
第２回 小山市まちづくり総合交通戦略策定協議会

意見要旨と事務局の対応

日 時： 平成 26年 11月 28日（金） 15:00～16:30

意見要旨 対応

全市レベルのまちづ

くりと地区レベルの

まちづくりの連携に

ついて

 車社会や人口減少、高齢化などの問題以外にも多

様な切り口で地区レベルの課題や方向性を分析

できないか。

・指摘のとおり、その他の

社会状況の変化等による課

題もふまえて検討を進めて

いく。

 都市の将来像はコンパクトシティでよいと考え

るが、今後は具体的な生活空間のあり方を検討し

ていくことになる。マクロ･ミクロの双方の視点

が必要。

 今後は沿線の具体的なまちづくりも考えていく

必要があるが、トップダウンで都市の方向性を示

すことも重要。

 高岳引込線の有効活用は市のまちづくりのパイ

ロットプラン・先行事例になる。

今年度は、全市レベルの目

指すべきまちづくりと交通

の方向性を定めたい。

次年度以降、交通と一体と

なった地区レベルのまちづ

くりの先行事例として、高

岳引込線を活用した新交通

システムと沿線のまちづく

りを具体的に検討してい

く。

 新駅構想のある羽川･粟宮地区は市街化調整区域

があり、線引きの見直しも必要。

→線引きの見直しより今あるストックの有効活用

を議論したい。その過程で地区のまちづくりも見

えてくる。地区のまちづくりニーズと交通政策を

結び付けられるかが課題。

高岳引込線を活用し

た新交通システム導

入の得失について

 将来高齢化が懸念される小山東ニュータウンの

沿線住民等の生活利便性向上だけでなく、小山市

全体の魅力向上のために、高岳線引込線の有効活

用が必要と考える。

 新交通システムの振動や騒音の問題、駅の位置等

についての検討も必要。

 赤字の場合は税金の投入も必要になる。高岳引込

線の有効活用を検討することがよいか議論して

いきたい。

 高岳引込線を有効活用して新交通システムを導

入する仮定をして課題や得失などを議論できる

とよい。

 目的と照らし合わせて、新交通システム導入のメ

リットとデメリットを議論するべき。

今年度は、想定される高岳

引込線沿線のまちづくりと

連携して新交通システムを

導入すると仮定した場合に

期待される効果や問題点･

課題などを整理する。

次年度以降は、高岳引込線

沿線のまちづくりと新交通

システムを二本柱にしてそ

れぞれ具体的な検討を進め

る中で、ニーズ調査や需要

予測、費用対効果分析など

の具体的な検討を行い、実

現可能性を検証していく。
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意見の要旨 対応

今後のスケジュー

ル等について

 今年度、本協議会は残り何回開催されるのか。 本協議会は今年度あと

２回開催し、施策のプロ

グラムやアクションプ

ラン、次年度以降の組織

体制などを議論したい。

全体の交通体系のなか

で高岳引込線を有効活

用した新交通システム

の検討の必要性を位置

付けたい。

 まちづくり総合交通戦略の策定後は、どのような

検討手順を踏むのか。

次年度以降も高岳引込

線の有効活用を継続検

討していくこととして

いる。その中で、民間事

業者の参入可能性や需

要予測、事業費の試算な

ども実施する。

 「短期･中期」「長期」の施策は何年以内にどこ

まで進捗する予定なのか。

「短期･中期」の施策は

10 年内に事業着手し、

「長期」の施策は 20～30

年後の達成目標である。

 この協議会は、アクションプログラムを定める

会議と認識しているが、今後の検討スケジュー

ルなどを示してほしい。

 次回の協議会では委員の意見に対する事務局

の見解を冒頭で示してほしい。

今年度および次年度以降

の検討スケジュールおよ

び意見に対する事務局の

対応方針を示す。

以上
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前回の協議会で提示した資料の概要

（１）まちづくりと交通に関する課題

①人口増加･定住化を促す魅力あるまちづくりの推進

②まちの「顔」としての中心市街地の魅力向上

③高齢化社会を支える生活･移動環境の構築

④環境問題に対応した都市や交通のシステム転換

⑤自動車交通依存からの脱却(公共交通の利用促進)

