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小山市総合都市交通計画

平成 16 年 3 月

小 山 市
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【公共交通網整備の基本方針】

市内のどこからでも、市民や来訪者が、快適に移動できる公共交通網を形成するため、

企業送迎バスなどの既存ストックも活用しつつ、利用者のニーズに対応した柔軟な公共交

通システムを構築する。

周辺市街地部

【地域の概況】

○JR宇都宮線と国道４号を軸に帯状の市街地を形成

○間々田駅周辺や小山駅～小金井駅間の扶桑団地で人口が集積

【公共交通の課題】

○扶桑団地方面は民間路線バスが減便して存続することとなった

が、今後の維持存続のため利用促進が必要

○間々田駅～小山駅～小金井駅の駅間が長く（どちらも７Km 以

上）、駅間地域から鉄道駅や小山市中心部への公共交通アクセス

確保が課題

○間々田駅から東側に路線バス（間々田駅～小山南高校～美しが

丘～五料／平日 14 本／土休日９本／150 円/小山中央観光）が

運行され、存続させていくために利用促進が必要

【基本方針】

○帯状の市街地から、小山市中心部や鉄道駅へのアクセスを確保

し、同時にイグレス方向にも対応した路線形態を基本とする。

○高齢者の移動に配慮して、医療施設や商業施設等への結節に留

意する。

図 3-2 周辺市街地部におけ

る公共交通網整備

の基本方針

郊外部

【地域の概況】

○郊外部は営農を中心とした田園地帯であり、集

落や主要施設、また歴史的資産等が広く分散・

点在

○市街地部と比べると高齢化率が顕著（概ね 20～
30％）

【公共交通の課題】

○郊外部は、駅周辺を除いてほとんど公共交通が

なく、高齢者を中心とした移動制約者の足の確

保のため、郊外部を広くカバーするような公共

交通整備が課題

【基本方針】

○田園集落や主要施設、史跡等と市街地間の移動

性を確保する周回ルートを基本に考える。地域

のニーズや需要量によっては、デマンド系バス

システムについても検討していく。

○高齢者の移動に配慮して、医療施設や商業施設、最寄り駅等への結節に留意する。

図 3-1 郊外部における公共交通網整備の

基本方針

７Km 以上

小山駅

間々田駅

帯

状

市

街

地

駅間地域の移動を補完して
アクセス及びイグレス両方
向を兼ねる路線の形成
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郊外部

