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１ これまでの検討の経緯と本日の検討内容について
２ 新広域道路交通ビジョン・計画について（千葉県・関東地整）

３ 千葉県北西地域における最近の交通状況について
４ 今後の進め方

第２回 千葉北西連絡道路検討会
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これまでの経緯と本日の検討内容について

2

 令和２年１０月２８日「千葉北西連絡道路検討会（第１回）」において、千葉県北西地域における交通状況
と課題、千葉県北西地域のポテンシャルと交通状況などを確認

常磐自動車道

■千葉県の道路ネットワーク

千葉県

北西地域※

※千葉県北西地域：
野田市、柏市、我孫子市、白井市、印西市

柏IC

出典：DRMデータより作成
（DRM３００３版）

■本日の検討内容について

令和2年10月 第1回 千葉北西連絡道路検討会
①検討会の設立について
②千葉県北西地域の交通状況と課題について
③千葉県北西地域のポテンシャルについて
④今後の進め方

令和3年8月 第2回 千葉北西連絡道路検討会（今回）
①新広域道路交通ビジョン・計画について
②千葉県北西地域における最近の交通状況について
③今後の進め方

令和3年6月 千葉県広域道路交通ビジョン・計画 策定

令和3年7月
関東ブロック新広域道路交通ビジョン・計画 策定



第２回 千葉北西連絡道路検討会

２．新広域道路交通ビジョン・計画について
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１ 千葉県広域道路交通ビジョン・千葉県広域道路交通計画について
２ 関東ブロック新広域道路交通ビジョン・関東ブロック新広域道路交通計画について



１ 千葉県広域道路交通ビジョン・千葉県広域道路交通計画について
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出典：千葉県広域道路交通ビジョン 千葉県広域道路交通計画 （2021年6月）

 平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保するため、平成30年3月の道路法改正により、「重要物流
道路制度」が創設されたことを契機に、千葉県において、千葉県の将来像を踏まえた広域的な道路交通の
今後の方向性を定める「広域道路交通ビジョン」及び今後の広域的な道路ネットワーク等を定める「広域道
路交通計画」を策定（2021年6月）

○ 千葉県広域道路交通ビジョン

本県の将来像を踏まえた広域的な道路交通の

今後の方向性を定めるもの

① 地域の現状と将来像

② 広域的な交通の課題と取組

③ 広域的な道路交通の基本方針

○ 千葉県広域道路交通計画

ビジョンや本県の広域的な幹線道路網のマスター

プランである「千葉県広域道路整備基本計画」を

踏まえながら、今後の広域的な道路ネットワーク

等を定めるもの

① 広域道路ネットワーク計画

② 交通・防災拠点計画

③ ＩＣＴ交通マネジメント計画

○ 計画の期間

今後20年から30年間



１ 千葉県広域道路交通ビジョン・千葉県広域道路交通計画について
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 『千葉県広域道路交通ビジョン 千葉県広域道路交通計画（2021年6月）』において、千葉県北西地域の交
通状況等について下記のとおり記載。
• 千葉県北西地域は、経済活動が活発な地域であり、千葉県北西地域を南北に連絡する唯一の幹線道

路である国道１６号沿線には大型物流施設の立地が相次ぎ、商業施設も多く立地
• 国道１６号では交通が集中し、慢性的な交通混雑が発生
• 広域的な幹線道路ネットワークの密度が、首都圏の他の地域と比べて低く、地域の魅力が十分に発揮

できていない状況

エリア 

外環～圏央道 

Y1-Y2 間 

放射路線間 

X1-X2 間 

①東名道～中央道 33km 19km 

②中央道～関越道 29km 17km 

③関越道～東北道 23km 20km 

④東北道～常磐道 27km 26km 

⑤常磐道～東関東道 42km 39km 

国道16号 柏トンネル付近の渋滞

出典：千葉県広域道路交通ビジョン 千葉県広域道路交通計画 （2021年6月）
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 広域道路ネットワーク計画とは、平常時・災害時及び物流・人流の視点を踏まえた具体の広域道路
ネットワーク計画であり、「高規格道路」及び「一般広域道路」により構成される。

出典：千葉県広域道路交通ビジョン 千葉県広域道路交通計画 （2021年6月）

人・モノの流れの円滑化や活性化によって、我が国の経済活動を
支えるとともに、激甚化、頻発化、広域化する災害からの迅速な
復旧・復興を図るため、主要な都市や重要な空港・港湾を連絡する
など、高速自動車国道を含め、これと一体となって機能する、
もしくはこれらを補完して機能する広域的な道路ネットワークを
構成する道路。また、地域の実情や将来像（概ね20～30年後）に
照らした事業の重要性・緊急性や、地域の活性化や大都市圏の機能
向上等の施策との関連性が高く、十分な効果が期待できる道路で、
求められるサービス速度が概ね60km/h以上の道路。全線にわたって、
交通量が多い主要道路との交差点の立体化や沿道の土地利用状況等を
踏まえた沿道アクセスコントロール等により、求められるサービス
速度の確保等を図ります。