（２）戦略の理念と基本方針

■理念(案) 公共交通をかしこく利用して住み続けられるまち小山

□基本方針１ 都市機能の集約と交通体系の再編の連携による定住できる街

□基本方針２ 自動車を持たない人も安心･快適に移動できる交通環境の構築

□基本方針３ 小山の街の魅力と活力を高める交通体系の確立

（３）小山市が目指す都市構造と交通の方向性

(3)-1 都市構造の方向性

商業施設や医療・福祉施設、住居などがまとまって立地し(以下「拠点」)、市民が公共交通等によ

りこれらの施設等にアクセスできるようなコンパクトな都市構造を目指す。

(3)-2 交通の方向性(全体)【長期の姿(20～30年後)】

公共交通を中心にした多様な交通手段の組み合わせにより拠点間を結ぶ交通サービス等を提供

し、多極ネットワーク型コンパクトシティを実現する。

資料 1‐2
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①公共交通の方向性 【短期･中期の方向(～10 年後)】

・鉄軌道は、既存ストックを有効活用することにより、都市内交通を充実させる。

・バスは、フレキシブル性を活かして、必要に応じた再編や新拠点間を連絡させる。

・デマンドバスは、郊外部などの生活交通として確保する。

②歩道･自転車道の方向性 【      〃     】

・歩道は、拠点を中心に、歩いて楽しく健康に暮らせるように整備を行う。

・自転車道は、都市内の生活ネットワークと観光拠点等のネットワークを充実させる。

③幹線道路網の方向性 【      〃      】

・広域･都市間連絡・環状機能の道路を重点整備する。

④結節点の方向性 【      〃      】

・駐輪場は、現況施設の有効活用等によりサイクル＆バスライドを促進。

・駐車場は、すでに充実している中心部は抑え、公共交通と連携する周辺部を充実。

（４）まちづくり交通の施策【短期･中期に実施(～10 年後)】

(4)-1 施策の体系

本市の課題に対応した環境に配慮したコンパクトなまちづくりの実現に向け、交通施策と連携した

まちづくり施策を実施する。

また、まちづくり施策と連携した適切な交通手段の充実を図り、中心市街地や周辺市街地・田園集

落を結ぶ交通ネットワークを実現化する。



小山市まちづくり総合交通戦略
目次構成(案)と本日の内容

凡 例
枠囲い文字 ：本日の内容
薄い文字 ：前回までに提示

：対応する項目

＜当初案＞

1. はじめに
1.1 戦略策定の目的
1.2 策定フローとスケジュール
1.3 上位計画等の相関

1.3.1 計画期間
1.3.2 計画区域
1.3.3 計画の位置づけ

2. 小山市の現状と課題
2.1 小山市の概況

2.1.1 人口等
2.1.2 商工業の実態
2.1.3 上位･関連計画等
2.1.4 市民アンケート

2.2 まちづくりの状況
2.3 交通の状況
2.4 課題

2.2.1 現状のまとめ                                
2.2.2 まちづくりと交通に関する課題

3. 戦略の理念と基本方針
3.1 理念
3.2 基本方針

4. 小山市が目指す都市構造と
交通の方向性

4.1 都市構造の方向性
4.2 交通の方向性

4.2.1 公共交通の方向性
4.2.2 結節点・道路・自転車等の方向性

5. まちづくり交通の施策
5.1 施策の体系
5.2 総合的なプログラム
5.3 まちづくりと連携した交通施策
5.4 戦略指標

6. 高岳引込線の活用展開
6.1 高岳引込線の概要
6.2 高岳引込線沿線の状況
6.3 新交通システム導入の効果と

今後の検討事項

＜修正案＞

1. はじめに
1.1 戦略策定の目的
1.2 策定フローとスケジュール
1.3 上位計画等の相関

1.3.1 計画期間
1.3.2 計画区域
1.3.3 計画の位置づけ

2. 小山市の現状と課題
2.1 小山市の概況

2.1.1 人口等
2.1.2 商工業の実態
2.1.3 上位･関連計画等
2.1.4 市民アンケート

2.2 まちづくりの状況
2.3 交通の状況
2.4 課題

2.2.1 現状のまとめ                                
2.2.2 まちづくりと交通に関する課題

3. 理念と戦略の基本方針
3.1 理念
3.2 基本方針
3.3 都市構造

4. 交通戦略

4.1 公共交通
4.1.1 鉄軌道
4.1.2 バス

4.2 歩道・自転車道
4.3 幹線道路網
4.4 結節点
4.5 まちづくりとの連携

5. 高岳引込線の活用展開
5.1 高岳引込線の概要
5.2 高岳引込線沿線の状況
5.3 新交通システム導入の効果と

今後の検討事項

6. 交通・まちづくりのマネジメント
6.1 交通・まちづくりのプログラム
6.2 交通・まちづくりの仕組みとプロセス
6.3 戦略指標
