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小山市まちづくり総合交通戦略（案）に関するパブリックコメントの

実施結果について

上記（案）に関する意見を募集した結果、以下の貴重なご意見をいただきました。いた

だいたご意見とそれに対する市の考え方を項目別に取りまとめましたので、公表いたしま

す。なお、ご意見は事務局により要旨としてまとめましたことをご了承ください。

１．意見募集の概要

・募集期間    平成２７年８月３日（月）から平成２７年８月２８日（金）まで

・計画閲覧場所  都市計画課、各出張所、市のホームページ

２．意見提出者数及び意見数

・２名 １８件

３．ご意見要旨とそれに対する市の考え方

項目 ご意見要旨 市の考え方

交 通 の

現 状 と

課題

・小山市総合都市交通計画（平

成１６年策定）に定める「自動

車に依存しない快適な交通環

境」を目指した施策展開による

自動車交通量の減少実態につ

いて

〈2章 12頁〉

民間バス交通は、自家用車の普及に伴

い、利用者の減少により路線バスを撤退

するという状況になりましたが、施策と

してコミュニティバス運行事業を実施

し、現在は利用者数推移にあるように一

定の利用が確保されています。この施策

と自動車交通量の減少を端的に結び付け

ることはできませんが、バス利用の環境

を構築しなければ確実に自動車交通が増

えてしまうため、コミュニティバスの運

行は「自動車だけに依存しないまちづく

り」に寄与しているものと考えます。

・粟宮新都心構想によって予想

される、小山南通り（県道３３

号線の小山第一工業団地から

国道４号の区間）の混雑の対策

について

〈2章 24頁〉

粟宮新都心構想では、段階的な土地利

用誘導に合せた道路整備を計画していま

す。中長期的にはこれらの道路整備によ

りご指摘の区間を含め、地域全体の

道路交通環境が向上するものと考えてい

ます
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・市街地の内への通過交通の流

入について

〈2章 41頁〉

市街地の外周をはしる国道等幹線道路

の主な機能は、広域的な移動(通過交通)

を支えることであり、混雑箇所は市街地

の外には見られますが、内には見られま

せん。

・交通事故発生数の減少理由に

ついて

〈2章 43頁〉

本市は交通事故の減少に向けて、交通

安全施設の整備や、交通安全教室の開催

等によるマナーアップに取り組んでいま

す。また、高齢者の交通事故を抑止する

ために、高齢者対象の交通安全教室の充

実や高齢者運転免許自主返納支援事業を

実施しており、これらの取り組みが交通

事故発生数の減少に寄与しているものと

考えます。

・公共交通の利用促進のための

「相乗り」「カーシェアリング」

の推進検討について

〈2章 56頁〉

免許を保有できない世代や経済的な理

由から自動車を保有しない人等の移動性

を確保することから、公共交通の利用促

進は必要であると考えます。これは、自

動車の利用を減らすことだけを目的とし

ているものではありません。

ご指摘のとおり、相乗りやカーシェア

リングなどの交通需要マネジメントや移

動手段の多様化も重要な視点と考えま

す。

ま ち づ

く り の

現 状 と

課題

・中心市街地に非工業の事業所

を呼び込む努力について

〈2章 30頁〉

本市における工業団地は、企業の立地

条件の一つに高速輸送のためのアクセス

があることを考慮しなければならないこ

となどから、市街地縁辺部での土地利用

となるものです。

一方、駅が通勤・通学のための拠点で

ある以上、この周辺を居住区域あるいは

商業区域として土地利用することは当然

の理であります。このことから、本市で

は中心市街地にこれらの機能を誘導する

ための施策を展開しております。
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・太陽光発電に関する市の助成

