
田川市都市計画道路見直し案に対するパブリックコメント(意見公募) 

及び住民説明会の実施結果について 

 

１ 実施状況 

長期未着手の都市計画道路の見直しの内容について、パブリックコメント（意見公募）と 

住民説明会の概要は下記のとおりです。 

 

２ 意見・要望等の概要と市の考え方 

  市民の皆さんからいただいた意見・要望等はその趣旨を損なわないよう要約し、市の考え方

とともに下記のとおり整理しました。 

◇ パブリックコメント（図－１参照） 

 

 

  パブリックコメント 住 民 説 明 会 

実 施 期 間 平成２３年６月６日～７月６日 平成２３年６月１５日～７月４日 

公開・実施場所 市ホームページ、市役所都市計画

課等 

市内各小学校９校 

意見・要望等の数 １件 １３件 

№ 項 目 意見・要望等の概要 市の考え方 

1 南大通り線  南大通りから金融機関の横

を通り、寿町方面に抜ける道路

は、幅員が狭く、見通しが悪い。

幅員を広くすれば彦山川方面

へ出やすくなるだけでなく、情

報センター前の国道も混雑が

緩和されるのではないか。今後

望むのは、車を持たない生活弱

者（老人・子ども）が安心して

歩ける道路整備である。 

 また、これまで都市計画決定

があったために家の増改築や

空地利用についても計画が立

てづらく困っていたので、南大

通り線②を廃止することにつ

いては、賛成である。 

長期未着手の都市計画道路につ

いては、社会経済情勢や路線の必要

性・事業の困難性等を踏まえ、将来

的に実現可能な都市計画道路網を

再構築するという視点により、見直

しを行っています。 

評価の結果、南大通り線②の区間

については、廃止候補といたしまし

た。 

また、この都市計画道路と一部重

複している市道寿町１号線につい

ては、地域の実情等を踏まえながら

必要な措置について検討してまい

ります。 
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◇住民説明会（図－２参照） 
 
№ 項 目 意見・要望等の概要 市の考え方 

1 後藤寺東町線 成道寺付近の彦山川の架橋

工事はなかなか進まないが、あ

と何年かかるのか。 

伊田新橋のような規格にな

るのか。歩道はつくのか。 

平成 23 年度に橋の上部工を架け

る予定です。本線については、平成

24 年度から工事を予定しており、

平成 26 年 3 月に全線完成予定で工

事が進んでおります。 

橋梁部の幅員は 17ｍで歩道を整 

備し、車道は片側 1 車線で、右折帯

を設けることとなっています。 

2 都市計画道路全般 廃止となっている路線がい 

くつかあり、これらの路線は昭

和 41 年に都市計画決定されて

いるが、現実的に整備は困難で

はないか。 

 

 

 

 

 

今回廃止とされている路線の中

には、既設の道路と都市計画道路が

重複しているものもあります。例え

ば、弓削田地域の都市計画道路後藤

寺駅見立線は現在の県道添田赤池

線（既設道路）が十分な道路機能を

有していることから、計画幅員とし

て 16～20ｍは必要ないと考えてい

ます。その他、実現性の伴わないも

のは廃止候補としております。 

3 都市計画道路全般 田川直方バイパスの延伸（広

域幹線道路）の必要性はどうな

のか。市は産業の活性化と就業

場所の確保を進めていき、製造

業や流通業が円滑に産業活動

を行えるよう配慮しなければ

ならない。 

道路の網としての整備の遅れや 

市街地の拠点間のネットワークの

欠如などに対応するため、都市計画

マスタープランの中で広域連携を

担う軸として広域幹線道路を大き

く位置づけ、その必要性を重要視し

ているところです。 

4 都市計画道路全般 廃止とされている路線は本 

当に必要ないのか、5 万人都市

に相応しい道路網を考えるこ

とが重要である。 

また、市民が利用しやすい道

路になっているかを検証する

ことが大事ではないか。 

昨年の 8月末から 9月初旬にかけ

て、中間報告として中学校区ごとに

全市を回って住民説明会を実施し

てきました。住民の意見にもあった

ように、地域住民が必要としている

道路は 6ｍ程度で車両がすれ違える

ような生活道路であり、都市計画道

路のような広幅員の道路ではない

と指摘を受けています。 

このため、生活道路等の整備が必

要とされている桐ヶ丘（伊田中学校

裏）などについては、都市計画道路

は廃止としますが、生活道路の整備

が必要な地域として都市計画マス

タープランにも位置づけを行って

いるところです。都市計画道路を廃

止したからといって、道路の整備を
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行わないというものではありませ

ん。 

5 都市計画道路全般 長年道路計画をそのままに 

していたのだから、廃止と言わ

れた時に理解できない人もい

るだろう。市の説明が分からな

いことはないが、今回の結論を

理解できない人も多いのでは

ないか。地域への説明は慎重に

行ってほしい。 

 

事業を円滑に遂行するために都 

市計画決定を行っていますが、実現

性の低いものに対して、今までのよ

うに建築制限を継続して実施して

いくわけにもいかないと考えてい

ます。 

都市計画道路内は、建築基準法第

53 条の規制によって、例えば、3 階

以上の建物が建てられないなどの

土地活用上の不都合も多いことか

ら、現時点において実現性の低い路

線はできる限り規制を解除したい

と考えています。 

今回この結果に至った経過や見 

直しの内容については、パブリック

コメントも併せて実施するなかで、

市民に説明し、理解を得たいと考え

ています。本日いただいた意見も参

考にし、他の校区でも丁寧な説明に

努めたいと考えております。 

6 古賀町下伊田線 古賀町下伊田線は、昭和 41

年の都市計画決定以後にアパ

ートや住宅などが建っている。

事業の推進はスムーズに図れ

るのか。 

  