郊外部

市街地部

周辺市街地部

周辺市街地部

市街地部

【地域の概況】

○小山駅を中心とする市街地部は郊外部と比較して高い人口集積

○小山駅周辺地区及び城南地区の２地区における商業業務集積

○小山駅東口における新たな拠点開発

○工業団地や大規模工場等の産業立地

○新幹線や在来線による広域交通拠点

【公共交通の課題】

○民間路線バスが減便や路線短縮をして存続す

ることとなったが、今後の維持存続のため利用

促進が必要

○様々な人の都市生活を支え、拠点都市の魅力を

高めるため、小山駅周辺地区や城南地区への公

共交通によるアクセス・回遊確保

○本格運行へ移行する駅東循環バスの利用促

進・経営健全化

【基本方針】

○小山駅を中心とする概ね１キロ圏は、徒歩や自

転車利用の促進を推進するエリアであるが、ノ

ーマライゼーションの観点からバスを短距離

でも気軽に利用できる環境整備を推進する。

○小山駅から概ね２キロ圏の地域に対しては、高齢者や買物などの私事移動に対する潜在ニー

ズが高い地域であることから、移動支援のための公共交通網として、徒歩でバス停にアクセ

スできるようなバス網を形成する。

○概ね２キロ圏外の市街地縁辺部や郊外部では、バス路線密度が薄くなるため、自転車でもバ

ス停にアクセスできるような乗り継ぎシステム（C&BR）を構築し、バス利用圏域の拡大を

推進する。

○これらバス網と鉄道網の結節機能を高める駅前広場施設の整備推進、及び鉄道サービス水準

の向上促進する。

○厳しい財政状況のなか、できるだけ経費抑制を図るため、企業・

学校送迎バスなど既存ストックの活用方策をあわせて検討する。

○市街地部のバス路線は、高齢者の移動に配慮して、医療施設や商業施設、文化教育施設等へ

の結節に留意する。

図 3-3 市街地部における公共交通網

整備の基本方針
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地区別の検

討方針
検討内容 今後の方向性

Ｃ地区

・駅東循環

バスの

利用促進

・現在の駅東循環バスの利用実態と利用者の

意見、及び利用していない沿線住民の改善

要望にもとづき、下記の改善案を提案す

る。

ルート変更：朝は国道 50 号まで小山東通り

を通過、その他３箇所のルート変更または

デマンド区間の設定

ダイヤ変更：新幹線接続・城南高校の利用か

らみた変更、終バス延長

その他：駐輪場設置、バス停間隔、情報提供

・平成 16 年 4 月 1 日より本格運行に移

行して、運行を継続する。

・左記の改善案について、逐次実施して

行く。

Ｄ地区

・既存バス

路線の

改善・有

効活用

・高岳引込

み線の

有効活用

・中間の経路は、城北地区を通った方が需要

を見込める（沿線人口が多い）。

・使用頻度が少ない高岳引込み線空間の有効

活用が課題で、沿線地域（中久喜、犬塚）

の認知度、軌道系運行に対する意向も高

い。ただし、アンケート調査を受けるまで

活用の考え方を「知らなかった」人は、「自

転車・歩行者の専用道路」を挙げる割合も

２割以上と高い。

・需要面で高岳引込み線は条件が不利である

（中間の小山駅から 1～2.5km 圏の沿線が

大工場と空地、かつヒヤリングによると大

工場の通勤需要は見込めない）。

・高岳引込み線の有効活用には、構造面や事

業面で難しい課題がある。

・路線バス運行を継続しながら、中間の

ルート変更等の改善施策を実施して

行く。

＊ルート変更では、既存路線バスルー

トの城東地区で、Ｅ地区の施策によ

ってはサービスが低下することに

注意する。

・高岳引込み線については、新しい軌道

系システムの開発状況（車両の開発

等）、貨物輸送の側での必要性の動向、

沿線地域の動向など中長期的な周辺

条件の変化に配慮しながら、沿線地域

の意向把握など、引き続き有効活用の

可能性に留意する。

Ｅ地区

・企業送迎

バスの

有効活用

・水戸線の

新駅構想

・昭和電工は送迎バス活用への協力意向があ

る。

・昭和電工の西側、北側の城東、犬塚地区は

小山駅から 1～3km 圏で人口集積もあるた

め、需要が見込める。

・以上より、送迎バスとしての利便性を維持

しつつ、周辺住民の混乗を進める。

・企業送迎バスへの周辺住民の混乗を実

現するため、企業（およびバス運行事

業者）との協議、ならびに地元住民へ

の働きかけについて、具体化して行

く。

・水戸線の新駅構想については、鉄道南

側の区画整理地区（平成 18 年度完了

予定）における入居の進捗および入居

者の交通状況に配慮しながら、引き続

き中長期的な課題として留意する。

Ｆ地区

・駅東循環

バスを活

用したＣ

＆ＢＲの

利用促進

・既存バス

路線の改

善・有効

活用

・Ｃ＆ＢＲによる駅東循環バスの利用意向が

高い。

・既存バス路線の有効活用のため、終点付近

（横倉地区）におけるサービス改善が考え

られる。

・駅東循環バスのバス停における駐輪場

の設置に合わせ、駐輪場利用（Ｃ＆Ｂ

Ｒ）のＰＲを実施し、利用促進を図る。

・路線バス運行を継続しながら、終点付

近（横倉地区）でのルート変更等の改

善施策を実施して行く。

・工業団地に対して、共同送迎バス運行

を持ちかける交通事業者の動きもあ

り、このような変化の動きに合わせ住

民の利用可能性が今後の課題となる。

地区別（市街地部）公共交通の検討のまとめ
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公共交通利用促進方策のまとめ

小山市全体の公共交通利用促進方策のまとめを以下に示す。

市街地部公共交通検討のまとめ

市街地Ｃ地区

「駅東循環バス」

実験運行→本格運行

市街地Ｄ地区

市街地Ｅ地区

市街地Ｆ地区

◆郊外部・周辺市街地部

地域のニーズ・需要量に応じて、

バスタイプに限らず、乗合タクシ

ータイプやデマンドタイプなどの

公共交通によりミニマムモビリテ

ィを確保していく。

郊外南西部地域

実験運行【予定】

「駅西循環バス」

実験運行

公共交通利用促進方策のまとめ
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【歩行者・自転車交通網整備の基本方針】

○最も基本的な移動手段である歩行者交通網は、歩行者の周遊性に配慮しつつ、歩いて憩え、

地域の活性化に繋がる歩行空間づくりを推進する。

○自転車交通網は、小山市の平坦な地形的特性や概ね半径 3km の市街地の広がりを活かし、

「健康都市 小山市」の観点から自転車利用の促進を図る。このため、自転車利用者の安全・

快適性を向上するための自転車走行空間の整備を推進する。

【エリア別の展開方針】

○小山駅、城南地区への自動車の集中を軽減するため、自転車利用転換の潜在需要が相対的に

大きい概ね１キロ圏内について、自転車走行空間整備を重点的に推進。

○自転車走行空間は、道路の利用状況や沿道状況に応じて柔軟的な対策を検討し、歩行者、自

転車、自動車及び沿道居住者がなるべく共存できる仕組みを推進

○１～２キロ圏エリアについても、自転車利用を誘導するため、１キロ圏内の自転車走行空間

と連続的な整備を段階的に推進。

○歩行者ネットワークは、小山駅周辺の買物等の利用者利便性の向上、賑わい性の創出による

駅拠点性を向上させるねらいから、駅を中心とした東西方向での交通網整備を重点的に推

進。

○歩行者交通網の推進にあたっては、なるべくゆとりある歩道空間、ノーマライゼーションへ

の配慮からバリアフリー化された空間、都市における憩い区間を演出する緑地空間を積極的

に配置

○その他市街化区域や郊外部集落地域では、通学路や人通りの多い地域を中心に、歩行者の安

全性を確保するための歩道等の設置を推進

図 4-1 歩行者・自転車交通

計画の基本方針

歩行者・自転車交通計画の検討

歩行者・自転車交通計画の基本方針
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歩行者ネットワークの検討

（１）歩行者ネットワークの形成方針

歩行者ネットワークは、中心市街地の買物や観光等の来街者・居住者の回遊空間として

周遊性を高め、また小山駅周辺駐車場と駅の連絡路として、中心市街地の歩行空間の高

質化を図り、各施設間の連携を強化することで中心市街地の魅力を高めるため、東西地

域間の一体化に向けて、以下の点に留意して歩行者ネットワークの形成を図る。検討対

象エリアは、中心市街地活性化計画（平成 12年度）の中心市街地の区域設定と同様とす

る。

①小山市中心市街地の歩行空間の骨格形成

歩行者ネットワークは、中心市街地の歩行者の安全で快適な移動を確保し、買物・観光客の

回遊性を向上させ、活力のある中心商業地として今後の発展を支援するため、西口及び東口市

街地の一体化を図り、中心市街地全体の歩行空間の骨格を形成するとともに、小山駅、大規模

商業施設、商店街、観光資源、公共施設等の主要スポットを有機的に連絡するように配置する。

②小山駅周辺歩行者ネットワークの充実

多くの人が集散し小山市の「顔」となる小山駅西口・東口近辺には、両市街地間を連絡し一

体性を確保する東西連絡自由通路を配置するとともに、駅前広場・大規模商業施設・東口開発

地区の周りにはゆとりある歩行空間を配置し、都市景観にも配慮したシンボル空間となるよう

な歩行者ネットワークを形成する。また、歩行空間整備にあたっては、「小山市バリアフリー基

本構想（平成 16年度策定予定）」を踏まえ、公共空間のバリアフリー化を図る。

③駐車場・駐輪場との連携確保

小山駅周辺 500ｍ圏には駐車場（月極め、時間貸し、施設利用者用）・駐輪場が分布しており、

小 山 駅 周 辺

地区

城山公園

行政ゾーン

城東公園

既存商業施設

既存商業施設

東口駅前拠点開発

東西自由連絡網

歩行者周遊ネットワーク

図 4-2 歩行者ネットワーク

の形成
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歴史・文化的

資源や水辺空
旧日光街道沿いの古くから

の商店街の歩行空間を形成

小山市の玄関口となる西口

地区のシンボル軸を形成す

小山駅直近の大規模商店や

商店街の回遊性を確保する

とともに、駐車場と駅を連

小山駅の西口と東口を連絡

し、東西両市街地の一体性

を向上させる

小山駅東口の新たな拠点と

なる開発地区や駅前広場・

駐輪場・駐車場等との歩行

空間を確保する

小山駅と中央図書館・城東公園

等を連絡するとともに、東口商

業地区の回遊性と発展を支え

る歩行空間を形成する

東口商業地区の回遊性と発

展を支えるネットワークの

図 4-3 歩行者ネットワーク案
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参考：中心市街地活性化基本計画～平成 13 年３月 小山市

