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第３章 総合交通マネージメントの基本方針 

１. 地区内及び周辺の動線計画 

以下に本地区の最終的な歩行者の動線、自動車の動線の計画を示す。最終的には地区内への自動車の流入

は認めず、公共交通（タクシーを含む）と業務用交通のみが走行可能とする。その為、地区外周道路及び幹

線道路（ゆりの木通り、ハナミズキ通り、国道 340 号、市道上組町湊線等）沿いに駐車場を整備し、地区の

中心まではのんびり歩いて 20 分程度（300ｍ程度）でたどり着けるものとして整備を進める。歩行者の動線

と自動車の動線が重複する部分に関しては、歩車を明確に分離できる道路構造として歩行者の安全を確保す

る。 

 

 

図 3-1 八戸市中心街地区の動線の将来像 

 

 

２.総合交通マネージメントの立案 

地区におけるみちづくりを進めるにあたり、以下の視点から総合交通マネージメントの基本方針を立案し、

具体的な整備目標と手法について検討する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（1） 路線概要の検討 

【検討項目】 
① 車線数について 
② 歩道幅員の確保について 
③ 交差点部の構造について 

【検討項目】 
① 速度制限について 
② 通行車両の制限について 
③ 道路用途の規制について 
④ 路上駐車の規制について 
⑤ 走行方向の規制について 

【検討項目】 
① 安全に歩けるみちづくり 
② 自動車が遠慮するみちづくり 
③ 安全な交差点の設置 

【検討項目】 
① 歩いて楽しいみちづくり 
② 天候に左右されないみちづくり

③ 自動車で来ても便利なみちづくり

④ 安心して立ち寄れるみちづくり

（2） 交通規制の検討 

（3） 道路整備メニューの検討 

（4） 八戸らしいみちづくりの検討
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道路構造令に基づき計画交通量による道路の区分を行い、構造令に沿った総合交通マネージメントの基

本計画について検討する。 

 

■道路構造令による道路の区分                           

将来交通量（平成 32 年） 

くらしともに歩むみち 計画交通量 道路区分 

① 市道馬場町線  － 台 （第３級） 

② 市道下鳥屋部町線  － 台 （第４級） 

③ 市道北館越線 7,335 台 第２級 

④ 市道堤端線 5,890 台 第２級 

⑤ 市道堤端 2号線  － 台 （第４級） 

楽しみながら練り歩くみち 計画交通量 道路区分 

⑥ 主要地方道八戸大野線 8,859 台 第２級 

⑦ 市道鷹匠小路線 1,516 台 第３級 

⑧ 県道妙売市線 5,626 台 第２級 

⑨ 市道岩泉町線 －  台 （第３級） 

商いを支える賑わいのみち 計画交通量 道路区分 

⑩ 市道番町線  －  台 （第３級） 

⑪ 国道 340 号 12,809 台 第１級 

⑫ 市道上組町湊線 11,846 台 第１級 

⑬ 市道中央停車場線 5,878 台 第２級 

⑭ 主要地方道本八戸停車場線 8,095 台 第２級 

まちの動脈となるみち 計画交通量 道路区分 

⑮ 市道停車場上線 13,078 台 第１級 

⑯ 市道鳥屋部町線 11,996 台 第１級 

⑰ 市道柳町根城線 28,967 台 第１級 

 ※ 交通量調査を行っていない路線については、（）書きとし、推定される道路区分とした 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 車線数について 

