 35km/h 程度ということになろうかと思います。これは、通常の一般道路の整備

を進めていくという、こういう考え方に立っております。地域高規格道路については、交流促

進型の中から選定をして整備を進めていくというふうに考えているものであります。 

この協議会が目指しておられる広域的な幹線道路につきましても、兵庫県の広域道路網マス

タープランの中では、この加古川市の上の太い矢印で表示がされているということでございま

す。したがいまして、マスタープランにも構想として位置づけがなされているということであ

ります。 

次のページでありますが、地域高規格道路が

どういう手順で整備が進められるかということ

であります。先ほどご説明いたしましたように、

長期的な道路のマスタープランであります広域

道路整備基本計画が策定をされておりますけれ

ども、これの中の広域道路の交流促進型から選

定をするということであります。 

まず、「候補路線」というものに位置づけをす

るということでありますが、これは地域高規格

道路として整備を進めることが妥当である、あ

るいは緊急性を持っているということで、まず地域高規格道路として検討を進めようというふ

うに位置づけをする路線ということであります。 

候補路線の次のステップとしましては、「計画路線」に位置づけをするということになります

が、これについては、基礎データの収集をいたしまして、路線全体の中で、例えば優先すべき

区間がどうであるとか、あるいは整備の効果がどうであるというようなことで、まず、次の調

査に移行するための区間の整理をしていくといったような、路線全体の整備計画の検討を進め

るという路線であります。 

その指定を受けて、次のステップといたしましては、計画路線の中から逐次整備のプライオ

資料 P.6：兵庫県広域道路網ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ

資料 P.7：地域高規格道路の指定手順
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リティーでありますとか、調査の熟度、あるいは地域活性化への効果、こういったものを検討

いたしまして、この計画路線のうち「調査区間」というものを指定することになります。この

調査の中では、ルートの選定でありますとか、あるいはその道路をどういう主体がどういう方

法で整備をしていくのかという整備手法でありますとか、あるいはそれを確実なものにしてい

くために手続きを進めなければいけない訳でありますが、都市計画だとか、あるいは環境影響

評価、こういった調査を進めるということにいたしているものであります。 

その調査区間の中から、熟度の高いものにつきましては、事業着手をにらみまして「都市計

画決定の手続き」でありますとか、あるいは「環境影響評価の手続き」、あるいは「予備設計」、

こういったものを具体的に進めていくということであります。 

この調査区間、整備区間の指定につきましては、調査の熟度などで、平成 7 年度から毎年次

年度の予算をにらみながら逐次指定の拡充を図るというような手順で進めているものでありま

す。 

次のページは、兵庫県内の整備の状況はどう

かということであります。 

この凡例の中に、地域高規格道路という欄が

ございますが、地域高規格道路の中には、都市

部におきまして、阪神高速道路といったものも

この高規格道路の指定がされておりますので、

黒い太線になっている部分が現在供用している

ものであります。 

この地域で申し上げますと、播但連絡道路が

供用しておりますけれども、地域高規格道路の

イメージとして播但連絡道路を想像していただければというふうに思う訳であります。 

そのほか幾つかの路線で整備区間として位置づけをし、事業化を進めているもの、あるいは

調査区間ということで調査を進めているような区間、そういった路線がある訳でございます。 

ちなみに現在、計画延長 349km に対して、供用中が 193km ということで 55％ということであ

ります。これは将来、計画延長が増えてまいる可能性もございますので、この数字は将来的に

は動いていくというふうに思っている訳であります。 

いずれにいたしましても、高規格幹線道路、地域高規格道路と、このような体系の中で全国

的に高速の広域幹線道路が整備なされている、

そのような状況にあるということを、まずご紹

介を申し上げておきたいと思います。 

次のページは、当該地域の交通の状況という

ことですが、これは自動車の発生集中交通量を

示しております。このようなものを見ますと、

この地域の人口は 120 万人、製造品の出荷額は

県のシェアが 33％、商品販売額が 23％あるとい

う、そういった経済活動を反映いたしまして自

資料 P.8：兵庫県内の整備状況

資料 P.9：自動車発生集中交通量
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動車の交通が発生したり、あるいは集中したりする、そのような量が県の全体の 4 分の 1 を占