（１）中心市街地の区域設定

中心市街地活性化基本計画では、以下の視点に基づき、中心市街地の区域を設定している。

○小山駅周辺には、商店街・商店会が分布しており、小山市の中心商業地としての機能を

持つ。

○近年、中心市街地の売上の低下と共に、空き店舗、空き地、駐車場等の低・未利用地の

発生が見られる。

○商業施設に隣接し、公共公益施設の集積がある。

○町界、道路、河川、鉄道等により区域を設定する。

↓

■中心市街地の区域：面積約 166ha

○南側：宮本町３丁目及び駅東通り１丁目までの商業施設・店舗の連担性のある商店会エ

リアを基本とする。

○西側：思川左岸までの商業・公共公益施設集積地と親水地域を基本とする。

○北側：商業地域のエリア及び面的な広がりを考慮して、小山結城線までの地域を基本と

する。

○東側：近隣商業地域のエリア及び城東公園・図書館との連携を考慮し、城東１丁目まで

の地域を基本とする。

図 4-4 中心市街地の区域設定
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（２）歩行者回遊ネットワーク

中心市街地活性化基本計画では、以下のような歩行者回遊ネットワーク（快適な歩行者空

間の創出）を想定している。

○街なかに点在している歴史・文化的な資源や、消費者・来街者の訪れる各種施設を連携

させるとともに、街なかでの回遊性の創出を目指して、歩いて楽しく快適で安全な歩行

者空間の環境整備を図り、それらの連携によるネットワーク形成を図る。

○環境整備に当たっては、電線類の地中化、街路灯、ストリートファニチャ、植栽の設置、

歩行者空間の高質化等による空間演出を図り、緑豊かな歩行者優先型のコミュニティ道

路（歩車共存）としての整備を図る。

○また、幅員の狭い道路（路地空間）については、拠点的商業空間の整備と一体となった

環境演出により、個性ある商業空間の創出を図る。



32

図 4-6 住区・拠点地区の設定

①住区・拠点地区の設定

1）検討対象エリアは、概ね 3km圏に相当する中

環状の内側の市街地とする。

2）検討に当たり、中環状の内側市街地について、

幹線道路・鉄道・土地利用（市街化調整区域）

によって区分される住区を設定する。

3）また、小山駅周辺地区及び城南地区を拠点地

区として設定する。

4）この住区及び拠点地区を単位として、ネット

ワークのつながりを検討する。

②連絡方向

自転車ネットワークによる連絡

は、次の３方向を考える。

1）小山駅周辺地区～各住区の放

射方向⇒（２）

2）城南地区～周辺住区

⇒（３）

3）小山駅周辺地区～城南地区の

回遊方向⇒（３）

自転車ネットワークの検討

候補ルートの検討

地区設定と連絡方向
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（２）放射方向（小山駅周辺地区～各住区）の検討

①基本的にルートについては、利用者ニーズに合わせて、自転車利用者が多いルート（ア

ンケート調査より）を各住区に１ルート対応させることにより選定する。

②住区と小山駅周辺地区の位置関係、道路の配置状況などから、できるだけ迂回が生じな

いように配置する。

③公共駐輪場への結節に配慮する。

④郊外からの利用に対応するため中環状までルートをつなぐ。

⑤自転車の走行性と小山駅への直結性を考慮して、できるだけ上下移動や右左折が少なく

なるようにルートを選定する。

⑥小山駅周辺地区については西口側と東口側へのアクセスを考える。

（×）  （○）          （○）  （○）

迂回になる
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図 4-7 放射方向（小山駅周辺地区～各住区）の検討
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①城南地区と周辺住区のアクセスを確保するとともに、小山駅周辺地区と

城南地区の回遊性を確保する方向に配置する。

②城南地区の圏域は、私用トリップの分布状況から概ねＪＲ水戸線より南

側を考える。

図 4-8 小山市街地（小山２区ゾーン）の私用トリップ分布

（資料：小山栃木都市圏総合交通体系調査、単位：百トリップ/日）

平日 休日

（３）城南地区アクセス方向、小山駅周辺地区～城南地区回遊方向の検討
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図 4-9 城南地区アクセス方向、小山駅周辺地区～城南地区回遊方向の検討
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４－３－２ 自転車ネットワークの整備方策の検討