【内容・効果】 

通過交通量に適した車線数の設定を行い、自動車交通の円滑化を図る。 

【基本方針】 

車線数の設定 

⇒道路構造令に基づき、交通量調査の結果及び道路容量をもとに、地域や路線の特性を考慮して検討し、

車線数の設定を行う。 
【道路概要の整理】 

○くらしとともに歩むみち：歩道の拡幅が望ましいが、現況の全幅員を考慮して現状維持とする。 

○楽しみながら練り歩くみち：最低限の車道幅員を確保した上で、歩行エリアの拡幅を検討する。 

○商いを支える賑わいのみち：最低限の車道幅員を確保した上で、歩行エリアの拡幅を検討する。 

○まちの動脈となるみち：現状維持とする。 

くらしとともに歩むみち 道路区分 車線数 幅員の考え方 

① 市道馬場町線 （第３級） 2 

② 市道下鳥屋部町線 （第４級） － 

③ 市道北館越線 第２級 2 

④ 市道堤端線 第２級 2 

⑤ 市道堤端 2号線 （第４級） － 

現状維持とするが、視覚的効果やデ

バイスの導入による歩行者の安全確

保を目指す 

楽しみながら練り歩くみち    

⑥ 主要地方道八戸大野線 第２級 2（一方） 歩道の拡幅を検討 

⑦ 市道鷹匠小路線 第３級 － 現状維持、歩車共存道路として整備

⑧ 県道妙売市線 第２級 1（一方） 歩道の拡幅を検討 

⑨ 市道岩泉町線 （第３級） － 現状維持、歩車共存道路として整備

商いを支える賑わいのみち    

⑩ 市道番町線 （第３級） 2 全幅員の拡幅が難しい為、現状維持

⑪ 国道 340 号 第１級 2（一方） 歩道幅員は十分である為、現状維持

⑫ 市道上組町湊線 第１級 2（一方） 

⑬ 市道中央停車場線 第２級 1（一方） 

⑭ 主要地方道本八戸停車場線 第２級 2 

歩道の拡幅を検討 

まちの動脈となるみち    

⑮ 市道停車場上線 第１級 3 

⑯ 市道鳥屋部町線 第１級 3 

⑰ 市道柳町根城線 第１級 4 

現状維持 

 

（1） 路線概要の検討 



第３章 総合交通マネージメントの基本方針 

 

 
- 9 -

② 歩道幅員の確保について 

【内容・効果】 

限られた歩行空間を有効に利用し、歩行者の歩きやすさや安全性を確保するために、スペースの確保に

努める。 

 

【基本方針】 

電柱の撤去及び移設 

⇒歩道部が狭く、電柱が著しく危険となる路線については、無電柱化又は民有地側への移設を検討する。

無電柱化の手法としては電線共同溝による電線の地中化、裏配線、軒下配線等の導入を検討する。 

危険物の撤去 

⇒歩道部にはみ出している看板や自動販売機等については、規制や取締りを徹底するとともに、設置ス

ペースについて検討する。 

 

【整備目標】 
くらしともに歩むみち 整備概要 

① 市道馬場町線 

② 市道下鳥屋部町線 

③ 市道北館越線 

④ 市道堤端線 

⑤ 市道堤端 2号線 

危険箇所について電柱の移転を検討 

楽しみながら練り歩くみち 

⑥ 主要地方道八戸大野線 

⑦ 市道鷹匠小路線 

⑧ 県道妙売市線 

⑨ 市道岩泉町線 

危険箇所について電柱の移転、無電柱化を検討 

障害物の撤去を推進 

商いを支える賑わいのみち 

⑩ 市道番町線 危険箇所について電柱の移転を検討 

⑪ 国道 340 号 現状維持（無電柱化整備済み） 

⑫ 市道上組町湊線 

⑬ 市道中央停車場線 

⑭ 主要地方道本八戸停車場線 

危険箇所について電柱の移転を検討 

無電柱化を検討 

まちの動脈となるみち 

⑮ 市道停車場上線 

⑯ 市道鳥屋部町線 

⑰ 市道柳町根城線 

現状維持 

 

 

 

 

③ 交差点部の構造について 

【内容・効果】 

幹線交通の円滑化を目的として幹線道路への右・左折レーンの設置等を検討する。 

 