めているということであります。 

次のページでありますが、その交通の流れが

どうかということであります。 

それぞれ、姫路、あるいは東播臨海といった

ようなところに大きな交通の発生集中がある訳

でありますが、この図を見ていただきますと、

やはり、神戸それから東播、臨海、姫路、太子・

龍野といった臨海部に沿った大きな交通の動線

があるということであります。 

それと、この地域の特徴といたしまして、こ

の地域を通過する交通が 6 万 9,000 台ほどある

ということでありまして、そのうち大型車が 4 万 7,000 台ということで、やはり地域の交通の

中で、通過交通がかなり大きな部分を占めているというようなことが特徴的に言えるのではな

いかということであります。 

次のページでありますが、神戸・播磨臨海地

域の高速道路の整備状況はどうかということで

あります。神戸・大阪間については、これは計

画中の第二名神、いわゆる近畿自動車道名古屋

神戸線ですけれども、こういったものも含めま

すと、車線数で 16 車線ということであります。 

ところが、姫路・加古川の部分につきまして

は、山陽自動車道と国道 2 号バイパス、あわせ

ても 8車線というところであります。 

後ほど比べてみますが、国道 2 号バイパスと

山陽自動車道の交通の分担がなかなかうまくなされていないというような状況にもなる訳であ

ります。 

次のページでは、この地域の主要な路線の状

況を示しておりますが、山陽道、それから加古

川バイパス、それから明姫幹線、この 3 路線で

17 万台余りの交通を担っている訳であります。 

加古川バイパス、明姫幹線におきましては、

道路の交通容量を上回るような交通がこの道路

を利用しておりまして、混雑度が１を超えてい

るというような状況になっている訳であります。 

その反面で、山陽自動車道につきましては、

交通容量の 2 分の 1 強しか分担していないとい

うことであります。山陽自動車道が少し距離的に離れているということ、あるいは、これと連

絡する南北の連絡強化がなされていないこともあり、こういったような状況になっているとい

資料 P.10：地域間交通の流れ

資料 P.11：高速道路の整備状況

資料 P.12：主要路線の整備状況



【播磨臨海地域道路網協議会講演会（11 月 12 日） 講演録】 

- 14 - 

う感じもしますが、いずれにしましても、臨海部は容量が足りていないということを明らかに

示すものであります。 

次は交通渋滞でありますが、兵庫県内の渋滞ポ

イントの4分の1を播磨臨海地域で占めていると

いうことであります。 

どういうところに渋滞のポイントが発生して

いるかといいますと、加古川、あるいは市川とい

う河川を渡る部分で橋梁がたくさんかかってい

ないということもあってその橋の部分に交通が

集中するということに起因しているのだろうと

思います。 

それから交差点が容量不足を起こしているも

の、そういうポイントで渋滞が発生しているということであります。その特徴的なものとしま

して、加古川バイパスや姫路バイパスのランプ付近であり、やはり交通の渋滞が発生をいたし

ております。これは、取りつけ道路との交差点の容量が不足をしておりまして、交差点で車が

さばけないということと、そういったことがさかのぼって本線に影響を及ぼし、渋滞を起こし

ているということであります。 

次は、交通事故の状況でありますが、兵庫県

の交通事故の発生件数は、全国で 7 番目という

ことであります。この交通事故につきましても、

播磨臨海地域におきましては、県の約 4 分の 1

を占めているということであります。 

この地域で特徴的なものとしましては、国道 2

号バイパスにおきまして、渋滞時の追突であり

ますとか、あるいはランプ付近での事故が多い。

こういうデータもある訳であります。 

 

次は、沿道環境ということであります。国道 2

号のバイパス沿線で、騒音の環境基準を超過し

ている地点が 7 ヶ所もあるということでありま

す。これは、国道 2 号バイパスが大きな交通量

を分担をするということでありますとか、ある

いは大型車の混入率が非常に高いというような

こともございまして、環境基準を上回っている

箇所があるということであります。 

 

 

 

 

資料 P.13：交通渋滞

資料 P.14：交通事故発生状況

資料 P.15：沿道環境
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次のページは、国道 2 号の姫路バイパスと太