（１）基本方針

○自転車走行空間は、既存ストックの活用を基本としつつ、その道路の利用特性、沿道状況

などに応じて確保

○交通規制を含めた自転車走行空間を確保する場合には、地域の道路交通システムの吟味が

必要

○交通ルールの遵守は、利用者のマナーへの依存が大きく、施策のＰＲとともに啓発方策も

重要

○新たな道路整備区間（都心環状道路

等）では、道路機能（例えば駐停車、

沿道アクセス等）を踏まえ、計画段階

から道路空間の使い方を検討

○裏道ルートにおける、交通規制、マー

キング、安全標識設置、見通し改善等

○狭隘踏み切り、跨線橋等のボトルネッ

ク箇所のバリアフリー化（特に空間的

制約がある鉄道跨線箇所における自

転車走行空間の確保）

○既存道路への自転車走行空間を確保するためには、それぞれの地域で沿道住民の協力や施

工工夫が必要

＜前橋市の事例＞

・電柱の民地内への移動（沿道住民の協力）

・車道幅員の削減

整備前

整備後
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（２）検討方法

自転車ネットワーク候補ルートの整備方策は、以下の手順に沿って検討する。

自 転 車 ネ ッ ト ワ ー ク 候 補 ル ー ト

市 道都市計画道路都心部構想道路

○都心部構想道路等の新たに整備を行う道路につ

いては、概ね中心市街地活性化計画対象エリアを

歩行者交通量が多い道路と考え、自転車歩行者道

の幅員は 4.0ｍを基本とする。対象エリア外はそ

の他の道路と考え、自転車歩行者道の幅員は 3.0
ｍを基本とする。

○整備済みの都市計画道路については、現況の歩

道・自転車歩行者道を活かし、カラー舗装やイン

ターロッキング舗装等を施すことにより、自転車

ネットワークであることを明確にする。

○自転車ネットワークの形成にあたっては以下の

点に留意する。

・自転車ネットワークの路線を明確化し、自

動車や歩行者の注意を促すため、市内統一

の仕様によるカラー舗装化や路面表示、サ

インの設置

・主要な地区名や施設を示す案内標識等の設置

・段差や勾配を少なくすることで自転車や歩

行者の円滑で安全な通行を確保

・「小山市バリアフリー基本構想（平成 16年

３月策定完了予定）」との整合

都心部構想道路及び都市計画道路にか

かる自転車ネットワークについては、

計画幅員内で確保される自転車歩行者

道を基本に考える。

自転車・歩行者専用道路化の可能性

・自動車代替ルートはあるか

・終日またはピーク時間帯のみか

不可能な場合

一方通行化によ

る、自転車・歩行

者空間創出の可

能性

・自動車代替ルー

トはあるか

・終日またはピー

ク時間帯のみ

か

可能な場合

現況幅員内で、自

転車走行空間を

含む横断面構成

を検討する。

可能な場合

現況幅員内で、一

方通行化・車道幅

員削減による自

転車・歩行者空間

創出を検討する。

不可能な場合

両方向通行で自

動車静穏化策（ハ

ンプ、カラー舗

装）等による、自

転車・歩行者・自

動車の共存を検

討する。
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表 4-1 都心部構想道路の区間

区間 地 区 検討中の幅員

⑥ 東口開発地区 17～22m

⑬ 駅南地区 17m

⑭ 駅南地区 17m

表 4-2 都市計画道路の区間

区間 路線名 計画幅員 ■：整備済 △：整備中 □：未整備

① 粟の宮喜沢線 12m □

② 粟の宮喜沢線 16m ■△

③ 小山結城線 18m △

④ 小山結城線 15m ■

⑤ 小山東通り 16m ■

⑦ 城北線 12m ■

⑨ 古河線 12m ■

⑪ 小山駅東通り 18m ■

⑯ 鍛治町線 15m ■

⑰ 城南高校線 15m ■□

⑱ 小山東通り 18m ■

⑲ 城東線 18m ■□

⑳ 土塔環状線 12m △

表 4-3 市道の区間

区間 平均幅員（最低値） 区間を構成する市道番号・平均道路幅員(m)

⑧ 6.7m 2372 6.66、2369 7.89

⑩ 6.0m 2369 7.89、2371 6.18、2827 6.01、2819 6.10、2821 7.21

⑫ 4.5m
2697 5.55、2275 5.40、2030 6.28、2698 5.16、2027 5.05

2699 4.52、2700 4.56、3278 5.81、3279 4.92

⑮ 6.1m 3552 6.84、3553 6.10、3353 6.18、3342 8.07

21 5.3m 2074 5.92、2122 5.25

22 5.4m 2224 5.39

23 6.1m 2270 6.13、2272 6.60、都市計画道路区間 12.00

（３）検討区間の設定

自転車ネットワークの候補ルートについて、道路種別、計画幅員ごとに検討区間を設定す

る。なお、自転車ネットワーク候補ルートの直近に都心部道路網強化の構想道路がある場合

は、候補ルートを構想道路に振り替えることとした。
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図 4-10 自転車ネットワーク検討区間
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②自転車ネットワークの市道区間の整備内容（例）

