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資料４  高尾山古墳保存と都市計画道路(沼津南一色線)整備の両立に関する協議会（第2回） 

考えられる整備案の総合的評価について 



1.整備案の抽出   
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■採用可能と思われる街路線形（資料３の再掲） 

◆西側に関する検討   

 ・Ｓ字４車線 

 ・Ｓ字２車線 

 ・Ｔ字４車線 

 ・Ｔ字２車線 

◆複断面（６案） 

  ・西側上り２車線と東側下り２車線を組合せて４車線とする案（西側３案×東側２案＝組み合わせ６案） 

  ＜西側＞            ＜東側＞ 

 ・Ｓ字２車線         ・２車線 

 ・Ｔ字２車線           ・トンネル２車線 

 ・トンネル２車線         

■４車線を確保するための整備案 

◆単一断面（３案） 

  ・西側Ｓ字４車線 

  ・西側Ｔ字４車線 

  ・トンネル４車線 

◆東側に関する検討   

 ・２車線 

  

◆高架に関する検討   

 ・設計不可 

◆トンネルに関する検討   

 ・４車線 

 ・西側２車線 

 ・東側２車線 

× 



2.整備案の評価   

■整備案について３つの要素から評価する。 

2 

 
 ・整備後の道路と古墳を史跡空間環境として評価・・・・「古墳区域を通る車道」 

     
 ・補償件数の評価（補償困難度）・・・・・・・・・・・「建物補償件数」 

                           「用地買収面積及び件数」 

 ・整備費用の評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・「整備費用」 

                            (＝用地補償費＋トンネル工事費＋トンネル以外の舗装工事費等) 

「交通機能」 

「史跡空間環境」 

「実現可能性」 



（４車線）  

3 （ ）は再補償及び再買収を示す 

整備案Ａ 西側Ｓ字４車線 整備案Ｂ 西側Ｔ字４車線 

評価項目 評   価 

交通機能 
【設計速度】 V=50km/h 
【交 差 点】 無 

史跡空間 
環境 

【車  道】 通らない 

実現 
可能性 

【建物補償】 2件（1件） 
【用地買収】 700㎡・10件 
      （700㎡・10件）  
【整備費用】 約53億円 
       うちトンネル48億円  

