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１．はじめに

長野県須坂市では、第五次須坂市総
合計画において、「一人ひとりが輝き、
磨かれた『ほんもの』の魅力あふれる
まち 須坂」の実現を目指し、安心安全、
元気、交流の３つを基本理念にまちづ
くりを進めている。
少子高齢化に対応した施策として交

通安全対策を推進しており、こどもや
高齢者が安全に安心して外出できる道
路交通環境の整備を積極的に行なって
おり、平成 27 年 12 月には市内におけ
る交通死亡事故ゼロ 500 日を達成して
いる。
平成 26 年９月に供用を開始した当

市の野辺町ラウンドアバウトは、通称
「Ａ交差点」と呼ばれた変則の５枝交
差点で、出会い頭の事故も多く、地元
からも長年にわたり改善の要望が上
がっていた交差点である。
当市では、都市計画道路八町線事業

の推進と併せてＡ交差点の整備を実施
していくこととなったが、この変則５
枝交差点の安全を確保した改良方法が
課題であった。
そこで近年国内でも注目されつつあ

る安全でエコなラウンドアバウトを検
討し、協議・調整を図りながら整備を
行った。
本稿では、事業を実施するに当た

り、市にとっても市民にとっても初の

試みとなったラウンドアバウトの適用
の経緯や成果と取り組みの一端と、今
後の展開について紹介したい。

２．野辺町ラウンドアバウトの
概要・背景・課題

（１）概要
須坂市の野辺町ラウンドアバウト

は、市郊外、臥竜公園の南約１kmの、
市街化調整区域に位置している。都市
計画道路が整備されると須坂長野東イ
ンターチェンジから臥竜公園への通行
経路となる交差点である。
ラウンドアバウト化以前の交差点

は、複雑な交差点形状による出会い頭
の事故が多発していた。南北方向は主
道路の市道常盤町下八町線であり、須
坂都市計画道路 3･5･6 号八町線として
整備を進めている。東西方向は従道路
の市道米持東中学校線と市道野辺町大
明神境線が取り付く変則の５枝交差点
であり、アルファベットの「Ａ」の字
のような形状をしていることから、地
元では「Ａ交差点」と呼ばれていた。
交差点の交通量は 12 時間で 5,000 台
弱、自転車や歩行者の利用は少ないが
通学路でもある。
交差点の変遷を見ると、大正元年に
は市道常盤町下八町線と野辺町大明神
境線との十字交差だったが、昭和６年
に西側から市道が接続し五差路とな
り、そのまま延伸されて東側へ向か
い、昭和 47 年には市道米持東中学校
線の形となる。その際、野辺町大明神
境線は閉鎖されたが、3つの交差点が
近接する状態となった。
その後、野辺町大明神境線が再度接
続され、「Ａ交差点」の形となったこと
が分かる。
（２）背景
複雑な交差点形状による出会い頭の
事故が多いことから、規制標識や路面
表示などにより安全対策を実施してき
たが、依然事故が多く地元からの改善
要望もあったため、その改良計画を模
索していた。また本市では、都市計画

●歩道がなく、歩行者は路肩を歩く状
況である。

３．ラウンドアバウト適用の経
緯と幾何構造

（１）十字交差点を検討
交差点を改良するにあたり、まずは
設計基準に基づき信号機設置が可能な
十字交差点を検討した。十字交差点に
する場合には、市道米持東中学校線と
市道野辺町大明神境線のどちらかの路
線の交差点への接続を取りやめる必要
があった。しかし、どちらの交通量も
ほぼ同数であり、また、これまでのＡ
交差点となる道路整備の経緯から、十
字交差点化は困難であった。あわせ
て、Ａ交差点への信号機設置は市内の
道路網において、交通量の面から優先
順位が低い状況であった。