検討区間 ⑫

■検討区間の現状・問題点

《土地利用》

・沿道は片側は新幹線高架があり、小山駅近辺では高架下が駐輪場や駐車場で利用されているが、小

山駅から離れたところでは鉄道施設以外は利用されていない。

・反対側は主に住宅や駐車場として利用されており、小山駅から離れると農地もみられる。

《道路状況》

・全区間とも両方向通行となっている。

・全区間とも歩道はなく、国道 50号より北側では路面の白線表示もない。

・幅員は国道 50号より北側では 4.2ｍ前後で、30Km/hの速度規制がかかっているが、国道 50号より

南側では幅員は５ｍ以上となり、速度規制は 40Km/h、大型車通行止め規制がかかっている。

《交通状況》

・国道 50号より北側の特に駅近辺は、自動車・自転車・歩行者の交通量があり、自動車がすれ違う際

はほとんど余裕がなく、自転車や歩行者が危険な状況にある。

・国道 50号より南側は幅員がやや広くなり、最高速度規制の上がることから、スピードをだす自動車

がみられ、自転車が安心して通行しづらい。

■交通静穏化策の検討

○国道 50 号以北の区間：一方通行化・カラー舗装化・サインの設置・物理的デバイスの設置の検討

・国道 50号より北側は幅員が狭く自転車・歩行者交通量が多いため、一方通行化により自動車交

通量の削減と削減された空間を自転車・歩行者のための空間へ転用することが考えられる。

・また、自転車ネットワークであることを明確にするため、カラー舗装やサインを設置し、自動

車の注意を喚起するとともに、主要交差点間に狭さくやシケインを設置し自動車速度の抑制を

図る。

・一方通行の方向は、沿道住民の意向や交通量の多い方向等を考慮して検討する。

○国道 50号以南の区間：最高速度規制 30Km/h 化・カラー舗装化・サインの設置の検討

・国道 50号より南側は、スピード抑制を図るため最高速度規制を現行の 40Km/h から 30Km/h に下

げることが望まれる。

・また、自転車ネットワークであることを明確にするため、カラー舗装やサインを設置し、自動

車の注意を喚起するとともに、自転車歩行者通行帯として白線の幅を広げる。

《整備イメージ》

《整備イメージ》
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国道 50

図 4-12 検討区間の現況



43

検討区間 ⑮

■検討区間の現状・問題点

《土地利用》

・沿道は低層戸建を中心とする住宅地となっており、近隣の小学校の通学ルートになっている。

《道路状況》

・全区間とも両方向通行となっており、最高速度規制はない。

・全区間とも歩道はなく、幅員は 6.0ｍ程度である。

・主な交差点には、交差点マークやカーブミラーが設置されている。

《交通状況》

・住宅地区内の区画道路で、自動車は交差点が多いためスピードが出せず、交通量も多くない

と思われる。

■交通静穏化策の検討

○カラー舗装化・サイン設置の検討

・交通処理上は現状のままでもあまり問題はないと考えられるが、自転車ネットワークで

あることを明確にするため、カラー舗装やサインを設置し、自動車の注意を喚起する。

《整備イメージ》

図 4-13 検討区間の現況
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■検討区間の現状・問題点

《土地利用》

・片側は以前駐輪場であったが、移設されたため現在は使用されていない。

・住宅、店舗、駐車場等が混在している。

《道路状況》

・幅員が４ｍ程度で、駅方向への一方通行、最高速度規制 30Km/hとなっている。

《交通状況》

・小山駅が直近のため自転車・歩行者が多く集まる。

■交通静穏化策の検討

○東口駅前広場～都心環状道路間：自転車歩行者用道路規制・拡幅・カラー舗装化・サイン

設置の検討

・都心環状道路の整備に合わせて、自転車歩行者用道路規制（沿道の指定車・許可車を除く）

を検討する。

・使用されていない駐輪場施設の部分（W=4.6m）を拡幅・自転車空間としての活用を検討す

る。（一部民間駐車場と鉄道用地があり今後の課題）

・自転車ネットワークであることを明確にするため、カラー舗装やサインを設置する。

検討区間 22 

都心環状道路

第二旭町踏切

東口駅前広場

図 4-14 検討区間の現況

拡幅

使用されていな

い駐輪施設

《整備イメージ》
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検討区間 21 

■検討区間の現状・問題点

《土地利用》

・片側は JR水戸線、片側は住宅地や農地となっている。

《道路状況》

・西側の区間は幅員が 7.5ｍ程度で、最高速度規制 30Km/hとなっている。

・東側の区間は、幅員が 5.0ｍ程度で、平日朝は自転車・歩行者専用道路となっているが、道路

用地は 9.0ｍ程度確保されている。

《交通状況》

・西側区間は、見通しがよい直線道路であるため、スピードをだしている車が見られる。

第二旭町踏切

雨ヶ谷踏切

■交通静穏化策の検討

○西側区間：自転車歩行者通行帯確保・物理的デバイスの設置・カラー舗装化・サイン設

置の検討

・自転車・歩行者の空間を確保するため、以下のような区分が考えられる。

現状：（鉄道側）路肩 0.5m＋車道 6.5m＋路肩 0.5m

改善案：（鉄道側）路肩 0.5m＋車道 5.0m＋路肩（自転車歩行者通行帯）2.0m

・自動車のスピードを抑制するため、ハンプ等の物理的デバイスの設置を検討する。

・自転車ネットワークであることを明確にするため、カラー舗装やサインを設置する。

○東側区間：歩道の設置・カラー舗装化・サイン設置の検討

《整備イメージ》

図 4-15 検討区間の現況
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検討区間 23 

■検討区間の現状・問題点

《土地利用》

・小山駅西口の中心市街地にあり、大規模商業施設や市営駐輪場が立地している。

《道路状況》

・２～３ｍ程度の歩道が設置されている。

《交通状況》

・中心部への交通や荷捌き等により、自動車交通量は少なくない。

■交通静穏化策の検討

○サイン設置の検討

・すでに歩道が設置されており、自転車ネットワークであることを明確にするため、カラ

ー舗装やサインを設置する。

《整備イメージ》

図 4-16 検討区間の現況
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検討区間 ⑧

■検討区間の現状・問題点

《土地利用》

・低層戸建を主体とする住宅地である。

《道路状況》

・検討区間の両端は幅員４ｍ未満の狭小な道路であるが、それ以外は幅員２ｍの歩道が片側

に設置されている。

《交通状況》

・交通量は多くない。

■交通静穏化策の検討

○一部自転車歩行者専用道路規制・カラー舗装化・サイン設置の検討

・幅員４ｍ未満の道路については、自転車歩行者専用道路規制（沿道の指定車・許可車

を除く）を検討する。

・片側のみ歩道が設置されている区間に渡る横断歩道を設置する。

・自転車ネットワークであることを明確にするため、カラー舗装やサインを設置し、自

動車の注意を喚起する。

《整備イメージ》

図 4-17 検討区間の現況
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■検討区間の現状・問題点

《土地利用》

・小山東ニュータウン内は低層戸建を主体とする住宅地であるが、住宅地の外は工業系の土地

利用となっている。

《道路状況》

・工業地区の道路は幅員 2.0m の歩道が片側に設置されているが、住宅地区内はほとんど歩道

はない。

《交通状況》

・歩道が設置されていない区間では、自転車と自動車が混在している。

■交通静穏化策の検討

○カラー舗装化・サイン設置の検討

・自転車ネットワークであることを明確にするため、カラー舗装やサインを設置し、自動

車の注意を喚起する。

検討区間 ⑩

《整備イメージ》

小山東
ニュータウン

図 4-18 検討区間の現況
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（６）駐輪スペースの確保

小山駅周辺には、既存の大規模な駐輪場が４箇所あり、主に鉄道乗継の

利用者に利用されており、小山駅東口駅前広場が整備された場合は北側・

南側の２箇所に駐輪場が整備される予定となっている。

また、中心市街地の商業施設や公共施設等へアクセスする自転車につい

ては、自転車の利便性を損なわずに目的施設の近くまでアクセスして気軽

に駐輪できるような比較的小規模な駐輪施設を適宜配置していくことが

望まれる。

図 4-19 既存駐輪場の位置

注）◎の駐輪場は小山市資料（平成 14年 12月現在）より

図 4-20 路側スペースを活用した小規模な駐輪施設の例

注）ロブレ買物客用、無料、30台程度、利用時間 10:00～21:00
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駐車場整備計画の検討

駐車場整備計画に関する基本方針

（１）駐車場整備の考え方

○Ｐ＆Ｒは鉄道の利便性を高め、自動車から鉄道への転換を図る施策であり、平成 13 年度の小山

栃木都市圏総合都市交通体系調査においては、宇都宮方面への自動車通勤の鉄道への転換促進

策として、ＪＲ宇都宮線では自治医大駅、小金井駅とともに小山駅をＰ＆Ｒのための整備を図

る駅と位置づけている。

これを受け、小山駅は次のような配慮を行ったうえで、Ｐ＆Ｒ需要を受け止めることで、小山

駅の拠点性の向上、平日における駐車場の有効活用を図る。

・ 一定のルールにもとづくＰ＆Ｒ駐車場の分散配置

・ 歩行者や自転車に配慮した都心部における道路の使い方の位置づけ

・ 小山駅を中心とした自転車交通、公共交通（バス）の利用促進策

○駅周辺の駐車場は、利用者のニーズや居住地に併せた十分な量の分散配置を図り、駅周辺道路

混雑の回避を図りつつ、自動車利用の利便性を確保する。

○自転車駐輪場は、自転車利用の促進を図る観点から、自転車需要に対応した駐輪場を駅近傍に

積極的に配置し、鉄道端末交通手段としての位置づけを高める。

（２）配置の基本方針

① 駐車場

○Ｐ＆Ｒ駐車場については、市内郊外や市外からの利用者には、優れた乗換利便性を確保する観

点から、駅直近へのＰ＆Ｒ駐車場を配置する。

○都心へのＰ＆Ｒ需要の集中を分散させるねらいから、都心環状道路外側へのＰ＆Ｒ駐車場を戦

略的（料金政策を含む）に配置し、駅から比較的近い居住者の利用を促進する。

○都心環状道路外側へのＰ＆Ｒ駐車場からの駅アクセス性を確保するため、レンタサイクルシス

テムをＰ＆Ｒ駐車場と駅に配備する。

○駐車場供給量は、方面別の駐車場利用ニーズ等を踏まえ、駅東西及び駅直近・周辺に適切に配

置する。

② 駐輪場

○自転車駐輪場は、自転車利用の促進を積極的に推進する観点から、駐輪場供給量を確保しなが

ら駅東西の直近に配置する。

○自転車の駐輪場は、自転車利用の方面別需要の検討を進め、駅東西地域への適正配置を図り、

駅への直線的な自転車利便性の向上を図る。

○自転車走行環境整備を推進するルートと駐輪場までのアクセスルートを確保する。
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○駅駐輪場を活用したレンタサイクルシステムの導入、Ｐ＆Ｒ駐車場との連携による駅アクセス性の確保

