
令和３年(2021年)９月10日提出

長野県都市計画審議会長

３都第196号

令和３年(2021年)８月27日

長野県都市計画審議会長　様

長　野　県　知　事

議第１号

飯田都市計画道路の変更について

飯田都市計画道路の変更について

　このことについて、都市計画法第21条第２項の規定において準用する同法第18条第
１項の規定により、次のように審議会に付議します。
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１．都市計画道路中3・4・15号知久町妙琴線及び3・4・23号飯田中津川線を次のように変更する。

「区域及び構造は計画図表示のとおり」

理　由

　社会経済情勢の変化等を勘案して、飯田都市計画における都市計画道路網の見直しを行った

結果、２路線の変更を行うものである。

　併せて、都市計画法施行令の一部を改正する政令（平成10年政令第330号）及び都市計画法

施行規則の一部を改正する省令（平成10年建設省第36号）に基づき、車線数を決定する。

・自動車専用道路中央道西宮線と
立体交差１箇所
・JR飯田線と平面交差１箇所
・幹線街路と平面交差３箇所

幹
線
街
路

飯田市
白山町

約
1,310m

地表式 2 16m3・4・23 飯田中津川線
飯田市
大通
１丁目

飯田市
砂払町
２丁目

16m

・自動車専用道路中央道西宮線と
立体交差１箇所
・JR飯田線と立体交差１箇所
・幹線街路と平面交差２箇所

3・4・15

幅員

飯田都市計画道路の変更(長野県決定)

種
　
別

名　　称 位　　置 区域 構　　造

備考
番号 路線名 起点

地表式の区間における
鉄道等との交差の構造

知久町妙琴線
飯田市
知久町
３丁目

飯田市
羽場権現

飯田市
羽場町

約
1,800m

地表式 2

終点
主な
経過地

延長
構造
形式

車線
の数
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変　更　理　由　書

　飯田都市計画道路は、昭和24年に当初の路線が決定され、その後、人口
の急激な増加、高度経済成長、中央自動車道及び国鉄中津川線の建設計画
と相まり、将来の動向、及び土地利用等を検討した結果、昭和36年、昭和
42年に大きな変更と追加を行ってきた。
　しかし、近年は人口減少や少子高齢化、コンパクトシティへの転換等、
都市計画決定当時と比べ社会・経済情勢が大きく変化してきており、都市
計画道路としての規模の整備の必要性に変化が生じている。
　現在、飯田都市計画道路は42路線が計画決定されており、計画延長が約
74.9kmあるなか、整備率は約62％(令和２年４月１日現在)で、なかには50
年以上着手されていない都市計画道路も存在する。
　このような状況のなか、飯田市では平成30年１月１日に、飯田市土地利
用基本方針(市都市計画マスタープラン)の中へ、飯田都市計画道路の見直
しに関する方針を定めた。

　飯田市土地利用基本方針では都市づくりの理念として、時代の転換期を
迎えている現在、市民負担の大きくなるような社会資本整備は控え、都市
の拡大を止め、選択と集中による計画的な都市整備、都市運営を行う事
で、現状を維持しつつ質を向上する都市づくりを目標に掲げている。
　それに伴い、将来都市構造についても、人口減少、低成長時代の経済や
財政上の課題に対応するため、社会資本整備については、将来予測と計画
に基づいた整備と既存社会資本の適切な維持管理を必要とし、長期的な視
点に立って効率的かつ効果的な都市構造を創造していくとしている。
　また、都市構造の形成に関する方針のなかでは、拠点の連携のため、中
心拠点、地域拠点及び交流拠点並びに広域交通拠点を有機的に連携させる
よう道路網を整備し、アクセスと結節の強化を図ることで、一体的な都市
の形成を図るよう示し、将来都市構造の実現に資するよう市域全体の道路
(交通)網の見直しを進めていくこととした。
　飯田都市計画道路の見直しに関する方針では、長野県が策定している
「都市計画道路見直し指針(案)」(平成18年３月策定)に基づき、未整備の
都市計画道路の全路線について「必要性」「代替性」「実現性」の３つの
視点により、当時、事業未着手であった23路線、33.9㎞を見直し対象路線
とし評価・検証した「飯田市都市計画道路見直し方針」としてまとめた。