道路の整備を検討していたが、Ａ交差
点の改良方針が決まらず、道路整備が
進まなかった。
都市計画道路の整備、交差点の安全
対策を行うとともに、地域の入口に相
応しい交差点への改良を検討してい
た。
（３）課題
改良前の交差点の課題は以下のとお
りである。
●三つの路線の交差点が近接して交わ
り、形状が煩雑で分かりにくい。
●従道路側からの進入の際の見通しが
悪く、出会い頭事故が多い。
●市道野辺大明神境線から市道米持東
中学校線東側への交通は、市道常盤
町下八町線交差部で一旦停止後、さ
らに市道米持東中学校線交差部で再
度一旦停止となる。
●市道常盤町下八町線を走行する車両
は交差点で減速することなく走行す
ることから、重大な事故に遭遇して
いる。
●それぞれの交差部分は直交しておら
ず、交差角がそれぞれ 45 度、60 度、
70 度程度となっている。
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“Ａ交差点”から
“野辺町ラウンドアバウト”へ
～長野県須坂市における
　ラウンドアバウト整備への取り組み～

大正元年測図 1/5万地形図「須坂」
1/2.5万相当に拡大

昭和６年修測 1/5万地形図「須坂」
1/2.5万相当に拡大

昭和27年応修 1/5万地形図「須坂」
1/2.5万相当に拡大

昭和47年測量 1/2.5万地形図「須坂」

平成13年修正 1/2.5万地形図「須坂」

野辺町ラウンドアバウトまでの変遷 ▶
大正元年では変形十字路だったが、昭和６年

には北西方向への道路が増えて変形５差路に
なっている。昭和47年には、南東方向へ道路が
延びて野辺町交差点・通称「Ａ交差点」が形作
られていることがわかる。

須坂市・野辺町ラウンドアバウト位置図

須坂市・野辺町交差点・通称「Ａ交差点」改良前

野辺町ラウンドアバウト（写真提供：長野県警察本部）

野辺町ラウンドアバウト
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（２）ラウンドアバウトの検討
そこで、多枝の処理が可能で安全性

が向上するラウンドアバウトに着目し
た。しかし、国内では実施例が少なく、
当市には技術的な知見もないことか
ら、ラウンドアバウトの先進事例を学
ぶため、視察により他市の状況を確認
した。
また、学識経験者にＡ交差点の現地

視察を行っていただくとともに交通量
調査を実施し、ラウンドアバウト化に
ついて適用可能であることを確認し
た。
12 時間交通量が 5,000 台弱、大型車

や自転車、歩行者が少なく、各路線の
交通量が似通っている等、適用条件も
満たしたことから導入を検討すること

となった。中心市街地や観光地である
臥竜公園への通過経路でもあり、その
入口としてのランドマーク的な交差点
となることも期待できると考えた。
Ａ交差点から野辺町ラウンドアバウ
ト供用に至るまでの経緯は下記のとお
りである。現地調査、測量設計、関係
機関との協議から用地取得完了まで、
およそ１年半、その後、工事に７か月
間を要し、道路交通法の改正の施行日
である平成 26 年 9 月 1 日に供用を開
始した。
（３）野辺町ラウンドアバウトの幾何

構造
野辺町ラウンドアバウトは、学識経
験者の指導を得て最適な幾何構造とな
るよう検討を行った。ラウンドアバウ
トの外径は 31m、路肩 0.5m、環道幅員
5.0m、エプロン幅員 2.5m、中央島
14.0m とした。歩道は「都市計画道路」
の歩道幅員と同様の 2.5mとした。
特徴としては、全方向に分離島を設
置して、逆走防止のために流入部分に
角度をつけた構造となっている。横断
歩道は、流出車両が 1台滞留しても環
道内の交通に影響がないよう、環道か
ら 3.0m の離隔を確保した位置に設置
した。
また、エプロン部を通過する車両を
減らすため、環道部とエプロン部に
2.0cm から 5.0cm のテーパをつけなが
ら、5.0㎝の段差を設けている。

