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様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名 面積 約432ha

交付期間 0.4

基幹事業 

提案事業 

基幹事業 

提案事業 

基幹事業 

提案事業 

当初 

変更 

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

あり

なし

あり

なし ○

あり

なし

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

人/年 9,900 H25 15,598

人/年 250,438 H21 291,180

人口減少に伴い約３％の減少を見込
んでいたが、土地区画整理事業の進
捗、そして市街地再開発事業による街
なか居住の進捗が図られたことから、
目標値より約2.2％の増加となった。

フォローアップ
予定時期

活動ｽﾍﾟｰｽの増大が図られた施設の
整備や、その立地利便性から、利用
者の増大につながっている。又、同ﾌﾛ
ｱｰに整備された子育て支援ｾﾝﾀｰの
併設も相乗効果となっていると推測す
る。

総合的な施策による魅力向上により、
観光及びビジネスによる宿泊者数が
増加している。

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援ｾﾝﾀｰ
利用者数

5,445

交付対象事業費 

まちの駅での買物客は、平成23年の
東日本大震災による開運館の倒壊に
よる影響や、周辺のｽｰﾊﾟｰのｵｰﾌﾟﾝに
伴い、約18％の減少となった。しかし
ながら、震災以降、開運館も再建され
ﾚﾝﾀｻｲｸﾙ利用者や開運館利用者も増
加傾向にあることから、本来の目標で
ある回遊性の向上につながってきつ
つある。

市街地再開発事業による街なか居住
の推進や、空き店舗対策としての商業
出店等促進事業等の効果により、通り
の通行量は約９％増加した。

フォローアップ
予定時期

×

○

１年以内の
達成見込み

数　値 効果発現要因
（総合所見）

目標
達成度※１

１年以内の
達成見込み

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響 

指標2の数値目標を、8,566人から6,616人に変更した。

なし。

削除/追加の理由 

事業内容を見直したことによる削除。

事業内容を見直したことによる追加。

３）その他の数値指標
  （当初設定した数値
   目標以外の指標）に
   よる効果発現状況

従前値 目標値

その他の
数値指標1

指 標

道路（区17-1、区14-2、区14-3、区11.5-5、区8.5-6、区6.0-24、区6.0-25、区
6.0-26、区6.0-27、区6.0-28、区6.0-30、区6.0-32、区6.0-33、区6.0-34）、下水
道（公共下水道事業（小山処理区））、地域生活基盤施設（小山御殿広場、小山
駅東口公共駐輪場、調整池）、高質空間形成施設（緑化施設等（モニュメント）、
歩行支援施設（トイレ））

数　値

小山駅周辺の宿泊者数
その他の
数値指標2

2,848H27人/日

8,369

効果発現要因
（総合所見）

目標
達成度

○

H21

8,186

6,616

2,7792,615

H21

H216,616

H27

H27

２）都市再生整備計画
    に記載した目標を
　　定量化する指標の
　　達成状況

小山駅西側居住人口 人

まちの駅来客者数 人/月

祇園城通り歩行者数指標3

指標2

指標1

目標値

8,444

事業名

高質空間形成施設（小山評定参加武将ブロンズ像ロード整備事業、高次都市
施設（（仮称）小山市歴史交流館）

指 標
従前値 

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響

 平成23年度～平成27年度 

 平成  年度～   年度 

市町村名

事後評価実施予定時期 平成29年度

道路（市道２２３１号線）、地域生活基盤施設（案内板（史跡等））、高質空間形成施設（小山評定参加武将ブロンズ像ロード整備事業、高次都市施設（子育て世代活動支援センター、（仮称）小山市歴史交流館）