制度の妥当性について

〈2章 33頁〉

社会全体の電力供給の安定性や CO2 削

減などの環境向上に寄与するものです。

・防犯対策について 「まちづくり総合交通戦略」では、小

山市のめざすまちづくりの実現において

主に交通施策でするべきことを位置づけ

ております。防犯に関しては、まちづく

りの上で重要な課題であり、第６次小山

市総合計画に定めて取り組んでおりま

す。

・市民の意見を取り入れたロブ

レビル再生の検討について

市議会議員、学識経験者、市民の代表

者等からなる「小山市ロブレビル活用検

討委員会」において検討を重ね、イズミ

ヤ小山店が閉店する前に、ロブレビルリ

ニューアル構想（再生プラン）を策定し

ました。今後も「小山市ロブレビル活用

検討委員会」における市民の皆様のご意

見を聴取しながら、ロブレの再生を目指

してまいります。

・駅周辺の歩いて楽しい街のテ

ーマについて

ご指摘の通り、どのような街にしたい

のかテーマを設定することは重要と考え

ます。

6 章に示した「街なか賑わい拠点（ま

ちの駅）」、「中心市街地 TMO 事業」などの

取り組みのなかで、テーマの検討や市民

への情報発信を行うことが想定されま

す。

・国際性を活かしたまちづくり 誰もが利用しやすい交通の実現に向

け、多言語対応などの取り組みが必要と

考えます。

また、市民による幅広い国際交流や多

文化共生の推進等を第６次総合計画に定

め、活気あふれる暮らしやすい小山市を

目指しています。

・小山市の特色を活かした訪ね

て楽しいまちづくりについて

ご意見のとおり、小山市にはパン屋や

ラーメン屋が多く点在しています。これ

らの原料は小麦粉であり、小山の名産で

もあります。栃木県南地域のうどん・そ
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ば・ラーメン・焼きそば・パスタなど「麺」

を扱った商品を紹介した情報誌が発行さ

れており、麺ファンの皆様にご愛用され

ているようです。

今後、小麦の PRと含めてパン屋・ラー

メン屋マップの作成については、関係団

体と協議してまいりたいと考えておりま

す。

目 指 す

都 市 構

造

公共交通沿線の誘導方策につ

いて

〈3章 2頁〉

今後の急速な人口減少による市街地の

低密度化により、これまで一定の人口密

度によって成り立っていた各種生活サー

ビスの提供が困難になり、また社会資本

の老朽化も進み、限られた財源のなかで、

その対応が求められています。そのため

には、都市全体の構造を見直し、コンパ

クトなまちづくりと公共交通のネットワ

ークを形成することが重要となります。

そこで、具体的には医療・福祉・商業

施設等の都市機能を、小山駅を中心とし

た拠点や旧市街地を中心とした生活拠点

に集積して生活サービスが効率よく提供

されるようにし、その周辺や公共交通沿

線に居住を誘導し居住者がこれらのサー

ビスを利用できるようにし、拠点へのア

クセス及び拠点間のアクセスを確保する

ことにより、「多極ネットワーク型コンパ

クトシティ」の実現を図ることが必要で

す。

コンパクトな都市構造におい

て行政サービスを維持するた

めの計画について

〈3章 2頁〉

上記の考え方である改正都市再生特別

措置法に基づく立地適正化計画の策定を

他市の状況を踏まえて検討してまいりま

す。

交 通 戦

略
・交通ネットワークの充実によ

るストロー現象の発生につい

て

ご指摘のように、高速交通体系の充実

によるストロー現象に留意することは重

要と考えます。このため、交通ネットワ
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〈4章 2頁〉

ークの充実だけでなく、拠点地区の都市

機能の充実や各拠点が担う都市機能の適

正な分担などと一体で検討いたします。

・間々田（乙女・暁・平和・東

間々田・美しが丘等）から、新

市民病院予定地への容易なア

クセスについて

〈4章 10頁〉

間々田から新市民病院予定地へのアク

セスは、（主）明野・間々田線から市道３

０号線（ひととのやカントリー倶楽部東

側道路）を通るルートの整備を進めてい

ます。また、平和から粟宮の区間におい

て（都）小山野木線の整備を推進してお

ります。

高岳引

込線を

活用し

た新交

通シス

テムの

導入検

討

・地形に留意した高岳引込線沿

線の土地利用の検討について

〈4章 7，8頁、5章〉

ご指摘の地域要因・沿線状況などを踏

まえて、新交通システムの有効活用につ

いて検討してまいります。

・新交通システムの利用者確保

について

新交通システムを導入した場合に、そ

の継続のために必要な利用者の確保につ

いては、沿線のまちづくりと一体で検

討・計画する必要があり、現在のバスネ

ットワークとの関係も含めて検討してま

いります。

・既存の鉄道施設を旅客化に利

用することについて

既存の鉄道施設をそのまま旅客化に利

用できるかどうかの技術的検討は必要で

あると考えております。

・犬塚の湿地帯を水生植物園と

し、観光列車としての活用をス

タートすることについて

観光列車や水生植物園などのご提案に

ついては、検討する際に参考とさせてい

ただきます。

・LRT の予算見積もりについて 「まちづくり総合交通戦略」は、高岳

引込線を活用した新交通システムを検討

することについて位置づけたものです。

導入費用等については、今後の検討によ

り明らかにし、その検討過程について公

表していくことを前提としております。



6

・現富士通北側から東京鋼鐵、

県営犬塚住宅に至る道路を県

道３３号線と国道４号線に接

続し、結城街道のバイパス機能

とする提案について

県道３３号線までの延伸については、

都市計画決定しているため、沿線地区の

地区交通計画の検討案の一つとして参考

とさせていただきます。