４．安全対策

計画当時、須坂市、また、周辺地域
には円形交差点がなかったこともあ
り、地域から、「通行方法に不慣れな利
用者、特に高齢者が、逆走することが
ないか、安全に使うことができるの
か。」との不安の声があった。
不慣れな利用者が安心して通行でき
るように、安全対策については特に慎
重に対応し、学識経験者の技術支援を
受けながら関係機関との協議を重ね
た。
主な安全対策として、道交法改正に
伴い指定された「環状交差点」の標識
を設置した。
また、ロータリーありの警戒標識に
あわせて、「この先時計回り」の補助板
と小型のブリンカーライトを組み合わ
せたものを、流入部 30 ～ 50 ｍ手前に
設置した。事前の注意喚起として、「こ
の先ラウンドアバウトあり」の立て看
板を、100 ～ 200 ｍ交差点手前に設置

し、流入部には「ゆずれ」と環道優先
の法定外看板を設置した。
交差点部の照明については、周辺は
果樹園等の耕作地となっているため、
それに配慮し、地元や関係機関との調
整により、局部照明を１本とし光漏れ
を抑え耕作物への影響に配慮した。ま
た、夜間の中央島への追突防止と、環
道の進行方向を示す「ベクションライ
ト」を中央島に設置した。
歩行者の乱横断対策として、環道車
道部と歩道の間に、緑地帯を設置して
いる。

５．地元説明・広報

地域で初めてのラウンドアバウトの
導入となるため、地元への説明・協議・
調整を密に実施してきた。
ラウンドアバウトに対する正しい理
解を得るため、当初の住民説明会か
ら、学識経験者と動画を流して説明を
行った。ラウンドアバウトの概要やメ
リット、計画や事業工程、工事スケ

改良前　通称「Ａ交差点」

野辺町ラウンドアバウト、環道部とエプロン部

改良後　「野辺町ラウンドアバウト」

▲▼住民説明会の様子

野辺町ラウンドアバウト、断面図

Ａ交差点から野辺町ラウンドアバウト供用に至るまでの経緯

ジュール、通行ルールの説明・周知を
丁寧に行うことで、地域住民から事業
への同意を得た。また、供用開始前に
は、通行方法の説明会を、全市民を対
象として２回、地元を対象として２回
開催した。通行方法については、説明
会に加え、須坂市役所のホームページ
や広報誌、地元ケーブルテレビによる
広報と、通行方法をまとめたリーフ
レットを作成し、市内全戸への配布、
タクシー会社、バス会社、自動車学校、
小中学校などへ配布を行った。
この野辺町ラウンドアバウトが供用
開始から一年間が経過したことから、
平成 27 年 10 月にアンケート調査を実
施した。回答者の約８割が 60 歳以上
の高齢者であったが、約９割が「良く
なった」との回答であった。
意見の一部として、「注意をする方
向が明確で分かりやすい交差点であ
る」「以前は避けていたが今は運転が
しやすい交差点となった」「研究して
多く採用して欲しい」といった意見が
あった。
ラウンドアバウトは高齢者でも安心
して通行できる交差点であり、高齢者
が多い地域にとって、安全で快適なラ
ウンドアバウトは、地域の皆様に安心
感を与え、ゆとりのあるまちづくりに
寄与する施設になっていると考えてい
る。
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坂市としてラウンドアバ
ウトを活用した安全安心
のまちづくりを進めて行
きたい、との思いから、ラ
ウンドアバウトを地域へ
提案し理解を得た。
平成 28 年６月下旬供用
開始を目指し事業を進め
ている。
なお、須坂市のラウンド
アバウトに関する取り組

みについての紹介及び野辺町ラウンド
アバウトのライブ映像を須坂市オフィ
シャルWEBサイトにて紹介している
ので、ぜひご覧いただきたい。
【須坂市オフィシャルWEB サイト】
「ラウンドアバウトの整備について」
http://www.city.suzaka.nagano.jp/
seikatsu/koutsu/roundabout/