子・龍野バイパス、これが先般無料化された訳

でありますけれども、この図で申し上げますと

有料区間を避けて現道を使っていた交通が、無

料化になり、バイパスに転換しているというこ

とをあらわしているものであります。 

薄いブルーでありますとか、オレンジ、黄緑

の交通が、ほとんど濃いブルーに転換している

ということであります。 

 

この状況を次のページで、それぞれの料金所

周辺で見てみますと、太子・龍野バイパスの料

金所付近では、バイパスについては無料開放の

前と後で交通量が 1.5 倍に増えております。 

また、そのうち大型車についても内訳を調べ

てみますと 1.3 倍で、夜間については 2 倍に増

えているということであります。 

その分、現道については、全体では 43％減、

大型車については 80％減、大型車の夜間通行に

ついては 90％減ということになっております。 

姫路バイパスの姫路・高砂料金所付近におきましても同様の傾向を示しておりまして、姫路

バイパス、太子・龍野バイパスの無料開放によりまして、現道の国道 2 号の交通量が大幅に減

少し、沿道環境が改善をされたということと、ほとんど渋滞の解消が図られたということにな

りますが、その分、バイパスに交通の負荷がかかるということになる訳であります。 

近畿地方整備局と県では、このようなバイパ

スに対する交通の負荷に対して、短期的に対応

できるものにつきましては、短期対策として、

加古川バイパス・リニューアル計画、あるいは

明姫幹線の改築事業、このようなものを進めて

おります。 

ここで、皆様もご承知の通りかと思いますが、

少し紹介をさせていただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

資料 P.16：2 号 BP 無料化後の交通流動

資料 P.17：無料開放による沿道環境改善

資料 P.18：短期的対策
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加古川バイパス・リニューアル計画でありま

すが、その目的といたしておりますのは、「渋滞

の緩和」、それから「安全性の向上」、「騒音の低

減」、このようなものであります。 

加古川バイパスにつきましても、供用開始当

初では約35,000台/日で80㎞/h程度の速度で十

分走れたものでありますが、平成 6 年のデータ

によりますと、それが約 94,000 台/日で、混雑

時には走行速度が47km/hと半分程度にまで低下

をしているというようなことがあります。 

交通事故の件数も、昭和 50 年代に比べて、平成 6年では 2.8 倍になっているとか、あるいは、

中国自動車道、名神高速道路、阪神高速道路といった道路と比較しても事故率が 1.4 倍もある

ということです。 

そのようなことですとか、先ほども申し上げました環境基準がまだ達成されていないところ

があるといったようなことで、地域住民の皆様、あるいは道路利用者の皆様にも参画をしてい

ただいて計画づくりを進めまして、平成 12 年 8 月に加古川バイパス・リニューアル計画という

ことでオープンにさせていただいているものであります。 

その整備メニューでありますが、ひとつはランプ改良を進めていくということであります。 

この加古川バイパスにつきましては、ランプ

が本線直結型で整備がなされておりまして、合

流とか分流のときに本線交通に影響が出てしま

うというようなことがある訳であります。そこ

で加減速車線の延長を速度に合わせて長くとり

まして、十分に加速をして本線にスムーズに合

流ができるというような構造にランプ改造を進

めていくということであります。 

また、バイパスを横断するボックスがたくさ

んある訳でありますけれども、ボックス内の歩

道と車道を分離したり、あるいはそのボックスの内空断面を拡大してもっと使いやすいような

ものにしたりするといったような、横断ボックスの改良を進めるというようなこともございま

す。 

それから、新加古川大橋の改良でありますけれども、本線上り下りとも現在 2 車線でありま

すが、1 車線ずつ付加車線を設置いたしまして、加古川を渡るための交通も相当ございますの

で、加古川大橋の部分のボトルネックを解消しようというものであります。 

それから、交差点改良ということでは、交差点における右折の方法、これを大きな外回りと

いうことになりますと、車の動線がクロスする形になる訳でありますが、これを内回りに変更

することによりまして動線の交錯を避けるとか、あるいは交差点の容量を拡大するようなレー

ンの追加でありますとか、そういった交差点改良を進めていこうというものであります。 

それから、広幅員路肩の設置ということで、路肩を 2m から 3m に拡幅をいたしまして、事故

資料 P.19：加古川 BP リニューアル計画

資料 P.20：加古川 BP リニューアル計画
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ですとか、あるいは道路の清掃や補修、このようなところで本線交通にあまり影響が出ないよ

