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「第２期小山地区定住自立圏共生ビジョン(素案)」に対するパブリックコ

メントの実施結果について 
 

「第２期小山地区定住自立圏共生ビジョン(素案)」に対する圏域内（小山市・下野市・

野木町・結城市）でのパブリックコメントの結果、以下の貴重なご意見をいただきま

した。お寄せいただいたご意見要旨とそれに対する市の考え方を下記のとおり取りま

とめましたので、公表いたします。 

 

記 

 

１．意見募集の概要 

（１）閲覧方法 

１）小山市・下野市・野木町・結城市 各ホームページ 

２）文書閲覧 

・小山市 総合政策課、市内各出張所 

・下野市 総合政策課 

・野木町 政策課 

・結城市 企画政策課 

 

（２）意見提出期間 

・令和３年２月２日（火）から令和３年２月１５日（月）まで 

 

（３）意見提出方法 

・小山市総合政策課へ郵便、ファックス、電子メール、直接書面による提出 

 

２．意見募集の結果 

・意見提出数  １ 名  １２ 件 
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３．ご意見要旨とそれに対する市の考え方 

 項目 意見の内容 意見に対する考え方 

１ (16・58～59

ページ) 

[A]地域公共

交通 

〇バス路線の拡充 

拠点を駅だけに集中せずに、

ショッピングセンター、市役

所、中核病院間（26ページと

リンクしますが）を結ぶバス路

線を新設。 

例えば、ハーベストからイオ

ン小山店、小山駅から結城市城

西病院から四ツ京のヨークベ

ニマル、小山市役所新設された

際の小山駅からハーベストに

行くハーベスト線を市役所内

に引き込む、など 

 

〇鉄道の充実 

新幹線が止まるからと満足

せずに、他市との連携を深め、

更に停車本数を増やす政策を

期待。例えば、大宮グランドセ

ントラルステーション化構想

や那須塩原市にある新幹線車

両基地の拡大に乗じて、近郊型

新幹線を大宮駅と那須塩原駅

の間を走らせ、20～30分間隔

で小山駅に新幹線が停車する

ようにして首都圏へのアクセ

スを更に充実させ、移住につな

げる。 

圏域では、水戸線の小山駅と

下館駅の本数を増便して車に

頼らない移動を推進する。その

為には、結城駅、小田林駅、東

結城駅周辺の駐車場整備が必

要。 

首都圏通勤者に、勤務先で圏

域の良さをアピールする事を

条件に駅周辺の駐車場を優先、

優遇利用出来るようにする。 

小山市におけるバス路線網に

つきましては、平成17年までは、

市内全地域を循環する運行をし

ており、一部、今回ご提案のル

ートも通っておりましたが、利

用者のご意見などを踏まえて試

行錯誤を重ねた結果、平成22年

から、小山駅等を様々な交通手

段が接続する結節点として放射

状に運行し、結節点から目的地

の路線へ乗り継ぎをすること

で、多くの方を効率良く輸送で

きる路線網へ改善してまいりま

した。 

なお、市域を超える移動につ

きましては、利用者のニーズの

把握、関係市町との協議を経て

整備を進めてまいりたいと考え

ております。 

今後も第２期共生ビジョンに

基づき、現路線網を基本とした

運行本数の増加等により圏域に

おけるバス路線の連携強化を推

進してまいります。 

 鉄道の充実につきましては、

圏域を超えた枠組みにおいて、

地域振興や住民の利便性向上の

ため、東日本旅客鉄道株式会社

に対する要望活動を行っており

ます。これら要望活動は、本圏

域の経済発展・定住環境の整備

等に資するものでありますの

で、今後も活動を継続し、魅力

ある圏域づくりを目指してまい

ります。 

２ (16・60～61

ページ) 

[B] Ｉ C Ｔイ

ンフラ整備 

〇圏域の情報共有 

テレビ小山放送、栃木ケーブ

ルテレビの下野・壬生・上三

川・結城・筑西チャンネルでの

 小山市では、テレビ小山放送

と定期的に懇談会を開催してお

りますので、その中で、周辺テ

レビ事業者との情報共有に関し
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情報共有。相互乗り入れ番組の

制作。 

コミュニティFＭ（おーラ

ジ・ゆうがお）の情報共有、相

互乗り入れ番組の制作。結城市

のコミュニティFＭ開局。ラジ

オなら、作業をしながら情報を

受け取れる。 

て提案して参りたいと思いま

す。 

 ＩＣＴインフラ整備や課題に

関して、圏域市町で情報交換を

行い連携してまいるとともに、

ご意見を参考に、圏域における

ソフト面における効果的な情報

共有の在り方について検討して

まいります。 

３ (16・62～64

ページ) 