　この見直し方針に基づき、3・4・15号知久町妙琴線及び3・4・23号飯田
中津川線の変更を行うものである。
　併せて、都市計画法施行令の一部を改正する政令（平成10年政令第331
号）及び都市計画法施行規則の一部を改正する省令（平成10年建設省第37
号）に基づき、車線数を決定する。

-6-



飯田市都市計画道路3・4・15号知久町妙琴線の変更について

変更理由

　当該道路は、中心市街地を東西に貫く延長約2,930ｍの補助幹線道路(一
部、県道重複部分は幹線道路)で、起点は知久町３丁目地籍の3・5・24号
知久町線、終点は大休地籍である。昭和24年３月に都市計画決定され、そ
の後昭和36年、42年、48年、54年、56年に終点、経過地、幅員等の変更を
行い現在に至る。
　上記の変更理由として、人口増加、中央自動車道開通及び国鉄中津川線
の開業に伴う市街地拡大への対応が掲げられていたが、今日の都市計画道
路見直しにおいて、人口減少時代を迎え、人口増加に伴う市街地の拡大へ
の対応という役割、機能が喪失しており、また、国鉄中津川線の計画も廃
止となり、都市の拡大に対応するための役割・機能も薄れている。
　また、飯田市で変更(廃止)する、3・4・15号知久町妙琴線(飯田市変更
部)、3・4・20号城山大袋線、3・5・28号城山正永寺原線と接続している
が、連続性が喪失し、骨格的な都市計画道路としての必要性、機能・役割
が低下すると考えられる。これらの状況を総合的に判断し「廃止候補」と
して位置づけた。
　
　上記により、飯田市から案の申し出を受けて、3・4・15号知久町妙琴線
の終点から県道と重複する520ｍ区間を県で削除し、市と合わせて終点の
変更を行うものである。
　併せて、都市計画法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第331
号)及び都市計画法施行規則の一部を改正する省令(平成10年建設省令37
号)に基づき、車線数を決定する。

-7-



飯田市都市計画道路3・4・23号飯田中津川線の変更について

変更理由

　当路線は、昭和24年３月に都市計画決定し、以後、６回変更している。
　今回、市決定で廃止が検討されている3・4・20号城山大袋線と接続して
おり、飯田中津川線の終点となる交差点隅切りが不要となる。
　
　上記により、飯田市からの案の申し出を受けて、県道である既決定の
3・4・23号飯田中津川線の交差点隅切りを廃止する区域の変更を県で行う
ものである。
　併せて、都市計画法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第331
号)及び都市計画法施行規則の一部を改正する省令(平成10年建設省令37
号)に基づき、車線数を決定する。
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（旧）

（新）

・自動車専用道路中央道西宮線
と立体交差１箇所
・JR飯田線と立体交差１箇所
・幹線街路と平面交差３箇所

幹
線
街
路

3・4・23
飯田

中津川線

飯田市
大通

１丁目

飯田市
砂払町
２丁目

飯田市
白山町

約
1,310m

地表式 2 16m

・自動車専用道路中央道西宮線
と立体交差１箇所
・JR飯田線と立体交差１箇所
・幹線街路と平面交差３箇所

・交差点隅切りの
変更

幹
線
街
路

飯田市
白山町

約
1,310m

地表式 ― 16m3・4・23
飯田

中津川線

飯田市
大通

１丁目

飯田市
砂払町
２丁目

車線
の数

幅員

新 旧 対 照 表

種
　
別

名　　称 位　　置 区域 構　　造

備考
番号 路線名 起点

16m

・自動車専用道路中央道西宮線
と立体交差１箇所
・JR飯田線と立体交差１箇所
・幹線街路と平面交差３箇所

地表式の区間における
鉄道等との交差の構造

3・4・15
知久町
妙琴線

飯田市
知久町
３丁目

飯田市
大休

飯田市
羽場町

約
2,930m

地表式 ―

終点
主な
経過地

延長
構造
形式

備考
番号 路線名 起点 終点

地表式の区間における
鉄道等との交差の構造

種
　
別

名　　称 位　　置 区域 構　　造

主な
経過地

延長
構造
形式

車線
の数

幅員

・変更区間
　L=約520m
・終点の変更

3・4・15
知久町
妙琴線

飯田市
知久町
３丁目

飯田市
羽場権現

飯田市
羽場町

約
1,800m

地表式 2 16m

・自動車専用道路中央道西宮線
と立体交差１箇所
・JR飯田線と立体交差１箇所
・幹線街路と平面交差２箇所
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都市計画策定の経緯の概要