うな本線の処置を取ろうというものであります。 

それから、縦断改良ということで、アップダウンを緩和しようということであります。 

また、環境対策といたしまして、道路交通騒音の低減を図るために、新型遮音壁であります

とか、あるいは低騒音舗装の整備を進めていくということであります。 

その事例として、加古川東下りの ON ランプで

ありますが、改良前は本線にダイレクトに直結

しておりましたものを、十分な加減速車線がと

れるような形に改良を進めた結果、ランプ部に

おきます人身事故については、過去 10 年に 26

件も発生しておりましたものが、改良後は、そ

のような人身事故については発生していないと

いう状況で、事故対策ができたということであ

ります。 

このような方法をとりますと、本線の走行速

度の低下を避けることもできますので、交通容量のアップにもつながっているというふうに理

解されるところであります。 

それから、明姫幹線、これは国道 250 号であ

りますけれども、これについても安田高架橋が

完成いたしまして、交差点で最大渋滞長 650m と

いったものが、一気に解消されたという事例が

ある訳であります。 

いずれにいたしましても、短期的な対策とい

うことをご紹介申し上げましたが、当該地域が

抱えております道路交通上の課題というのは、

渋滞でありますとか、事故でありますとか、あ

るいは沿道環境の問題であります。 

そういったものが、顕在化してきておりますので、やはり短期的にそれらの対策を、できる

範囲で立案しながら講じていくというようなことも重要な要素ではないかというようなことで

今回ご紹介を申し上げた次第であります。 

長期的には、県の方でも『21 世紀兵庫長期ビ

ジョン─美しい兵庫 21─』といった新しい長期

計画が、2001 年 4 月にスタートされているとい

うふうに聞いておりますけれども、地域のいろ

いろなビジョンに合わせて臨海地域の道路整備

の構想を練っていく必要があるのではないかと

いうことであります。 

 

資料 P.20：加古川 BP 整備事例

資料 P.22：長期的対策

資料 P.21：明姫幹線整備事例
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地域づくりの要素といたしましては、道路だ