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5.3 まちづくりと連携した交通施策

まちづくりと連携して短期･中期(概ね 10 年以内)に実現化をはかる交通施策について、「施策

の方向」と「実施事業」の内容を示す。

◇平成 28 年 1月に新しく新市民病院がオープンするなどのまちづくりの状況をふまえ、公共

交通を新たに提供することが必要。

◇新交通システムの導入検討などの動向をふまえ、交通手段相互の役割分担や連携が必要。

◇デマンドバスの利用者は伸び悩んでいるため、抜本的なシステムの再検討が必要。

<バス交通の再編>

◇新市民病院線とその他の各乗り継ぎ路線の再編成を行なう。

◇新交通システムの導入検討地域における路線の再編成の検討を行なう。

<デマンド交通の充実>

◇利用促進の PR

◇現在の半日前予約を可能な限り縮めていく。

NO. 事 業 事業主体
実施時期

短期 中期 長期

① バス交通の再編 市・関東バス

② デマンド交通の充実 市

■現状と課題

■施策の方向

■実施事業

（１）バス

資料３
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図 1 新市民病院へのバス路線再編の考え方

新市民病院（現在地）

新市民病院（建設地）
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◇市域の南北方向に JR東北本線、東西方向に JR水戸線と JR 両毛線が通り、周辺の都市間を

連絡しているが、市内の駅間距離が比較的長く、鉄道を利用した都市内の移動が不便な状

況となっている。

◇小山市総合計画や小山市都市計画マスタープラン等の上位計画において、羽川地区、粟宮地

区、犬塚地区などに、新駅やコミュニティバス等の地域交通拠点の形成を図るとしている。

◇ JR 小山駅と東光高岳を結ぶ貨物専用鉄道である高岳引込線を既存の鉄軌道ストックとして

交通利便性の向上や中心市街地の活性化をもたらす手段として、有効活用することを検討

する必要がある。

<高岳引込線を活用した新交通システムの検討>

◇都市内交通を強化する公共交通として、使用頻度の低い民間所有の高岳引込線の有効活用

を引き続き検討する。地元住民等と勉強会を行い、市民への周知や需要の把握を行う。

<新駅の設置検討>

◇ 新駅の設置については、沿線地域のさらなるまちづくりを推進し、今後も関係機関・団体

と協議し実現化に向けた検討を行なう。

NO. 事 業 事業主体
実施時期

短期 中期 長期

① 高岳引込線を活用した新交通システムの検討※1 第三セクター

② 新駅の設置検討※2 市

                                           

※1：実施する場合は、中期での整備を目指す。

※2：短期・中期での検討完了を目指すが、必要に応じその後も継続検討する。

■現状と課題

■施策の方向

■実施事業

（２）鉄軌道
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図 2 沿線まちづくりと一体となった新交通システムの検討スキーム

H26 協議会

年度 検討組織 沿線まちづくりと一体となった新交通システムの検討

小山市まちづくり総合交通戦略
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・
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・
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市民への機運醸成

 新交通システム導入
構想への理解

（勉強会・住民説明会）

 サテライトキャンパス
 沿線まちづくり構想

公共交通への活用に
必要な調査・検証

 導入可能性調査
 沿線まちづくり計画

・まちづくりの基本的方針

・土地利用

・整備・誘導機能

 需要予測・収支予測
 導入効果 等

基本計画の策定

 施設・運行計画
路線、導入空間

概略ルート

車両・システム

ダイヤ

 事業の枠組み
事業主体

運営形態

資金計画

計画合意 認可取得 実施設計

関係各所との調整

 関係機関との調整
 沿線住民、事業所と
の調整

各種手続き、計画認定

 事業形態の決定
 都市計画決定
 法の許可
（軌道法又は鉄道事業法）

 工事施工認可

基本設計

 線路、停留所、
設備

H30～

関係機関との
協議・調整

 各種課題に対する
協議・調整
（引込線所有者、道路管
理者、交通管理者）

 負担スキームの検討

〈高岳引込線を活用した新交通システムの検討の流れ〉
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◇結節点※1 は、小山駅・間々田駅・思川駅がありいずれも整備は完了しているが、新駅の設