＜高崎市の事例＞                    ＜練馬区での事例＞

・放置自転車再利用による複数駅でのレンタサイクル事業   ・レンタサイクル施設の相互利用による、面的

な都市交通とするコミュニティサイクルシ

ステムの整備   

○駅前周辺に駐車場用地が確保できない場

合は、民間商業施設との連携方策もある

＜大阪市の事例＞

・駅前商業施設との調整・協議で平日の駐車

場をＰ＆Ｒ用に利用

○駐輪場では、居住者の駅からの距離帯によって

利用者登録を行っている事例がある

＜中野区の例＞

・登録制は、年度単位（４月 1日～翌年

３月 31 日）で利用できる駐輪場で、

通勤・通学に自転車を利用する方を対

象に設置

・住所と通勤先または通学先が駅から

500ｍ以上離れていることを要件とし

て所定の登録手続きと登録料が必要。

・登録した方でなければ自転車を置くこ

とができない。

・登録者の募集は、毎年 2月始めの区報

でお知らせ、受付け



52

駐車場整備推進の方針

① 小山駅東口における新規の駐車場整備

平日はＰ＆Ｒ利用、休日は駅周辺地域への主に私用目的に利用するための、公共的な駐車場の

整備を図る。

Ｐ＆Ｒは交通体系の形成に位置づけられ、民間との協働により公共が関わって必要台数の確保

に努める。特に郊外でバス交通が不十分な地域からの利用および自動車交通削減に寄与する宇都

宮方面通勤者のための利用については、利用の促進を図る。

また、当駐車場は、中心市街地の中央に位置し、不特定多数の利用を対象とするものであり、

かつある程度以上の規模を有する公共性の高い都市交通施設として位置づける。

② 東口開発区域における駐車場確保の促進

東口開発に伴う駐車需要については、開発者による必要駐車台数の確保を基本に、その整備の

促進を図る。

なお、実際には新たな需要と新たに整備される駐車場を含めて、駅周辺地域全体の駐車状況を

作りだすため、駐車場運営管理や周辺の路上駐車対策等について、利用状況を見極めながら必要

な対応策を図る。

③ 駐車場の有効活用

小山駅東西地域の既存駐車場、東口に新規の整備を図る駐車場、および東口開発に伴い整備を

図る駐車場について、駅の東西にまたがる駅周辺地区全体としての有効活用により、利便性の向

上を図るとともに、居部的な需給アンバランスの防止を図ることが重要である。

特に、Ｐ＆Ｒ利用者が駅直近の特定の駐車場に過度に集中しないように分散利用を図ること、

また休日において特定の駐車場での駐車待ちの発生や空き駐車場を探しての無駄な交通が発生し

ないように駐車場全体としての効率的な利用を図ることに留意するものとする。
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ア．Ｐ＆Ｒ駐車需要の誘導方策

駅周辺の景観形成や自動車交通処理の視点から、駐車料金を考慮したＰ＆Ｒ駐車場の分散配置

と誘導を図る。

○市郊外や市外からの利用には、公共が関わってＰ＆Ｒ利用の促進を図る。具体的には、西口

ではロブレ駐車場、東口では新たな整備を図る駐車場に誘導する。

遠くからの利用者は料金が高くても利用意向があるため（H14 アンケート）、駅近くに立

体等で整備され、ある程度以上の料金設定にした駐車場への誘導を図る。

○近くからの利用には、都心環状の外側まで広げた範囲で、より低廉な駐車場の利用促進を図

る。

近くからの利用者は料金が高いと利用しない（H14アンケート）ので、都心環状の外側ま

で含めた範囲でより低廉な駐車場の利用促進を図る。

イ．案内・誘導方策

小山駅周辺への自動車アクセスにおいては、都心環状が中心的な役割を担うと考えられるため、

各放射方向の道路と都心環状の交差点を中心に、駐車場の案内誘導（サインシステム等）の整備

を図る。

ウ．駐車場情報の提供

駐車場全体としての有効利用を図るため、小山駅周辺に分布する駐車場の位置、収容台数、料

金等の情報を適切に利用者に提供するための方策（駐車場マップ等）の実現を図る。また、情報

サービスの高度化により、空車情報をリアルタイムで提供できるシステムも開発されており、様々

な方法の組み合わせによる利便性の向上を図るものとする。

【備考】小山市立地企業による「パーキングＷＥＢ空車情報システム」の開発

小山市内に立地するインターネットサービスの㈱アサヒパワーサービスは、駐車場の空車

情報をパソコンや携帯電話から取得できるシステムを開発し、平成 16年 3月中旬から小山市

営小山駅西駐車場で試験稼動しており、小山市のホームページ等で閲覧できる。

エ．統合的な駐車場運営

買物割引の共通化など、各駐車場の統合的な運営の拡大を図る。
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名称 所在地 運用区分 収容台数
西口 第二庁舎前 城山町２丁目 月極 200

無料 427(自転車)
無料  32(バイク)
月極 500(自転車)
月極  45(バイク)

時間貸し 176(自転車)
時間貸し  46(バイク)

新幹線高架下 中央町３丁目 月極 350
民間の自転車預り所　５箇所 中央町３丁目、城山町３丁目 月極 280
月極め・自転車の西口合計 1,330

東口 小山駅東口　＊ 駅東通り１丁目 月極 2,692
民間の自転車預り所　３箇所 駅東通り１丁目 月極 170
月極め・自転車の東口合計 2,862

月極め・自転車の合計 4,192

中央町３丁目小山中央

駐輪場の整備方針

① 小山駅の自転車利用

小山駅において自転車を鉄道端末手段とする利用者は、前出（P154 の表 参照）のように平日

が休日よりも多く、以下の通りである。

東北本線の東側ｿﾞｰﾝから 3,241 人/日 （ 72％）

〃   西側ｿﾞｰﾝから 1,280 人/日 （ 28％）

    合計    4,521 人/日 （100％）

＊１ 出勤・登校目的に限ると 3,609 人/日である。差分の 912人/日は私用目的や帰宅目

的（⇒市外居住者などによる夜間の駐輪場利用）である。

＊２ 上記の他に、小山栃木都市圏（9 市町）以外からの通勤・通学流入者による端末自

転車利用が 1,784 人/日である。H11 年新都市 OD 調査の事業者・学校調査結果より。

② 小山駅前の駐輪場の現況

小山駅前で鉄道利用者が利用できると想定される現況の月極め駐輪場は、全体では約 4,200 台

である。この中には民間の自転車預かり所が含まれる。また、東口では暫定利用の市営駐輪場が

含まれる。

表 5-8 小山駅前における駐輪場の現況

注）小山駅東口のＨ16 年３月現在の駐輪台数は約 2,000 台である。

（資料：小山市資料、Ｈ11 年現在）
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③ 小山駅前における駐輪場整備水準