【基本方針】 

交差点への右折レーンの設置 

⇒交差点の飽和度が高く、流入先の路線が明確に歩車分離される箇所に関して右折レーンの設置を検討

する。 

対象路線：ゆりの木通り 

 

交差点付近の車道の拡幅 

⇒車線数を減少させることで交差点の混雑度が1.0を上回ることが予想される路線に関しては交差点付

近の車道幅員の必要幅の確保を検討する。 

対象路線：県道妙売市線 

 
ゆりの木通りにおける交差点の混雑度 
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① 速度規制について 
【内容・効果】 

特定の区域（ゾーン）において、車の走行速度を制限することで、ゾーン内を人が中心であることを示

すものである。 
ゾーンの境界部分である道路入口･出口に設置したり、ハンプ等の物理的デバイスと組み合わせること

で人が中心の区域であることを示す。 

 

【基本方針】 

将来的な速度規制の検討 

⇒本地域は、人が安心して訪れることができる地域としていくため、安全性を高める手法として、ゾーン

内の速度規制を行うことが考えられる。しかし、本地域は、商業・業務の中心としてスムーズな物流や

経済活動が求められる場でもあり、円滑な交通の流れを確保することで、ゾーンを訪れる全ての人にと

って快適な環境としていく必要がある。 

そのため、速度規制については、当面、現況通りとするが、人にやさしいゾーンとしての周知を図り、

スピードの出しづらい道路整備を進めることで、安全なゾーンとしての環境づくりを行いながら、将来

的には最高速度の見直しを検討していくものとする。 

 

ゾーンの周知 

⇒本地域がくらしのみちゾーンであり、歩行者優先の道となっていることを周知するため、速度規制の標

識とあわせて、くらしのみちゾーンの標識を設置したり、ゾーン内における交差点の舗装をカラーにし

て運転者の注意を喚起する。 

対象路線：全路線 

 

【整備イメージ】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
② 通行車両の制限について 
【内容・効果】 

沿道環境保護のため、特定路線や特定区域において、ある一定基準以上の大型車（特に貨物車）を、終

日もしくは一定の時間に限って乗り入れを禁止する。標識を設置したり、狭さく等の物理的デバイスを組

み合わせることで効果を高めることが期待できる。 

 

【基本方針】 

大型車通行禁止・大型車両の規制 

⇒本地区は、車が遠慮する地域であるが、同時に商業の中心となるゾーンでもあり、物流のための自動車

交通の流動はできるだけ妨げないみちづくりを目指す。「くらしのみちゾーン」内は現況においても大

型車通行禁止となっているが、「くらしとともに歩むみち」「楽しみながら練り歩くみち」に分類され

る路線についてはミニバスの導入、運送用車両の小型化等を検討する。なお、コミュニティ道路として

整備する市道上組町湊線についても同様とする。 

対象路線：「くらしとともに歩むみち」「楽しみながら練り歩くみち」 市道上組町湊線 

 

 

【整備イメージ】 
 
 

 
 

（2） 交通規制の検討 

本地域はくらしのみちゾーン

であり、歩行者優先の道である

ことを周知する。 

ゾーンの周知を行い、運転者に注意を促す。 

速度規制、進入車両規制の導入のイメージ

太線で示した路線において 
流入車両の小型化を検討する 
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③ 道路用途の規制について 
【内容・効果】 

車両の通行を禁止し、歩行者や自転車の安全と円滑を図る。歩行者･自転車の専用にする方法（終日規

制）と、歩行者の通行量が多い時間帯に規制する方法（時間帯規制）がある。 

効果としては、車両の進入が禁止されるため、交通事故や路上の違法駐車問題が解決し、歩行者空間が

拡大することから、地区内の安全性が確保される。 

 