整備案Ｃ トンネル４車線 

評価項目 評   価 

交通機能 
【設計速度】 V=60km/h 
【交 差 点】 有  

史跡空間 
環境 

【車  道】 通らない 

実現 
可能性 

【建物補償】 3件（1件） 
【用地買収】 1,300㎡・11件 
      （1,100㎡・ 9件）  
【整備費用】 約5億円   
 

評価項目 評   価 

交通機能 
【設計速度】 V=50km/h 
【交 差 点】 無  

史跡空間 
環境 

【車  道】 通らない 

実現 
可能性 

【建物補償】 10件（5件） 
【用地買収】 2,600㎡・16件 
      （2,100㎡・13件）  
【整備費用】 約10億円 
   

国道１号 

東海道新幹線 

国道１号 

東海道新幹線 

国道１号 

東海道新幹線 



（２車線＋２車線）  

4 （ ）は再補償及び再買収を示す 

整備案Ｄ 西側Ｓ字２車線＋東側２車線 整備案Ｅ 西側Ｓ字２車線＋東側トンネル２車線 

評価項目 評   価 

交通機能 
【設計速度】 V=50km/h 
【交 差 点】 無  

史跡空間環境 【車  道】 2車線 

実現可能性 

【建物補償】 5件（2件）＋神社倉庫 
【用地買収】 2,100㎡・15件 
      （1,800㎡・12件）  
【整備費用】 約8億円 

国道１号 

東海道新幹線 

国道１号 

東海道新幹線 

評価項目 評   価 

交通機能 
【設計速度】 V=50km/h 
【交 差 点】 無  

史跡空間環境 【車  道】 通らない 

実現可能性 

【建物補償】 5件（2件） 
【用地買収】 1,800㎡・14件 
      （1,500㎡・11件）  
【整備費用】 約37億円・うちトンネル29億円 



（２車線＋２車線）  

5 （ ）は再補償及び再買収を示す 

整備案Ｆ 西側Ｔ字２車線＋東側２車線 整備案Ｇ 西側Ｔ字２車線＋東側トンネル２車線 

評価項目 評   価 

交通機能 
【設計速度】 西側：V=60km/h 
       東側：V=50km/h 
【交 差 点】 有 

史跡空間環境 【車  道】 2車線 

実現可能性 

【建物補償】 2件（0件）＋神社倉庫 
【用地買収】 1,200㎡・12件 
      （1,100㎡・10件）  
【整備費用】 約5億円 

国道１号 

東海道新幹線 

国道１号 

東海道新幹線 

評価項目 評   価 

交通機能 
【設計速度】 西側：V=60km/h 
       東側：V=50km/h 
【交 差 点】 有  

史跡空間環境 【車  道】 通らない 

実現可能性 

【建物補償】 2件（0件） 
【用地買収】 800㎡・11件 
      （700㎡・ 9件）  
【整備費用】 約35億円・うちトンネル29億円 



（２車線＋２車線）  

6 （ ）は再補償及び再買収を示す 

整備案Ｈ 西側トンネル２車線＋東側２車線 整備案Ⅰ 西側トンネル２車線＋東側トンネル２車線 

評価項目 評   価 

交通機能 
【設計速度】 V=50km/h 
【交 差 点】 無 

史跡空間環境 【車  道】 2車線 

実現可能性 

【建物補償】 神社倉庫 
【用地買収】 500㎡・1件 
      （500㎡・1件）  
【整備費用】 約26億円・うちトンネル22億円 
 

国道１号 

東海道新幹線 

国道１号 

東海道新幹線 

評価項目 評   価 

交通機能 
【設計速度】 V=50km/h 
【交 差 点】 無  

史跡空間環境 【車  道】 通らない 

実現可能性 

【建物補償】 0件（0件） 
【用地買収】 200㎡・3件 
      （200㎡・3件）  
【整備費用】 約56億円・うちトンネル52億円 
 



3.全体総括   
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整 備 案 
交通機能 

史跡空間 
環境 

実現可能性 

設計速度 交差点 車道 建物補償 用地買収 
整備費用 
（概算） 

４
車
線 

Ａ 西側Ｓ字４車線 50km/h 無 通らない 
10件 

（5件） 
2,600㎡ 16件 

(2,100㎡ 13件) 
約10億円 

Ｂ 西側Ｔ字４車線 60km/h 有 通らない 
3件 

（1件） 
1,300㎡ 11件 
(1,100㎡ 9件) 

約5億円 

Ｃ トンネル４車線 50km/h 無 通らない 
2件 

（1件） 
700㎡ 10件 

(700㎡ 10件) 
約53億円 

２
車
線
＋
２
車
線 

Ｄ 
西側Ｓ字２車線 
東側２車線 

50km/h 無 2車線 
5件 

（2件） 
＋神社倉庫 

2,100㎡ 15件 
(1,800㎡ 12件) 

約8億円 

Ｅ 
西側Ｓ字２車線 
東側トンネル２車線 

50km/h 無 通らない 
5件 

（2件） 
1,800㎡ 14件 

(1,500㎡ 11件) 
約37億円 

Ｆ 
西側Ｔ字２車線 
東側２車線 

西側：60km/h 
東側：50km/h 

有 2車線 
2件 

（0件） 
＋神社倉庫 

1,200㎡ 12件 
(1,100㎡ 10件) 

約5億円 

Ｇ 
西側Ｔ字２車線 
東側トンネル２車線 

西側：60km/h 
東側：50km/h 

有 通らない 
2件 

（0件） 
800㎡ 11件 
(700㎡ 9件) 

約35億円 

Ｈ 
西側トンネル２車線 
東側２車線 

50km/h 無 2車線 神社倉庫 
500㎡ 1件 
(500㎡ 1件) 

約26億円 

Ⅰ 
西側トンネル２車線 
東側トンネル２車線 

50km/h 無 通らない 
0件 

（0件） 
200㎡ 3件 
(200㎡ 3件) 

約56億円 

・（ ）は再補償及び再買収 

・建物、用地については今後詳細な検討が必要 