上記の現況における需要と供給の関係を踏まえ、駐輪場の整備水準を以下のように設定する。

『小山駅利用者の駐輪場は、駅東西からの需要に対して駅東西それぞれに駐輪場台数を確保す

ることを基本に、東口においては現在の暫定利用の市営駐輪場に相当する台数（約 2,000 台）

を確保する。』

・ 駅利用の駐輪需要については、端末バス利用の促進を図ることを考慮し現況需要をベース

に整備を図る。（なお、新都市 OD 調査の将来予測では鉄道利用の総トリップ数は約 2％の減少

になっている。）

・ 市外居住者による夜間の駐輪需要等を考慮すると、現況においては西口、東口ともに需給

バランスが保たれているものと考えられる。

・ しかしながら、東口については現在は暫定利用であることから、将来的には現況の暫定利

用に相当する駐輪場台数の確保が必要と考えられる。

④ 小山駅前における駐輪場整備推進の方針

○ 東口における今後の駐輪場整備

東口においては、今後の開発整備の進捗に合わせて、小山駅利用者のための計画的な駐輪場整

備を図る。その際、現況でもそうであるように民間駐輪場との分担に配慮し、またバス運行整備

に伴う自転車利用の動向にも留意し、小山市として整備が求められる適正な規模を確保するもの

とする。

また、駐輪場整備にあたっては、利用者の居住地や夜間の需要では勤務地・通学先といった需

要の方向に配慮するものとする。

なお、現在の小山駅東駐輪場の契約者の居住地によると、東口における利用の方面構成比は以

下のとおりであり、量的には駅前の南側が約 8 割と多いため、現段階では南側を中心とした駐輪

場の配置が考えられる。

北側 19％、東側 29％、南側 52％

○ 駐輪場の有効活用

小山駅周辺の駐輪場について、全体としての有効活用を図り、利便性の向上に努める。この際、

夜間の需要があることから、駐輪スペースの有効活用（駐輪マスを決めずに使いわけるなど）お

よびスペースそのものが不要となるレンタサイクルの促進に配慮するものとする。

・情報提供および案内・誘導

・昼間と夜間の駐輪スペースの有効利用

・レンタサイクルの促進
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平日
出発地 　徒　歩　　自転車　 バイク タクシー P&R K&R 路線バス 全端末手段

小山市1区③ 0 0 0 0 0 19 0 19
小山市2区 18 0 0 0 23 0 0 41
小山市3区 0 0 0 0 0 21 0 21
小山市4区 0 0 0 21 0 0 0 21
小山市6区① 0 40 20 0 143 0 0 203
小山市6区② 181 759 30 19 200 293 0 1,482
小山市6区③ 942 672 27 0 64 153 0 1,858
小山市6区④ 0 0 0 0 83 21 0 104
小山市7区 0 20 0 0 0 20 0 40
野木町 0 60 36 0 19 16 0 131
大平町 0 0 0 0 18 0 0 18
藤岡町 0 22 0 0 35 76 0 133
合計 1,141 1,573 113 40 585 619 0 4,071

休日
出発地 　徒　歩　　自転車　 バイク タクシー P&R K&R 路線バス 全端末手段

小山市2区 0 0 0 0 23 0 0 23
小山市3区 0 0 0 0 0 21 0 21
小山市6区① 0 49 0 0 20 0 0 69
小山市6区② 88 260 0 0 39 156 0 543
小山市6区③ 253 179 27 0 0 105 0 564
小山市6区④ 0 21 0 0 23 0 0 44
野木町 0 15 0 0 0 0 0 15
大平町 0 0 0 0 0 20 0 20
岩舟町 0 0 0 0 18 0 0 18
合計 341 524 27 0 123 302 0 1,317

凡　　　例
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国分寺町

間々田駅周辺における駐車場整備の方針

（１）Ｐ＆Ｒ（パークアンドライド）の駐車需要

間々田駅のＰ＆Ｒ駐車需要は、現況で約 600 台（平日）と多い。そのうち過半が、小山駅と間々

田駅の中間（小山市 6 区①、②ゾーン）からの利用である（間々田駅までの距離は概ね 2～4km）。

表 5-9 間々田駅の端末手段別乗車人数

注）H11 年度新都市 OD 調査データより。
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所在地 種類 料金 収容台数

乙女３丁目 いなや第1・2 無料 129

月極10箇所 月極有料 424

暁３丁目 間々田駅東口駐車場 月極有料 36

間々田駅第３駐車場 月極有料 31

月極め5箇所 月極有料 95

新せん組トーユー間々田店 無料 80

暁２丁目 月極め13箇所 月極有料 381

月極め駐車場の合計 967

店舗駐車場の合計 209

（２）間々田駅周辺におけるＰ＆Ｒ駐車場整備の考え方

○現況のＰ＆Ｒ利用が約 600 台に対して、駅周辺の月極め駐車場が 900 台以上あり、駐車場供給の

量的な拡大は課題にならないと考えられる。

○Ｐ＆Ｒ利用者の利便性を損ねることなく、駅周辺の公共交通や歩行者・自転車交通に配慮した交

通体系の実現に向けて、また駅周辺における土地の有効活用に配慮して、計画的なＰ＆Ｒ駐車場の

確保・誘導を図る。

5-8 間々田駅の駅前における駐車場分布
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市内道路網整備基本計画の検討