飯田都市計画道路の変更

事 項 時 期 備 考

地元説明

変更案の申出

（都市計画法第 15条の 2第 1項）

公聴会開催の公告

素案の閲覧

公聴会

（都市計画法第 16条第１項）

市町村への意見徴収

（都市計画法第 18条第 1項）

計画案の公告・縦覧

（都市計画法第 17条第１項）

市町村への意見徴収回答

長野県都市計画審議会

（都市計画法第 18条第 3項）

決定告示

平成 29年 ７月 13日（木）～

令和 ２年 12月 ７日（月）

令和 ３年 １月 15日（金）

令和 ３年 ４月 8日（木）

令和 ３年 ４月 9日（金）～

令和 ３年 ５月 10日（月）

令和 ３年 ５月 23日（日）

令和 ３年 ５月 31日（月）

令和 ３年 ６月８日（火）～

令和 ３年 ６月 21日（月）

令和 ３年 ７月 29日（木）

令和 ３年 ９月 10日（金）

令和 ３年 ９月下旬

県報、飯田市広報、県ホ

ームページ

公述の申し出がないた

め中止

県報、飯田市広報、県ホ

ームページ

（以下、予定）
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変更及び廃止の理由（第3回見直し方針）

飯田都市計画道路は、幹線街路が42路線で計画延長が約
74.85kmあるなか、整備率は約62％（令和２年４月１日現
在）で、なかには50年以上着手されていない都市計画道路
も存在する。
飯田都市計画道路の多くが当初計画策定された昭和20年

代、30年代は、人口の急速な増加、10%前後の経済成長の
もと、東京五輪の開催（昭和39年）に向け、新幹線や高速
道路が急速に整備され、昭和40年まで社会資本整備が最も
進んだ時期であった。
飯田市でも、中央自動車道や国道153号バイパスが整備

され、以降、骨格的な道路の整備を進め、令和２年には羽
場大瀬木線も開通した。さらに、リニア中央新幹線開通を
見据えた交通体系整備も進めていくことにより、飯田市道
路網構想における主な道路軸は形成される。
そのような中、近年、人口減少や超高齢社会を迎えつつ

あり、社会情勢は大きく変化してきており、50年以上前に
計画された都市計画との齟齬が生じている。
以上のことから、社会情勢の変化を踏まえた選択と集中

による計画的な都市計画道路の整備に向け、将来都市構造
に資するよう総合的な見直しが必要となっているため、都
市計画道路の変更及び廃止決定を行うものである。

飯田都市計画道路の見直し計画の概要
変更路線、廃止路線及び新規路線

（太字：今回決定・変更案件）年月は決定月

（長野県決定）
○3・3・6 号 北方座光寺線H31.1(一部新規)
○3・4・16号 下山妙琴原線H31.1
○3・5・22号 東新町座光寺線H31.1（一部新規）
○3・3・39号 大門黒田線H31.1（一部新規）
○3・5・42号 座光寺上郷線H31.1（新規）
○3・4・15号 知久町妙琴線[終点の変更]
〇3・4・23号 飯田中津川線[一部区域の変更]

（飯田市決定）
○3・4・7 号 中央通り線H31.1
○3・4・11号 鼎駅前線H31.1
○3・4・13号 白山城山線[終点の変更]
○3・4・14号 滝の沢線[全線廃止]
○3・4・15号 知久町妙琴線[終点の変更]
○3・4・16号 下山妙琴原線[終点の変更]
○3・4・18号 島垣外線 H31.1
○3・4・19号 時又中村線H31.1
○3・4・20号 城山大袋線[全線廃止]
○3・5・27号 丸山中央線[終点の変更]
○3・5・28号 城山正永寺原線[終点の変更]
○3・5・29号 飯田鼎線H31.1
○3・5・31号 切石西鼎線H31.1
○3・6・34号 中平西鼎線H31.1
○3・4・43号 リニア駅前線H31.3（新規）