【基本方針】 

時間帯による車両規制 

⇒本地区は、住宅、商業地であり、乗用車や業務車両が進入する地域である。通学路においては、決ま

った時間帯で歩行者交通量が多い路線があるが、それ以外の時間帯においては、それほど歩行者交通

量は多くない。よって、速度規制や走行速度を抑止するハード整備を行うとともに、時間帯による車

両規制を検討する。その際、歩道が設置されていない小中学校の通学路は、スクールゾーンに指定し、

7：30～8：30 の車両通行禁止を表示する。 

対象路線：「くらしとともに歩むみち」 

【整備イメージ】 

 

 
 

 
 
 
 
 

④ 路上駐車の規制について 
【内容・効果】 

路上駐車の適正化を図ることにより、飛び出し事故を防止し、消防車や救急車等の緊急車両の走行や、

消火･救急活動の阻害を解消する。 
 

【基本方針】 

時間帯による駐停車の禁止 

⇒本地区は、地区内及び周辺に平面・立体駐車場が整備されており、八戸市庁の公共駐車場も利用できる。

しかし、路上駐車調査をみると、商いゾーンを中心とする業務用車両の駐車や、買い物客による一時的

な駐車がみられる。また、夜間は迷宮ゾーンを中心にタクシー、代行運転業用車両の常駐的な停車又は

低速度走行がみられ、夜間は一車線をふさぐような現状となっている。よって、全面的に駐車禁止区間

に指定するとともに、「商いゾーン」又は「迷宮ゾーン」については、駐停車の状況を考慮した上で必

要な路線の沿道に駐車スペースや荷捌きスペースの設置を検討する。 

対象路線：市道上組町湊線、県道妙売市線 

【整備イメージ】 

 
 
 

時間帯による全面車両

通行禁止を表示する。 

全路線について時間帯に

よる駐車禁止・若しくは停

車禁止を検討する 

公共施設が多いため、時間帯に

よる車両通行規制は行わない 

居住者が多いため、時間帯によ

る車両通行規制は行わない 
周囲に学校があり、学生が多く通行するため、

時間帯による車両通行禁止を検討する 

必要のある箇所には路上に停車帯や

駐車帯を設け、指定区間以外の駐停

車を禁止する 
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⑤ 走行方向の規制について 
【内容・効果】 

幅員の狭い道路で通行方向を限定することによって、ゆとりを生み出し歩行スペースを確保することが

可能となる。狭さくやシケイン等の物理的デバイスを組み合わせることによって効果が高まり交通事故も

軽減される。一方、八戸市中心街地区では既に大半の路線が一方通行化されており、逆走や迷走など危険

な場合もあるため、ここで再検討する。 

 

【基本方針】 
一方通行及び対面通行の見直し 
⇒裏通りについて、歩道を拡幅する必要があり、コミュニティ道路として整備するため、通過交通を表通

りに転換して、裏通りを 1 車線化して、よりゆとりある歩行空間を創出できないか検討する。現状およ

び広域的な自動車交通の流れを考慮し、2 パターンを比較検討する。基本的に東西軸及び南北軸で必要

となる車線数を確保し、計画交通量を許容できる車線数、走行方向として検討する。 

 
パターン 1：表通りに公共交通レーン設置 パターン 2：表通りを対面交通化 

  

【長所】 
・公共交通利用者の利便性が向上し、来る人にや

さしいみちづくりが可能になる。 

・一般車両はバスを追い越す必要がないため、接

触事故等の危険性が減る。 

・走行方向が現況と同じなので混乱が少ない。 

【長所】 
・裏通りの自動車交通量を減少することができる

ため、一車線化が可能になり、歩道を拡幅する

ことができる。 

【短所】 
・裏通りの自動車交通量は変わらないため、車線

数の変更が困難であり、歩道の拡幅につながら

ない。 

【短所】 
・現況と走行方向が異なるため自動車交通に混乱

が生じ、逆走の発生や事故の発生など安全性の

低下が懸念される。 
 

【結論】 
裏通りの交通量を減少するという視点ではパターン 2 が優れているが、走行方向の変更による交通

の混乱及び交通流の停滞等を考慮すると、パターン 1 の表通りに公共交通レーン設置が好ましいと考

えられる。 
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① 安全に歩けるみちづくり 
【内容・効果】 