市内道路網整備の基本方針

（１）基本的な考え方

現在の小山市が抱える体系的な道路整備の遅れ、多様な交通の流入による道路混雑を緩和し、

市内全域で公平な道路交通サービス及び道路ストックを活かした多様な生活支援サービスを展開

する。

（２）道路の種類別の配置方針

① 主要幹線道路は、小山市から広域圏へのアクセス及び市内通過交通による混雑の緩和を図るため、

新４号国道、国道５０号、（仮）小山外環状線を配置する。

② 市街地の交通整序化、居住環境改善及び小山市と周辺市町間、産業拠点間のアクセス性改善を図

るため、小山駅を中心とする放射環状型の幹線道路を配置すると共に、特に市街地内では格子状の

幹線道路網を配置する。

③ 郊外部では、ＪＲ宇都宮線沿線市街地へのラダー型幹線道路網を配置するとともに、主に市街化

調整区域内の集落への交通サービスを確保する観点から、地域の実情に応じた都市内補助幹線道路

を配置する。

④ さらに、街区内や各集落からの利便性、居住性に配慮した地区内補助幹線道路や生活幹線・生活

道路を適正に配置する。

【備考】道路の種類

本調査では、道路の機能、役割から下表の段階構成を設定する。

表 6-1 道路の段階構成

道路の種類 幅員等の目安 機能

市街地 郊外

歩道なし 歩道あり

幹

線

道

路

主要幹線

道路

4車線

以上

－ 4車線

以上

・広域圏相互の結節

・都市圏構造の骨格形成

・都市圏通過交通や大量交通を担う

・高い走行性を有す

幹線道路 2車線、

4車線

－ 2車線、

4車線

・周辺都市や主要施設との連携

・都市の骨格形成

・居住環境地域の外郭形成

都市内

補助幹線

道路

16m以上 － 12m以上 ・幹線道路だけでは都市内移動が不十分

な郊外部を中心に地区（目安：小学校

区）間交通を担う

地区内

補助幹線

道路

12～16m
＊駅前等、必

要により広

げる

7m以上
＊交通需要

が少ない場

合 6m

11m以上 ・市街地では居住環境地域内の交通を外

周の幹線道路に集散する

・郊外では地区内の集落、主要施設の連

絡と幹線道路へのアクセス

生

活

道

路

生活幹線 6m 6m － ・宅地への主要なアクセス、日常的な交

通サービスの支援

・防災対策上の基本ネットワーク形成

生活道路 4m 4m － ・宅地へのアクセス

・緊急車両等の最低限の処理

注）道路網の構成

道路網は段階構成の観点から、

『主要幹線道路⇒幹線道路（および都市内補助幹線道路）⇒地区内補助幹線道路

⇒生活幹線・生活道路』  の順序で連結する。
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原則として、２ランク以上離れた道路相互の接続は行わない。

６－２ 市内道路網計画

（１）主要幹線道路・幹線道路

１）主要幹線道路、幹線道路の基本的役割

主要幹線道路と幹線道路は、小山市内のみならず、隣接地域や広域との様々な都市活動との対

応、そのための現況道路交通問題の改善に資するよう配置するものである。

２）主要幹線道路、幹線道路の機能（配置の理由）

① 交通の整序化・迂回・環状機能

・基本的には、小山市及び市街地を通過するような長トリップ交通を迂回させる道路であるため、

大半の主要幹線道路はこの機能からの必要性により、配置する。

・また、小山市街地の外郭を形成する小山環状線（外環状線）、内環状線なども、東西南北方向の

路線のネットワーク化による機能面から配置する。

② 小山と広域・周辺地域との連携・アクセス機能

  ・小山市から広域や周辺都市へアクセスする、又は小山市へアクセスする際に、基本は主要幹線

道路によりそのアクセス性を確保する。

・また、隣接都市や地域拠点からのアクセスは、複数の幹線道路を多方面に配置することにより、

現在の道路混雑によるアクセス不便性の改善を図る。

③ 小山市街地内の移動と居住環境の確保機能

・特に市街地は多くの市民が居住し多様な都市活動があるため、概ね１km四方の幹線道路網を配

置することにより、交通サービスや安全で快適な居住環境を提供する。

④ 産業拠点へのアクセスや郊外拠点間連携機能

・市内の産業活動を支援するためには、小山駅や主要幹線道路から各産業拠点へのアクセス性が

良好である必要があるため、当該拠点へ結節する幹線道路を配置する。

・小山中心市街地以外の郊外拠点地域の多方面への交通利便性を確保する観点から、隣接する主

要都市と結節する幹線道路や幹線道路相互間の連結による道路ネットワーク効果を生み出す幹

線道路を配置する。
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６－４ 重点整備路線の方針

（１）重点整備路線の考え方

将来の望ましい市内道路網計画は、整備済みの都市計画道路など、今後の整備の必要がない路

線と、今後の整備が必要な路線から形成される。今後、整備が必要な全ての路線を整備するには、

長い時間と膨大な費用を要するため、路線、区間ごとの必要性や緊急性にもとづき、より重点的

な整備を図る路線をたえず見定めながら、整備を推進していくことが重要である。

このため、現段階において重点的な整備を図る路線、区間を定める。

（２）重点整備路線の方針

重点整備の路線、区間は、次の視点から総合的に判断して設定する。

①まちづくりの推進からみた重点整備路線

ア．地域間の連絡にとって、より緊急性が高く、かつ他路線では代替できない路線

イ．区画整理事業など地域整備の促進にとって必要な路線

ウ．事業中の路線

② 円滑な自動車交通の確保

エ．自動車交通の混雑緩和、需給バランスの改善にとって必要性の高い路線

オ．ネットワークの行き止まりを解消する路線、特に残事業区間の短い路線

（３）主な重点整備路線・区間

区間 a1：新国道４号バイパス
・小山市と広域を結ぶ幹線を強化する（全線４車線化、主要交差点立体交差化）。…ア、ウ、エ、
オ

区間 a2：小山外環状
・長期的には、県南地域と鹿沼方面を結ぶとともに、小山市にとっては中心市街地の中心性を高
める環状道路を形成する。…ア
・短期的には思川の西側に交通を分散し、市街地の南部における国道 4 号等の円滑性が高まるも
のと期待される。…ウ、エ

区間 b1･2：(都)間々田東通り、b3
・小山～間々田の南北につながる市街地におけるＪＲ宇都宮線東側での交通軸を形成する。…ア、
エ

区間 c･ｄ･e･f:
・小山市と栃木市の連絡を強化する（c：(都)小山栃木都賀線）。…ア、ウ
・小山市西部と壬生町の連絡を強化する(ｄ：市道７号線)。…ア
・小山市と結城市、下館市の連絡を強化する(e：市道 15 号線)。…ア、ウ
・小山市と結城市の連絡を強化する(f：(一)矢畑横倉新田線バイパス)。…ア

区間 g1･2･3･4：
・小山市街地における幹線道路網を形成するため、残されている未整備区間や拡幅等が必要な区

間として、(都)小山結城線（g1）、(都)粟の宮喜沢線（g2）、(都)城東線（g3）、(都)小山南通り
（g4）の重点整備を図る。…ア、イ、ウ、オ

区間 h1･2：
・ＪＲ宇都宮線を渡り、間々田市街地を東西に連絡するため、(都)間々田北通り（h1）、(都)間々
田南通り（h2）の重点整備を図る。…ア、イ、ウ

区間 i、j、k：
・国道 4 号、JR 宇都宮線沿線の市街地交通を支えるとともに国分寺、南河内との連絡を強化する

（i:国道 4号、j:(都)小山国分寺線、k:(主)小山環状線）。…ア、ウ
区間 l1･2･3：

・小山市街地南側の郊外地域において、南北方向の幹線を形成する。…ア、エ
区間 m、n、o、p：
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・小山市北部における東西方向の連絡を強化する（m：市道 11号線）。…ア
・小山東部工業団地への連絡および結城市・下館市方面の道路網を強化する（n：市道 18 号線）。
…ア、ウ

・間々田と郊外西部の連絡を強化する（o：(一)和泉間々田線）。…ア、ウ
・間々田と野木町の連絡を強化する（p：(一)境間々田線）。…ア、ウ

a2

j

g1

o

cd

k

i

m

n

e

fg2

g3

g4
b1

l2

l1

l3

h1

b3

h2

p

a1

b2