８．おわりに

これまで、本市におけるラウンドア
バウト整備への取り組みについて紹介
をしてきたが、野辺町ラウンドアバウ
ト、沼目町ラウンドアバウトの検討に
は地域住民の皆様の理解と、学識経験
者をはじめとする（公財）国際交通安
全学会のプロジェクトメンバー、ま
た、国土交通省、長野県、長野県警察
本部の皆様から多大な尽力をいただい
た。この場をお借りし感謝と御礼を申
し上げたい。
最後に、本稿をご覧の皆様の地域に
おいて、安全で安心な道路整備が進む
ことを期待している。

神林　久雄
須坂市役所まち
づくり推進部道
路河川課市道街
路係長。
1973 年生まれ。
須坂市出身。
2014 年に、交通事故が多発する
変則５枝の交差点をラウンドアバ
ウトに改良する事業を担当。現在、
２箇所目のラウンドアバウトを手
がけている。ラウンドアバウトの
様々な機能と明るく穏やかな空間
の普及を目指している。

６．野辺町ラウンドアバウトの
成果

改良後の交差点の成果は下記のとお
りである。
●事故の多発する危険な交差点を改良
し、都市計画道路の整備を進めるこ
とができた。
●地域の皆様にも大変に喜ばれた。
●ある程度の縦断勾配がある、多枝交
差点、変形交差点の改良手法に「ラ

ウンドアバウト」という選択肢が増
えた。
●住民に道路に対する注目と愛着が生
まれた。
●平成 27 年３月に発生した３時間以
上に及ぶ大規模な停電でも変わらず
機能した。
●ラウンドアバウトのメリットが多く
の方に認知された。

７．今後の展開　沼目町ラウン
ドアバウト

本市では現
在、２箇所目
のラウンドア
バウト整備に
取組んでい
る。幅員が同
程度の４枝直
角十字の無信
号交差点であ
るが度重なる
事故が発生し
ており、平成
24 年、25 年
に発生した６
件の交通事故
は全て出合い
頭によるもの
で あ る。ま
た、平 成 16
年には死亡事
故が発生し、
地域からも危
険な交差点と
の指摘を受け
ている。
このような
状況の中、須

野辺町ラウンドアバウトリーフレット

▲改良前　沼目町交差点
▼改良後　沼目町ラウンドアバウト完成予想図

須坂市は、長野県の北部、長野盆地（善光寺平）の東部に位置し、
千曲川をはさんで長野市と接しており、人口は約 51,000 人で、面積は
149.67km2です。
上信火山帯の根子岳（2,207m）、浦倉山（2,091m）などの険しい山岳
地帯に源を発する鮎川、百々川、八木沢川、松川が押し出した大きな扇状地
上に市街地が形成されています。気候は、典型的な内陸性気候で、年平均
気温は10.8℃、年降水量は878 ㎜と降雨や積雪が少ないのが特徴。
明治から昭和にかけて製糸の町として栄えたまちには、随所に歴史を偲ば
せる土蔵づくりの商家や民家が多く、「蔵の町並み」を形成しています。
須坂市の中心部には「さくら100選」の「臥竜公園」、「名松100選」の「須
坂市動物園」、東南部には上信越高原国立高原「峰の原高原」、「米子大瀑
布」、「五味池破風高原」など豊かな自然に恵まれています。全国有数のブド
ウ・リンゴの産地でもあります。皮ごと食べられる話題のブドウ、「ナガノパープ
ル」は須坂市生まれの品種。美味しいです！　　　　　　　　（神林　久雄）

いきいき須坂 ～歴史と自然の香る街～

蔵の町並み

臥竜公園の桜

五味池破風高原のレンゲツツジ

米子大瀑布

須坂市のブドウ