[C]道路等交

通インフラ

整備 

渋滞緩和には、道路整備も重

要だが、そもそも、車に頼らな

い街作りを期待。少子高齢化で

人口減少し、車の数も10年先に

はどうなっているか。免許返納

の高齢者が増えた時のために、

バス路線の拡充を検討して頂

きたい。 

第２期共生ビジョンに基づ

き、子育て世代や交通弱者、来

訪者がより移動しやすい環境の

実現、高齢者がいきいきと活動

するための外出環境の実現のた

めに具体的取組を推進し、住民

が住みたい・住み続けたいと思

える圏域づくりを目指してまい

ります。 

４ (17・68～69

ページ) 

[E]地域内外

住民との交

流・移住促進 

〇首都圏への圏域アピール 

・今ある施設利用 

ふるさと回帰支援センター

（東京有楽町）、東日本連携

センター（大宮駅東口）、栃

木県アンテナショップとち

まる（東京） 

・結城市移住相談窓口 

シェア型複合施設「ザ・シー」

（東京・神田）、街のシェア

スペース「BUKATSUDO」ブ

カツドウ（横浜市） 

・首都圏への通勤者に協力 

圏域で作成したリーフレッ

ト、圏域の新聞折り込みチラ

シなどを勤務先で配布して、

圏域のアピールをする。メリ

ットとして駅周辺の駐車場

を優先、優遇利用。 

 

今年度の予算は50万円だが、

経過、効果を見てR４年以降の

予算も決め、首都圏の人が求め

る、住みたい、住み続けたいと

思うニーズを把握して政策に

活かして頂きたい。 

 ご意見を参考に、首都圏の方

を中心に圏域の魅力をより効果

的にアピールする施策を検討

し、圏域の移住定住人口の増加

に努めてまいります。 

また、令和４年度の予算にお

いても、より効果的な施策に必

要な予算の確保に努めてまいり

ます。 
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５ (35ページ) 

[C]A 生 涯 学

習の推進 

地域だけでなく、年齢を超え

た交流も希望。 

若い人へ地域の良さを伝え

ることで、流出の抑制。現役を

引退したシニア層から経験談、

専門分野について後世に継承

するなど。 

 具体的な取組の内容は、各市

町において住民ニーズを踏まえ

た講座を実施し、多様な学習機

会を提供しております。 

 今後は各市町の情報を共有し

ながら、地域の特性を生かした

内容で世代間交流を意識した講

座や、知識・経験豊富なシニア

層の市民を講師とした講座の実

施に向けて検討をしてまいりま

す。 

６ (41～42ペー

ジ) 

[C]D 公 共 施

設の相互利

用 

[C]D 圏 域 内

公共スポー

ツ施設の相

互利用 

老朽化した小山市文化セン

ターの利用を、結城市のアクロ

ス、野木町のエニスホールへ振

り替えて、小山市文化センター

の閉鎖を検討し、小山市のイベ

ントを新しく建設した小山市

民体育館などを利用して、無駄

を省き、有効利用を進める。 

そのためには、結城駅南口か

らアクロス・結城市役所へのバ

ス路線、野木駅東口から野木町

役場を経由してイベント時だ

けエニスホールに行くバス路

線、イベント時だけ新小山市民

病院に行くバスを小山市民体

育館に行く路線として、移動に

車を使わなくても済むように

配慮する。 

 小山市立文化センターは、小

山市公共施設等マネジメント推

進計画に、耐震補強及びＰＦＩ

による建替えの両面から検討

し、規模の適正化や他施設との

複合化を図ることになっており

ます。 

 なお、小山市立体育館は、市

民の生涯スポーツと健康増進を

図ることを利用目的として整備

されておりますので、文化的な

イベントの開催につきまして

は、利用目的に沿ったスポーツ

に関連した講演会等は利用可能

とさせていただいております。 

７ (44～45ペー

ジ) 

[D]産業振興 

[D]A 企 業 誘

致・雇用の確

保 

移住・定住を進めるうえで

も、仕事は大切なファクターだ

と思う。幅広い業種の企業に働

きかけて雇用を創出し、移住を

考えている人に仕事の選択肢

を増やしていけたらと思う。 

その為の予算が年間24万９

千円でよいのか。詳細が知りた

い。 

 予算は、各市町協働で運営す

る小山地区雇用協会の負担金で

あり、会員からの会費収入と合

わせて、大卒等合同企業説明会

をはじめ、高校生就職面接会、

障害者就職面接会、県南地区雇

用管理セミナーや職場見学会及

びミニ面接会等を開催しており

ます。 

 一方、実際の企業誘致におい

ては、各市町にて、工業団地を

造成し、優遇制度を用意するこ

とで進めており、企業誘致後の

人材確保のところで協働して取

り組もうとするものです。 
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８ (70ページ) 