道路空間の段差を解消することで、子供や高齢者、車椅子利用者等の通行に支障ないスムーズなみちづ

くりを目指す。また、冬季間のスムーズな除雪を行うため、平坦な歩道となるように配慮するとともに、

路上施設や植栽、電柱等の占有物の位置についても配慮する。なお、歩道に車止め（ボラード）を設置す

る場合は、イベント時、冬季等に撤去可能なものを検討する。 

 

【基本方針】 

平坦性の確保  ～歩道の構造について～ 

⇒歩行者が通行する場所では、勾配や段差を小さくし、連続的に平坦性が確保されるようにする。歩道の

形態については下図のような形式がある。八戸市においては冬季の路面の凍結を考慮して、基本的に幹

線道路以外の歩車分離型の路線はセミフラット形式とする。 

マウントアップ形式 セミフラット形式 フラット形式 歩道の形式 

 

 

 

歩道・車道の

分離 

明確 

（高低差 20～25ｃｍ程度） 

マウントアップ形式に比べ

てやや不明確 
（高低差 5ｃｍ程度） 

縁石が切り下げられた場合

不明確 

車両の逸脱

防止 

一定の速度において逸脱を

防止 

マウントアップ形式に比べ

て劣るものの、一定の速度

において逸脱を防止 

縁石が切り下げられた場合

に本機能を発揮できない場

合がある 

雨水の適切

な排水 

車道側へ向けて勾配を設け

ることにより車道の排水施

設へ雨水を誘導することが

可能 

歩車道境界の縁石部分に雨

水が溜まる場合がある 

歩車道境界の縁石部分に雨

水が溜まる場合がある 

対象路線：「楽しみながら練り歩くみち」「商いを支える賑わいのみち」「くらしとともに歩むみち」 

 

路面の排水性や歩きやすさの確保 

⇒歩道面は平坦性、滑りにくさ、水はけの良さ等に配慮した構造とする。また、横断歩道においては、路

面凍結時に滑りやすさを考慮し、滑りにくい路面とする。 

対象路線：全路線 

② 自動車が遠慮するみちづくり 
【目的】 

シケインとは、車両の通行部分をジグザグにしたり蛇行させることで、車両速度を低減させる構造であ

る。 

速度抑制、交通量抑制だけでなく、駐停車スペースとの組み合わせによる路上駐車の適正化、緑化スペ

ース確保による景観の改善、歩行者横断スペース確保による歩行環境の改善が期待できる。駐停車スペー

スは、ゾーン内への荷捌き車両の駐停車を考慮して、路上に確保するスペースである。駐車禁止規制と組

み合わせることで、ゾーン内の駐停車の適正化を図ることが期待できる。また、駐停車スペースとシケイ

ンを組み合わせることで車両速度の低減を図ることが期待できる。 

 

【基本方針】 

自動車速度抑制デバイスの導入 

⇒多くの人が集まる路線については、コミュニティ道路として整備する。車道部の動線は、歩道部の幅員

が確保されておりセットバック等がなされている場合又は大型車両が通行する路線は直線とする。その

他の路線は基本的にクランクもしくはスラローム型とする。クランクおよびスラロームの停車スペース

は昼間は荷捌き車両、夜は営業用車両（タクシー、代行運転業者）の駐停車場として利活用することを

検討する。 

⇒現況の幅員から線形の工夫による速度抑制が困難である路線については現状維持とする。 
対象路線：市道鷹匠小路線、県道妙売市線、市道岩泉町線 

 
【整備イメージ】 
 

（3） 道路整備メニューの検討 

自動車動線をスラロ

ーム型に誘導する 

シケイン等の自動車速度の

減速デバイスを検討する 

＜全路線を対象とした整備＞ 
・セミフラット形式の歩道を導入する 
・排水性で滑りづらい舗装を導入する 
・自動車速度を抑制する 

コミュニティ道路としてスラロ

ーム型の道路を整備済みである 
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③ 安全な交差点の設置 
【目的】 