地域創造支援事業（事業調査、ボランティア支援センター）、まちづくり活動推進事業（街なか情報発信事業、市民によるまちづくり活動事業、商業出店等促進事業補助金事業）

事業名

小山市 地区名 小山駅周辺地区（第二期）

１）事業の実施状況 

交付期間
の変更

1,263.0 百万円 国費率 

栃木県

平成23年度～27年度

当初計画に
位置づけ、

実施した事業

新たに
追加した

事業

当初計画
から削除
した事業



４）定性的な効果
　　発現状況

●

●

モニタリング

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

街なか情報発信事業
市民によるまちづくり活動事業

今後の対応方針等 実施内容 

・賑わいを創出するため、情報の更新やガイドマップの改定を引
続き行っていく。
・市民活動を支援し、地域の活性化につなげる。

・賑わいを創出するため、情報の更新やガイドマップの改定を引
続き行っていく。
・講座の開催やボランティア育成を継続して行っていく。

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 

都市再生整備計画に記載し、実施できた 

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

都市再生整備計画に記載し、実施できた 
街なか情報発信事業
市民によるまちづくり活動事業

実施状況 

都市再生整備計画に記載し、実施できた 

本事業の実施に伴い、中心市街地の再生が進むとともに、歴史・文化資源を活用した中心市街地の魅力向上が図られた。また、駅周辺の施設整備に伴い街の雰囲気が明るくなるとともに、中心市街地の利便性が向上し
た。

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

５）実施過程の評価 
住民参加プロセス 

持続的なまちづくり
体制の構築



様式2-2 地区の概要

小山駅西側居住人口 単位：人 8,444 H21 8,186 H27 8,369 H28

まちの駅来客者数 単位：人/月 6,616 H21 6,616 H27 5,445 H28

祇園城通り歩行者数 単位：人/日 2,615 H21 2,779 H27 2,848 H28

目標１：街なか居住の推進による中心市街地の再生
目標２：市街地内の歴史・文化資源の活用による中心市街地の魅力向上
目標３：中心市街地へのアクセス向上

小山駅周辺地区（第二期）地区（栃木県小山市）都市再生整備計画事業の成果概要

まちづくりの目標 目標を定量化する指標 従前値 目標値 評価値

提案事業 

・街なか情報発信事業 

・市民によるまちづくり活動事業 

・商業出店等促進事業補助金事業 

基幹事業 

 高次都市施設 

 子育て世代活動支援センター 

関連事業 

 市街地再開発事業 

基幹事業 

 道路事業  市道2231号線  

基幹事業 

 地域生活基盤施設 

 小山駅東口公共駐輪場 

基幹事業 

   地域生活基盤施設 案内板（史跡等） 

関連事業 

 交通連携推進事業 中央自由通路 

        基幹事業 

        提案事業 

        関連事業 

凡  例 

関連事業 

 思川西部土地区画整理事業 

関連事業 

 新交通システム導入検討事業 

提案事業 

 地域創造支援事業 

 事業調査 

提案事業 

 地域創造支援事業 

 ボランティア支援センター 

基幹事業 

 地域生活基盤施設 

 小山御殿広場（史跡） 基幹事業 

 高質空間形成施設 

 トイレ、モニュメント 

基幹事業 
 道路 
 区17-1,14-2,14-3,11.5-5, 
      8.5-6,6.0-24,6.0-25,6.0-26, 
      6.0-27,6.0-28,6.0-30,  
    6.0-32、6.0-33,6.0-34 
  

基幹事業 

 地域生活基盤施設 
 調整池 

基幹事業 

 下水道 

 公共下水道事業（小山処理区） 

  



まちの課題の変化

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）

・地区内には、他にも未整備の都市計画道路や生活道路（狭隘道路）があることから、計画的な整備が必要である。
・計画的な市街化の誘導と快適な居住環境の創出を図るとともに、良好な景観形成や街並みづくりを促進する必要がある。
・長期的な観点から公共施設の維持管理を図る。
・利便性の高い道路ネットワークの形成と快適な居住環境の創出に向けて、地元住民や関係権利者等との協議、交渉、地域住民への情報提供や周知の徹底により合意形成を図る。

・市街地再開発事業に合わせて、子育て世代活動支援センターやボランティア支援センターを整備することにより、街なか居住が促進された。
・思川西部土地区画整理事業地内の都市基盤整備により、多様化するニーズに対応した街なか居住環境が整備された。
・小山御殿広場及び中心市街地に点在する史跡等の案内板の整備により、回遊性が高まり、中心市街地の魅力度が向上した。
・市道2231号線の整備により、中心市街地へのアクセスが改善し、交通の利便性と安全性が向上した。
・中央自由通路の整備に合わせて、モニュメントを設置することにより、中心市街地の拠点となる駅前空間が創造された。
・小山駅東口に公共駐輪場やトイレが設置されたことにより、駅周辺の利便性が向上した。