広域道路のうち、高規格道路以外の道路で、求められるサービス
速度が概ね40km/h以上の道路。現道の特に課題の大きい区間におい
て、部分的に改良等を行い、求められるサービス速度の確保等を図
ります。

《広域道路ネットワーク計画における階層》

高規格
道路

⼀般広域道路

広域道路
（基幹道路）

高規格道路としての役割が期待されるものの、起終点が決まって
いない等の道路。

①高規格道路

②一般広域道路

③構想路線
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 『千葉県広域道路交通ビジョン 千葉県広域道路交通計画』において、 千葉北西連絡道路を核都市広域
幹線道路の機能を兼ね備えた「高規格道路」とし、早期具体化を図るとともに、千葉北西連絡道路延伸を
「構想路線」に位置づけている。

出典：千葉県広域道路交通ビジョン 千葉県広域道路交通計画 （2021年6月）
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２ 関東ブロック新広域道路交通ビジョン・新広域道路交通計画について
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２ 関東ブロック新広域道路交通ビジョン・新広域道路交通計画について

出典：関東ブロック新広域道路交通計画 （2021年7月）



３ 千葉県北西地域における最近の交通状況について
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第２回 千葉北西連絡道路検討会

１ 千葉県北西地域の交通状況について

２ 国道16号とその周辺道路の交通状況について
３ 千葉県北西地域における最近の交通状況について



 北西地域の高規格道路は常磐自動車道のみであり、常磐自動車道へのアクセス箇所は国道16号の柏ICのみ
 国道16号は、北西地域を縦断する唯一の幹線道路である

１ 千葉県北西地域の交通状況について［ネットワーク］
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常磐自動車道

（参考）首都圏の道路密度状況■千葉県の道路ネットワーク

千葉県

北西地域※

※千葉県北西地域：
野田市、柏市、我孫子市、白井市、印西市

柏IC

高速自動車国道

都市高速道路

一般国道

主要地方道

一般都道府県道

指定市の一般市道

凡例

出典：DRMデータより算出
（DRM３００３版）

※全道路：高速自動車道、都市高速道路、一般国道、
主要地方道、一般都道府県道、指定市の
一般市道（道路交通センサス対象路線の
み）以上を対象に整理

圏央道

アクアライン
湾岸線東名高速

中央道

関越道

東北道 常磐道

東関東道

①

②

③ ⑤

外環

X1

X2

Y1

Y1

X1

X1

X1

X1

X2X2

X2

X2

Y1

Y2

Y1

Y1

Y1

Y2

Y2

Y2

エリア
外環～圏央道

Y1-Y2 間

放射路線間

X1-X2 間

①東名道～中央道 33km 19km

②中央道～関越道 29km 17km

③関越道～東北道 23km 20km

④東北道～常磐道 27km 26km

⑤常磐道～東関東道 42km 39km

④

出典：DRMデータより作成
（DRM３００３版）



 北西地域の渋滞損失時間は、国道16号が他の路線と比べて大きい
 国道16号の野田市駅入口～柏IC付近間は約26万人・時間/km・年、柏IC～大島田間は約42万人・時間

/km・年とそれぞれ県平均の約5倍、約8倍

１ 千葉県北西地域の交通状況について［渋滞損失］
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■北西地域の渋滞損失時間

千葉県北西部は国道16号沿線からの交通と国道6号や
常磐道からの 交通も集中し、激しい渋滞・混雑が発生

凡例

～10 万人・時間/km・年

10～20 万人・時間/km・年

20～ 万人・時間/km・年

※1 ※2 ※3 
出典：H19 千葉国道事務所「千葉県北西部の地域の現状」

国道16号

野田市駅入口～柏IC付近間

約26 万人・時間/km・年

千葉県平均
約5 万人・時間/km・年

約5倍

国道16号 柏IC～大島田間 約42 万人・時間/km・年

約8倍
千葉県平均 約5 万人・時間/km・年

出典：ETC2.0プローブデータ （R1年11月） 昼間12時間
H27 道路交通センサス

※1 県道以上を対象に集計
※2 近隣の都県は集計対象外のため図中には非表示
※3 交通調査基本区間の上下方向の渋滞損失時間の合計を単位キロ当たりで算出

常磐道

茨城県

千葉県

埼玉県

東京都

柏IC



 地域外に拠点を持つ交通（外々交通、内外交通）は、全断面において概ね60%以上を占める
 外々交通は、全断面において10%以上を占める

２ 国道16号とその周辺道路の交通状況について［国道16号］
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■国道16号計測断面箇所

出典：ETC2.0プローブデータ （R1年11月 昼間12時間）

※（ ）はETC2.0プローブ情報 N＝取得トリップ数

26.9% 58.4% 14.7%

0% 50% 100%

40.4% 48.4% 11.1%

0% 50% 100%

33.8% 53.3% 12.9%

0% 50% 100%

356

地域内（千葉県北西地域※ ）

※野田市、柏市、我孫子市、白井市、印西市

内々交通 内外交通 外々交通

断面①

断面②

断面③

(8,514台) (18,519台) (4,565台)
N=31,689(全車)