交差点において事故が発生していることから、交差点の存在の明示により、運転者に注意を促し、交差

点や交差点付近での速度の抑制や交通事故防止を促す。 

また、地区に通過交通が進入している場合は、ゾーンの出入り口を際立たせて、通過交通の削減に努め

る。さらに冬季の安全性に配慮するため、滑りにくい素材とする。 

 

【基本方針】 

交差点の明示や交差点部での物理的デバイスの設置 

⇒交差点では、舗装材で色を変え、交差点の存在を明示する。交差点部をハンプにすることも考えられる

が、騒音･振動の発生や積雪時には危険であることも考えられることから、基本的にはカラー舗装により交

差点を明示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象路線：全路線 

 

交差点での歩行者横断の短縮化 

⇒交差点部において、歩道スペースを広げることで、イメージ的な狭さくとして横断部を短縮する。また、

交差点部においては、安全のためボラードを設置するが、イベント等に配慮し可動式のものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩道の幅を広くし、横断部分をできるだけ短くして安全性を高めている。 

対象路線：全路線 

 

交差点での歩行者横断時間の延長 

⇒歩行者信号の青時間を延長することにより、歩行者がゆとりをもって横断できる交差点の整備を検討する。

また、無理な横断を防ぐことによって横断歩道以外の横断、赤信号時の横断を抑制し、事故防止につなげ

る。 

 

【整備イメージ】 

 

 

細街路でのカラー舗装。交差点部には、幅

員が狭くみえるよう工夫されている。 

イメージハンプと狭さくの舗装。 

 

･･･歩行者横断の時間を確保し、カラー舗装とする交差点 

･･･カラー舗装とする交差点 
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① 歩いて楽しいみちづくり 
【内容・効果】 

ウィンドウショッピングなど買い物目的以外で商店街を回遊するといった、住民や来訪者にとって魅力

的な散歩行動を支援するため、休憩施設の配置の検討や景観の形成、沿道との一体的な整備を行うことで、

歩いて楽しく人通りの絶えないみちづくりを目指す。 

 

【基本方針】 

オープンスペースの確保 

⇒自動車への依存や高齢者の増加が見込まれるにあたり、連続的な歩行距離が減少するものと考えられ、ま

た、買い物を荷物を持ち歩くことで更に歩行距離が減少することが予想される。一休みできる休憩施設や

仲間同士、家族の憩いの場としてオープンスペースの配置を検討する。 

 

景観の形成 

⇒良好な雰囲気や景観の形成のため、沿道住民や商店主の協力による沿道建物の雰囲気づくりが必要となる。

沿道店舗の歴史を感じさせる建物様式への建替えや改装、道路側壁面色の統一、店舗サインのデザインを

統一するなど、沿道地権者の協定などによる雰囲気作りを行う。 

 

小路の活用 

⇒路線と路線を裏から結ぶ小路や横町は、歩くだけでわくわくと心が躍り、中心街の魅力の一つである。地

権者や店主との協働による出入り口の雰囲気作りや共通の目印となるものを設置するなど小路の魅力向

上に努める。 

対象路線：「商いを支える賑わいのみち」「楽しみながら練り歩くみち」 

 

【整備イメージ】 

 

② 天候に左右されないみちづくり 
【内容・効果】 

天候に左右されずに買い物ができるということは商店街の魅力の一つであり、冬季に路面が凍結する本

地区に関しては利用者の要望が非常に高い。アーケードの設置には大きく分けて二種類 

・エンクローズドモデル（道路上に全面的に覆いを設けるタイプ） 

・セミクローズドモデル（建物からせり出したアーケードを設ける形態、半覆式） 

が考えられるが、本地区の商店街は車線数が 2～3 の路線に面している為、後者の設置を検討する。 

 