けではなく、港湾でありますとか、通信、それ

から鉄道、空港、様々なものがある訳でありま

すが、この臨海地域、あるいはその隣接するよ

うな区域で展開をされますそういったもの全体

をにらみながら、この地域のまちづくり、ある

いは地域づくりのあるべき方向を探っていかれ

るのかなという感じがいたしております。 

その中で、道路のネットワークはいかにある

べきかといったような論議をされるというふう

になろうと思います。 

いろいろと申し上げてまいりましたけれども、播磨臨海地域の現状の交通状況を見てみます

と、姫路バイパス、あるいは太子・龍野バイパスが無料化されたというようなこともありまし

て、国道 2号バイパスにますます交通が集中する傾向が出てきております。 

また、当該地域は、大型車交通が非常に多いというようなこともございますし、地域交通と

通過交通が混在するといったようなこともございまして、その結果、交通渋滞が発生したり、

あるいは事故が多発する状況にありましたり、あるいは沿道環境が守られていないといった道

路交通上の課題を抱えているというように認識ができるというふうに思う訳であります。 

このような道路交通課題に対応すると同時に、今後の臨海部の活性化を含めまして、地域づ

くりを進めていくという観点で申し上げましても、臨海部にはもう 1 本広域的な幹線道路を通

す必要性が高まっているということも認識しているところであります。 

一方、播磨臨海地域におきましては、高度成長期に立地をいたしました重厚長大型の工場群

が臨海部に連担しておりますし、姫路港、あるいは東播磨港を初めとする港湾整備が既にかな

り進んでいるという状況にある訳であります。そういう意味で、臨海部の土地利用がほとんど

開発され尽くされているというような状況にもある訳であります。 

さらに、少し内陸部に入りますと、鉄道の高速化、あるいは山陽電鉄の阪神梅田乗り入れな

どに伴いまして明石、加古川、姫路、こういったところに住宅建設がかなり進んできておりま

すし、市街化の進行が見られるというようなことであります。 

こういった中で、広域的な幹線道路を地域の皆様方の理解を得ながら、どのようなルートを

通せばいいか、道路を通す導入空間をどのように見つけ出していくのかという、非常に難しい

課題を抱えていると思います。そこは、地元企業の皆様ですとか、地域の皆様のご意見を聞き

ながら、整合のとれた計画づくりを進めていくのだろうと思います。 

そのような状況の中で、皆様方が播磨臨海地域道路網協議会というものを設立されまして、

関係する 4 市 2 町が一体となって、地域が目指すべき将来像を見据えながら、臨海部に幹線道

路を通そうという機運が盛り上がっている、調査研究や要望活動が展開されているということ

は、いろいろな状況を鑑みて、誠に時宜を得たものであるというふうに思う訳であります。 

今後、産業構造の転換などが進みまして、臨海部の再活性化を図っていく必要があるのだろ

うというふうに思います。その中で、土地利用の転換を進めていったりだとか、あるいは都市

開発、産業流通基盤開発、レクリエーション・リゾート開発など、各種の開発プロジェクトも

資料 P.23：長期的対策
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振興していくというふうに思われます。 

この協議会では、望ましい道路網の検討にあたっては、地域住民、あるいは地元企業と合意

形成を図りながら進めていかれるというふうに聞いております。これは、非常に重要なことで

はなかろうかというふうに思っております。 

道路整備は、構想から計画調査、それから用地買収、工事と、非常に長い時間を要する事業

であります。山間部を通すような道路では、構想や計画づくりをするときにはあまり制約条件

がございませんので容易でありますけれども、当該地域のように土地利用が進んだ地域におき

ましては、そのような地域であるからこそ、構想づくり、計画づくりの段階がますます重要に

なるというふうにも思われる訳であります。行政内部でいろいろな調査をいたしまして、一方

的にこれがいいのだということで、その結果を地元に提示をして、計画を一方的に進めていく

という訳にはまいらないだろうというふうに思います。 

国土交通省におきましても、現在、道路の計画決定までの手続きの透明性、客観性を確保す

るために、構想段階における新たな合意形成プロセスを導入するということにいたしておりま

す。すなわち、幅広い選択肢の中から、候補となるようなルート、あるいは構造、こういった

ものの提示をいたしまして、関係者の皆様の様々な意見を聞きながら、計画の基本事項を決定

していくということです。計画の基本事項と申し上げますのは、道路の起終点でありますとか、

あるいは車線数、構想ルート、主な連結道路、主たる構造（これは高架になるのか地下になる

のか平面になるのかといったようなものであります）こういったようなものを絞り込んでいく

というプロセスが必要だろうというふうに検討が進められておりまして、全国の中でも、関係

者の意見を聞きながら、いわゆる PI プロセスを活用しながら、構想を固めていくというような

ところが、多分来年度からいくつかの箇所で展開がなされるのであろうというふうに思います。 

こういったプロセスの手順を経ていきますと、計画の必要性だとか、あるいはそういう道路

の基本的な事項を固めると言いますか、そういうことの妥当性、こういったものに関して社会

的な承認、社会的な合意が得られて、次のステップ以降で行われる具体的なルーティングであ

りますとか、あるいは具体的な道路の構造を決定していったりだとか、あるいは環境影響評価

をするとか、そういったような次のステップ以降の作業がスムーズにいくのだろうと思います。

そういうような手順を取っていく必要が当該地域におきましてもあるのかなという気がいたし

ております。 

それから、この臨海地域の望ましい道路網の構想の具体化に向けて、協議会活動を通じまし

て、様々なところで様々な活動をなさっているというふうに聞いておりますけれども、臨海地

域にもう 1 本幹線道路の計画が必要なのだと、そのような問題・課題があるのだというような

ことを、やはり各方面にアピールをされて、そのような問題がこの地域にあるということを顕

在化していく必要があるのだろうというふうに思っております。 

その際、播磨臨海地域の皆様方が、経済界といったところを含めまして、やはりこの地域が

どのような地域として将来ビジョンを描いていかれるかということが重要になろうか思います。 

道路の計画づくりも、もちろん重要でありますけれども、いかんせん、道路はそういった地

域づくりを支えるものでございますので、皆様方がこのような地域づくりをしたいという、そ

ういう中で、そのためには道路が必要なのだと、このような展開、論議の展開なのかなと思い

ます。 
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したがいまして、その中で、その地域の将来のあり方を支えるために必要になるものとして