 

 

古賀町下伊田線沿線上では開発 

は起こっていますが、建築制限の範

囲内の建物しか建っていないはず

であり、整備への支障は少ないと考

えています。 

 今回の都市計画道路の見直しで 

は、既存の道路で対応できる場合は

現道を活用することを基本原則と 

しています。 

7 その他 広域幹線道路の整備が必要

であるということであるが、今

ある道路の拡幅で対応できな

いのか。 

 広域幹線道路に隣接する既存の

県道では、生活交通と通過交通の重

複により度重なる渋滞が発生して

いるだけでなく、鉄道との交差もあ

るなどかなり支障があると言えま

す。 

また、国道 201 号と国道 322 号バ

イパスを南北に結ぶルートがない

ことから、本市のみならず田川都市

圏全体で、広域幹線道路の整備要望

を行っているところです。 

8 都市計画道路全般 今回の都市計画道路の見直 

しは、いつ実行されるのか。 

 

現在、パブリックコメントとして

意見を募集したり、このような説明

会を全市で開催して意見を伺いな

がら、最終的な都市計画道路の見直

し案を作成することとしています。

 その後、関係機関との調整や都市
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計画変更案の縦覧手続きなどを行 

い、都市計画審議会に報告し、順次

都市計画の変更手続きを進めるこ 

とにしています。 

時期的に、この作業は秋以降には

なると思いますが、各種手続きや合

意形成等もある中で、現時点では明

確には申し上げられません。 

9 

 

 

後藤寺東町線 伊田中学校の横の都市計画 

道路後藤寺東町線が廃止予定

とされている。これまで私ども

は車が離合できるような道路

整備を市に要望してきた。平成

20 年に要望に行った際には、

現在市が都市計画道路の見直

しを行っているから、その検討

結果を受けて回答すると言わ

れた。  

 今までは、都市計画道路があ

るから生活道路の整備を進め

られない状況にあったが、廃止

となれば逆に生活道路の推進

が図れる状況になる。 

都市計画道路の廃止が行わ 

れたら、すぐに延伸 60m 程度の

市道整備の要望を行いたいと

考えている。 

伊田中学校周辺に関する見 

通しについて再度説明をお願

いしたい。 

伊田中学校周辺については、後藤

寺東町線のような 16m 幅員の道路

は必要はないと考えますが、狭あい

道路や行止り道路などが多く居住

環境が悪いため、当該地域を住環境

の改善が必要な地域と位置づけ、生

活道路の整備を中心に進めていき

たいと考えているところです。 

 

10 その他 田川市にとっては幹線道路 

の整備よりも緊急車両も入れ

ないような狭あい道路を改善

することが喫緊の課題である。

田川市の道路網を見ると、幹

線道路が非常に分かりにくい。

山本作兵衛さんの炭坑記録画

が世界記憶遺産に登録された

ことで観光客が増加している

が、来街者が石炭歴史博物館へ

の行き方が分からないといっ

た状況は市として問題であり、

幹線道路沿道のゴミや街なみ

の問題は改善していくべき課

題である。 

観光客に田川市の良い印象 

を与えられるようなまちづく

りを進めていくことが今後重

要であると考えているので、都

後藤寺中学校周辺や伊田中学校

周辺の既成市街地については、都市

計画マスタープランに基づき、生活

道路等の整備により利便性や防災

性の向上を推進する地域としてい

ます。 

広域幹線道路の整備要望等を含

め、観光客等の受入環境について

は、地域間交流の促進という観点か

ら、今後の大きな課題と認識してい

ます。 
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市計画の役割として取組んで

いただきたい。 

11 都市計画道路全般 都市計画道路内に建物が建 

てられないのは、法で規制され

ているのだから当然であるが、

その土地の持ち主が、都市計画

決定以降どれだけ制約を受け

てきたかを市も真剣に考えて

いただく必要がある。 

今回の見直しでは、実現性の低い

計画路線について、今後何十年も規

制を続けていくわけにはいかない

と判断を下し、規制の解除を行う路

線として抽出しているところです。

12 

 

都市計画道路全般 田川市費で整備した路線は 

ごく僅かで、多くは国や県が行

ったものである。 

道路整備率が 53.1％とされ

ているが、国や県がお金を投じ

たものまで整備率に組込まれ

るのは少々疑問である。 

都市計画道路の所管は、道路規格

によっても異なるため、必ずしも市

が事業主体となるわけではなく、道

路整備がすべて市費で行われると

いうものでもありません。 

例えば、県施行の都市計画道路事

業でも市は 1/6なり 1/4なりの負担

をし、その整備推進にあたっては市

も県と協力して道路整備の促進に

向け鋭意努力してきた経緯があり

ます。決して国や県にすべて任せて

いたわけではありません。 

13 都市計画道路全般 廃止予定として方向性が出 

ている路線については、早く都

市計画の変更を進めてほしい。

 

規制の解除によって、土地の流動

化が図られるなど、地域の活性化も

想定されているところです。皆さん

からいただいた意見を参考に、都市

計画の変更に向け手続きを進めて

いきたいと考えています。 
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