【基本方針】 

セミクローズドアーケードの設置 

⇒セットバック実施路線におけるセットバックが途切れる部分に建物からせり出したアーケードの設置を推

進し、快適な歩行空間の創出を検討する。費用負担や維持管理等を含めて事業主との協議･調整が必要で

ある。 

対象路線：国道 340 号、市道上組町湊線 

 

セットバック壁面の調整 

⇒区画毎にセットバックがなされている部分を通り抜けできるかたちで整備し、天候に左右されない商店街

の形成を検討する。費用負担や維持管理等を含めて事業主との討議･調整が必要である。 

対象路線：「商いを支える賑わいのみち」「楽しみながら練り歩くみち」 

 

【整備イメージ】 

 

     

 

（4） 八戸らしいみちづくりの検討 

小路、横町 

オープンスペースの確保、良

好な景観の形成に努める 
建築協定に基づきセットバック

背面の調整を推進する 

 

 
セミクローズドアーケードのイ

メージ 

路線⑪、⑫に関してはセミ

クローズドアーケードの

導入を検討する 



第３章 総合交通マネージメントの基本方針 

 

 
- 16 -

③ 自動車で来ても便利なみちづくり 

【内容・効果】 

商店街利用客の利便性と安全性の向上や、交通の妨げとなる路上駐車の抑制のため、駐車施設の拡充を

図る。具体的には路外駐車場の整備、パーキングメーターの導入を検討し、長時間駐車が必要な買い物客、

短時間駐車が便利な買い物客等の利便性の向上を図る。 

 

【基本方針】 

駐車場の整備 

⇒既存の施設の使いやすさや利便性を向上させることとする。地区内に点在する平面・立体式駐車場は出入

り口の視界が悪く、出口付近での走行方向の規制状況がわかりづらい状況にあるため、出口付近の交通規

制状況を知らせる案内板や標識設置を検討する。 

対象路線：全路線および周辺区域 

 

【整備イメージ】 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

④ 安心して立ち寄れるみちづくり 
【内容・効果】 

公共交通（バス交通）及びタクシーによる交通の円滑化を検討する。バス路線については、バス停位置、

バスレーンの設置を検討する。また、タクシーについては、日中は飲食店の利便性の向上のため、夜間は

飲食、娯楽客の送迎を円滑にするため、タクシー業者と連携をとり、適正な配車を行う。交通の妨げとな

る客待ちタクシーの停車（超低速走行を含む）の抑制と、夜間の治安維持のバランスを考慮したタクシー

待機所、タクシー乗降帯の配置と整備を行うことで、商店街、飲食店街の活性化に貢献し、地区内交通の

妨げとならないタクシー交通の管理を実現する。 

 

【基本方針】 

バスレーンの設置 

⇒バスレーンの設置によるバス交通の円滑化を検討する。また、ゾーン内の自動車交通を整序化するため、

交通影響に配慮した設置を検討する。 

⇒スペースの有効活用のためバス走行時間以外のバスレーンの開放、業務荷下し用停車帯の開放などを検討

する。 

対象路線：国道 340 号 

 

タクシー待機スペースの確保 

⇒路線上での客待ちを抑制するため、地区内の既存の駐車場を待機所として指定する。無線を利用した配車

を前提として、地区外の営業拠点における待機を推進するなど、タクシー待機スペースを確保する。また、

バス走行時間以外のバスレーンや荷下ろしの時間帯以外の業務荷下し用停車帯をタクシー待機スペース

とするなど、道路空間の活用を検討する。 

対象路線：「商いを支える賑わいのみち」「楽しみながら練り歩くみち」 

【整備イメージ】 

 

駐車場の出口に走行方向

の案内板を設置 

駐車場への誘導や案内板の

設置を検討する 

バスレーンの設置、タクシー待

機スペースの確保を検討する 