は、鉄道であったり、道路であったり、通信であったり、港湾や空港であったり、そういった

広域ネットワークインフラのあり方の全体像も含めてご議論がなされていくのだろうなという

ふうに思います。 

とりわけ、幹線道路ネットワークの形成につきましては、近畿地方整備局といたしましても、

地域の皆様ともども、道路計画の推進に努力をしてまいりたいと考えておりますので、よろし

く皆様方のご支援をお願い申し上げたいというふうに思います。 

以上、雑駁なお話でございましたけれども、私の講演を終わらせていただきます。ご清聴ど

うもありがとうございました。 

 

○ 司会：金田美穂 

大変興味深いお話をありがとうございました。 

それでは、もう一度、ご講演のお礼を込めまして、川島様に、皆様盛大な拍手をお願いいた

します。ありがとうございました。 

それでは最後に、本日の講演会の閉会に当たりまして、開催地を代表いたしまして、高砂市

長の田村広一がごあいさつをいたします。田村市長様、よろしくお願いいたします。 

 

○ 閉会あいさつ：高砂市・田村広一市長 

それでは、閉会にあたりまして、開催地元を代表い

たしまして、一言御礼のごあいさつをさせていただき

ます。 

まず、本日、ご講演いただきました川島部長様には、

我々協議会がご講演のご依頼を申し上げましたところ、

快くお引き受けをいただきまして、資料をお示しして

いただきながら、わかりやすく講演をいただきました

こと、本当にありがとうございました。心から御礼を

申し上げます。ありがとうございました。 

さて、皆様方には、公私ともご多忙の中、播磨臨海地域道路網協議会講演会にご参加をいた

だき、ありがとうございます。 

川島先生の豊富な経験と豊かな知識による示唆に富んだ貴重なご講演を、皆様とともに拝聴

できましたことを大変うれしく存じる次第でございます。 

本協議会は、当初から説明があったと存じますが、神戸西部から播磨臨海地域の望ましい道

路網のあり方を検討し、その必要性について広く住民に認知をしていただくとともに、東西基

幹道路の実現により、地域交流の拡充、発展を図ることを目的に平成 10 年 3 月に設立をされま

して、今日まで積極的に活動をしてまいっておるところでございます。 

新しい道路網は、産業、文化、情報の交流を活性化するだけではなく、各市町のお互いの地

域資源を様々な分野で相互利用できるようになるなど、播磨地域の総合的な発展を担う役割を

果たすものと考えております。 

この整備を促進するためには、本日開催をしました講演会の趣旨でもございます、播磨臨海

 
高砂市：田村市長 
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地域道路網整備に向けての機運を高めることがまず大切であります。本年度は、協議会のホー

ムページを開設いたしておりますので、一度ぜひアクセスをしていただければ、道路の必要性

等がより理解をいただけるものと考えます。今後とも、当協議会活動への積極的なご参加や、

当協議会へのご支援、ご協力をよろしくお願いを申し上げるところでございます。 

最後になりましたが、ご講演をいただきました川島先生のますますのご活躍と、本日ご参会

をいただいております皆様方のご健勝、ご活躍をお祈り申し上げまして、開催市を代表しての

あいさつとさせていただきます。 

本日は、誠にありがとうございました。ご苦労様でした。 

 

○ 司会：金田美穂 

田村市長様、ありがとうございました。 

それでは、これをもちまして、播磨臨海地域道路網協議会によります講演会を閉会させてい

ただきます。皆様、長時間にわたってのご聴講、誠にありがとうございました。どうぞ、お忘

れ物のないように、お気をつけてお帰りくださいませ。 

また、お手数かと存じますが、お渡しいたしましたアンケートにご記入いただきまして、ロ

ビーの回収ボックスに入れていただきますよう、ご協力お願いいたします。 

本日は、誠にありがとうございました。 