(19,974台) (23,942台)
N=49,424(全車)

(14,573台) (22,991台)
N=43,104(全車)

73.1％

59.5％

(5,540台)

(5,508台)

（野田市船形地先）

（柏市大山台地先）

（柏市大島田地先）
66.2％



 県道7号は、拠点外の交通が約50%を占める
 田中調節池内の市道は、拠点外の交通が約80%を占め、外々交通の割合も約30%と他路線に比べて高い

２ 国道16号とその周辺道路の交通状況について［国道16号周辺道路：ОＤ］

■国道16号周辺道路の交通特性

国道356号

84.3% 14.5%1.2%

0% 50% 100%

77.2%
20.6%

2.2%

0% 50% 100%

(6,748台) (1,157台)

N=8,005

(3,303台) (881台)
N=4,280

15.7％

22.8％

断面①

断面②

県道７号

40.6% 40.0% 19.4%

0% 50% 100%

断面①

断面②

断面③

断面④

61.5% 34.0%
4.5%

0% 50% 100%

50.5% 41.1% 8.4%

0% 50% 100%

48.4% 38.4% 13.2%

0% 50% 100%

(2,446台) (2,413台) (1,167台)

N=6,026

(6,370台)
N=10,360

(5,630台)
N=11,142

(5,446台)

N=11,251

(1,471台)

(935台)

(1,480台)(4,325台)

59.4％

38.5％

49.5％

51.6％

(3,519台)

(4,577台)

20.1% 52.9% 27.0%

0% 50% 100%

19.7% 51.5% 28.8%

0% 50% 100%

田中調節池内の市道

20.4% 55.5% 24.1%

0% 50% 100%

断面①

断面②

断面③

80.3％

79.9％

79.6％

(1,541台) (4,021台) (2,250台)
N=7,812

(1,880台) (4,953台) (2,533台)
N=9,366

(1,638台) (4,459台) (1,939台)
N=8,036

内々交通 内外交通 外々交通

(100台)

(96台)

出典：ETC2.0プローブデータ（R1年11月 昼間12時間）

地域内（千葉県北西地域※）

※野田市、柏市、我孫子市、白井市、印西市

356

356断面① 断面②

断面①

断面②

断面③

断面①

断面②

断面③

断面④

田中調節池
内の市道

県道7号

国道356号
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（野田市船形地先）

（野田市三ツ堀地先）

（柏市布施地先）

（柏市根戸地先）

（柏市船戸地先）

（柏市大室地先）

（我孫子市弁天下地先）

（我孫子市寿地先）

（我孫子市中峠地先）

7

7



３ 千葉県北西地域における最近の交通状況について［交通量］

 国道１６号（柏）の交通量は、約42,000台～50,000台であり、依然として交通容量を超過している状況。

■国道16号（柏）の⽉別平均⽇交通量（全⽇）

交通量（台/日）

出典
交通量：直轄トラカンデータ

（観測地点：千葉県柏市十余二２７６（若柴））
交通容量：H27 道路交通センサス

356

千葉県北西地域※

※野田市、柏市、我孫子市、
白井市、印西市

観測地点
（柏市十余二）

■交通量観測地点

2019年度 全車

2020年度 全車

2019年度 大型車

2020年度 大型車

交通容量（4.2万台／日）
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３ 千葉県北西地域における最近の交通状況について［旅行速度］

 千葉北西地域における国道16号の昼間12時間平均旅行速度は、概ね30km/h前後で推移している。

出典：ETC2.0プローブデータ

■国道16号（千葉県北⻄地域）の昼間12時間平均旅⾏速度(全⽇)

平均旅行速度
（km/h）

356

千葉県北西地域※

※野田市、柏市、我孫子市、
白井市、印西市

■対象路線

対象路線
（国道16号）
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第２回 千葉北西連絡道路検討会

４ 今後の進め方（案）
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今後の進め方（案）

第１回 千葉北⻄連絡道路検討会
・検討会の設⽴について
・千葉県北⻄地域の現状と課題

概略ルート・構造の検討に着⼿

令和２年１０⽉２８⽇

18

千葉県広域道路交通ビジョン・千葉県広域道路交通ビジョン策定令和３年６⽉

令和３年７⽉ 関東ブロック新広域道路交通ビジョン・関東ブロック新広域交通計画策定
・千葉北⻄連絡道路を「高規格道路」に位置づけ

第２回 千葉北⻄連絡道路検討会
・新広域道路交通ビジョン・計画について
・千葉県北⻄地域における最近の交通状況について

令和３年８⽉３０⽇

千葉北⻄連絡道路検討会
・千葉北⻄連絡道路の計画の基本⽅針を策定

・
・
・

・
・
・