3・4・15号 知久町妙琴線
人口増加に伴う市街地の拡大への対
応という役割、機能が喪失したため、
廃止する。（県決定）（市決定）

3・4・13号 白山城山線
人口増加に伴う市街地の拡大への対
応という役割、機能が喪失したため、
廃止する。（市決定）

3・5・27号 丸山中央線
人口増加に伴う市街地の拡大への対
応という役割、機能が喪失したため、
廃止する。（市決定）

3・4・23号 飯田中津川線
3・4・20城山大袋線の廃止に伴い、
交差点隅切りの変更を行う。（県決
定）

3・4・20号 城山大袋線
人口増加に伴う市街地の拡大への対
応という役割、機能が喪失したため、
廃止する。（市決定）

3・4・16号 下山妙琴原線
人口増加に伴う市街地の拡大
への対応という役割、機能が
喪失したため、廃止する。
（市決定）

飯田駅

3・5・28号 城山正永寺原線
人口増加に伴う市街地の拡大への対
応という役割、機能が喪失したため、
廃止する。（市決定）

いいだ山里街づくり推進計画
街の暮らし推進区域
（居住誘導区域）

今回の県決定範囲

3・4・7号 中央通り線

3・4・11号 鼎駅前線

3・6・34号 中平西鼎線

3・5・29号 飯田鼎線

3・4・18号 島垣外線

3・4・19号 時又中村線

3・5・31号 切石西鼎線

3・5・22号 東新町座光寺線

3・4・43号 リニア駅前線

3・3・6号 北方座光寺線

3・5・42号 座光寺上郷線

3・3・39号 大門黒田線

○見直しの経緯
平成19年7月 飯田市土地利用基本方針（都市マスタープラン）策定
平成29年3月 飯田都市計画道路見直し方針（原案）
平成29年11月 土地利用計画審議会及び都市計画審議会（見直し方針の決定）
平成30年1月 飯田市土地利用基本方針への位置づけ
平成30年12月 パブリックコメント、関係地区の地域協議会
平成31年1月 第一回都市計画変更（県、市）（リニア関連による変更）
平成31年3月 第二回都市計画変更（市） （リニア駅周辺に伴う変更）
令和3年4月～5月 パブリックコメント、関係地区の地域協議会
令和3年9月（予定） 第三回都市計画変更（市街地コンパクト化による郊外部の見直し）

○見直し手法
①必要性の検討評価
（都市環境機能、防災機能、収容空間機能、市街地形成機能、交通

機能、ネットワーク形成機能）
②代替道路の検討評価
（現道活用の検討、代替路の検討）
③実現性の検討評価
（周辺環境保全、道路構造の妥当性、事業の困難性）
④道路網としての検証
（都市内ネットワークの観点から見た妥当性）

3・4・16号 下山妙琴線（県）

3・4・14号 滝の沢線
人口増加に伴う市街地の拡大への対
応という役割、機能が喪失したため、
廃止する。（市決定）

整備済

事業中

存続候補（検討含む）

廃止候補

廃止候補又は変更候補

廃止済

変更済

凡　　例

資料1-1
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資料１-2

資料1-3～１

資料1-3～2

資料1-3～3

資料1-3～4
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資料１-3～１
（ １ ／ ４ ）
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資料１-3～2

１

①

（ ２ ／ ４ ）
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資料１-3～3

②

２

③

３

④

４

（ ３ ／ ４ ）
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資料１-3～4

（ ４ ／ ４ ）
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3・4・15号知久町妙琴線 計画図説明

（長野県決定）
３・４・１５号 知久町妙琴線

市の都市計画道路の見直し計画を受け、現道が代替性を有して
いる終点側の県道と重複する５２０ｍ区間を削除し、市決定で廃
止が検討されている区間と合わせて終点の変更を行う。

0m 150m 300m

１ ２

①

②

③

３
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3・4・23号飯田中津川線 計画図説明

（長野県決定）
３・４・２３号 飯田中津川線

本路線と交差する飯田市決定の３・４・２０号城山大袋線の廃
止に伴い、交差点隅切り部の一部区域の削除を行う。0m 150m 300m

交差点拡大図

交差点隅切り削除 ①

②

１

２
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