[E]A 婚 活 事

業の連携・推

進 

圏域に限らず、幅広く情報を

発信して支援を積極的に行っ

ていただきたい。又、結婚後の

ビジョンも示し、圏域内で新婚

生活を送るメリット、子育ての

し易さなどもサポートして頂

けると良いと思う。 

その為の予算が年間36万７

千円で妥当なのか。何に予算を

あてるのか。チラシ等の作成、

配布だけで良いのか。コロナ禍

で、若い人向けにオンラインイ

ベントなど出来ないか。AIによ

る相性診断を導入して、利用者

に負担を減らし、成約したら費

用をゼロにするなど積極的に

推進して頂きたい。 

 とちぎ結婚支援センターは県

内4か所（宇都宮・小山・那須塩

原・足利）にあり、小山センタ

ーの利用は圏域にお住まいの方

に限らず、広く市ホームページ

で周知しております。 

 小山センターでは、圏域内の

結婚支援や小山市の子育て支援

に関するチラシを設置し、会員

の皆様に見ていただけるように

しております。 

 また昨年度、県がシステム改

修を行い、ビッグデータ（会員

の利用履歴）を活用し、利用者

の好みに近いお相手をシステム

から提案するという機能が追加

されました。今年2月からは、コ

ロナ禍における新しい生活様式

に対応し、オンラインによる閲

覧やお引合せを開始し、センタ

ーの機能強化をしております。 

 周知内容や方法、利用者の費

用負担について、いただいた意

見を参考に情報発信をしていき

たいと思います。 

９ (72～73ペー

ジ) 

[F]A 渡 良 瀬

遊水地の保

全・利活用 

[F]A コ ウ ノ

トリ・トキの

野生復帰に

向けた取組 

小山市、野木町、結城市で概

要が組まれているが、渡良瀬遊

水地は圏域を超えて広がって

いるので、栃木市、古河市、板

倉町、加須市との連携も考慮さ

れてはと感じる。 

予算は89万円を有効に使用

し、観光資源としても、圏域以

外の方にアピールして行けた

らと思う。 

 渡良瀬遊水地の保全・利活用

については、渡良瀬遊水地関係

４市2町（小山市・栃木市・野木

町・茨城県古河市・群馬県板倉

町・埼玉県加須市）が参加する

「渡良瀬遊水地保全・利活用協

議会」において連携して取組ん

でおります。また、コウノトリ・

トキの野生復帰についても、渡

良瀬遊水地関係４市２町及び結

城市を含めた関東地方の２９自

治体が参加する「コウノトリ・

トキの舞う関東自治体フォーラ

ム」において連携して取組んで

おります。いただいたご意見の

とおり、今後とも、広域連携組

織を活用しながら、定住自立圏

及び各関係団体との連携の中

で、事業を推進してまいります。 
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10 (74～75ペー

ジ) 

[F]B市民活動

の交流促進 

[F]B定住自立

圏内の広報

誌の相互掲

載 

市民、町民の連携強化の為

に、圏域内の情報共有を進めて

理解を深めて行ければと思う。 

協議、検討を進め、予算も決定

して、実施して頂きたい。 

ご意見を踏まえて、関係市町

と協議を行い、当圏域における

団体間の情報交換など市民活動

の交流が図れるよう事業を推進

するとともに、定住自立圏内の

広報紙の相互掲載により、連携

強化・相互理解を図ってまいり

ます。 

11 (76～81ペー

ジ) 

[3]圏域マネ

ジメント能

力の強化 

この定住自立圏共生ビジョ

ンを推進する為には、それに携

わる職員のマネジメント能力

が重要。職員の研修、交流、外

部組織、民間企業の活用などで

ビジョンを絵に描いた餅にし

ないように、しっかり推進して

頂きたい。 

特に小山市と結城市の人事

交流に年間1200万円の予算が

組まれているのを見て、大いに

期待する。 

具体的取組の推進には、構成

市町の各事業担当課職員間の連

帯意識の醸成や相互理解が必要

であると考えております。圏域

が一体的に連携し誰もが住みた

い・住み続きたいと思える魅力

ある定住自立圏の形成を目指す

ため、人材育成や外部人材の活

用、人事交流により圏域マネジ

メント能力の強化を進めてまい

ります。 

12 (82ページ) 

[5]ビジョン

の展開と進

行管理 

ビジョンの策定で終わりで

なく、PDCAをしっかり行って、

途中経過なども示しつつ、令和

７（2025）年度終了時には、良

い結果が出ることを期待する。 

 第２期共生ビジョン策定後、

政策分野別具体的取組について

定期的に進捗状況の把握・評

価・検証を行うほか、有識者な

どで構成する小山地区定住自立

圏共生ビジョン懇談会等のご意

見を反映させ、必要に応じて見

直しを行い、住民が住みたい・

住み続けたいと思える魅力ある

定住自立圏の形成を目指してま

いります。 

 