置に合わせた新たな結節点整備の検討のほか、公共交通の利便性を向上させるための自転

車や徒歩、自動車などの端末交通手段の乗り換え利便性を向上させる必要がある。

<結節点の整備検討>

◇新駅の設置検討に合わせて、駅前(交通)広場や駐輪・駐輪場、道路などの都市施設を新駅

駅前に整備することを検討する。

<サイクル＆バスライド>

◇バス利用者のために、公共施設や大型商業施設に設置した駐輪場の利用 PR 活動を継続し、

自転車を併用したバスの利用促進を図る。

<バリアフリー歩道>

◇バリアフリー基本構想が策定されている小山駅周辺地区・間々田駅周辺地区において、未

整備の歩道のバリアフリー化を行い、快適で安全な歩行空間を確保する。

<駐輪・駐車場>

◇駐輪場は小山駅・間々田駅・思川駅において整備は完了し、駅周辺では充足しているため、

拠点※2周辺部を充実させる。

駐車場は拠点周辺部を充実させ、中心部は周辺の駐車場の動向を見ながら整備を抑制する。

NO. 事 業 事業主体
実施時期

短期 中期 長期

① 結節点の整備検討※3 市

② サイクル＆バスライド 市

③ バリアフリー歩道 市・県

④ 駐輪・駐車場 市・民間

                                           

※1：結節点とは、複数の交通手段を接続･連絡する場所。

※2：拠点とは、居住や医療･福祉･商業等の都市機能が誘導･集約された区域。

※3：短期・中期での検討完了を目指すが、必要に応じその後も継続検討する。

■現状と課題

■施策の方向

■実施事業

（３）結節点
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表 1 サイクル＆バスライド施設一覧

バス路線名 施 設 名

1 羽川線

桑公民館

うおとみ小金井店

とりせん羽川店

JA 桑支店

2 間々田線
県南体育館

西堀酒店

3 高岳線
イオン小山店

フレッシュ小山店

4 城東中久喜線 イオン小山店

5 大谷中央線
大谷公民館

とりせん小山東店

6 間々田東西線
しらさぎ館

とりせん美しが丘店

7 思川駅線 豊田公民館

8 道の駅線
穂積公民館

道の駅思川

図 4 バリアフリー化の対象路線

図 3 サイクル＆バスライドの例

小山駅周辺 間々田駅周辺
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◇主要な幹線道路や公共施設、工業団地等への連絡、地域間の結合機能の充足及び産業振興

のために、幹線道路の体系的整備を図る必要がある。

◇交通事故の発生件数は年々減少しているが、歩行者の安全性は市民にとって重要度が高く、

かつ、満足度の低い課題であり、引き続き継続して交通安全対策に取り組む必要がある。

<幹線道路整備>

◇広域・都市間連絡・環状機能の道路を重点的に整備する

◇新市民病院の開院にともない。広域的な連絡・環状機能を兼ねた小山外環状線の計画を進

める。

<交通安全対策>

◇スクールゾーンの整備や、道路反射鏡・交通安全灯・赤色回転灯等を設置し、安全に通行

できるよう交通安全施設の整備を行なう。

◇高齢者の交通安全を防止するために高齢者の交通安全対策を推進する。

NO. 事 業 事業主体
実施時期

短期 中期 長期

① 幹線道路整備 市・県・国

② 交通安全対策 市

■現状と課題

■施策の方向

■実施事業

（４）道路等
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図 6 市内道路網計画の整備状況と今後の整備優先路線･区間及び新規着手（調査含）区間

表 2 新規着手（調査含）区間（H26.12現在）

路線名 区間 備考

(仮称)小山外環状線 区間 a0

(主)小山環状線 区間 b0 (都)小山野木線

(都)小山栃木都賀線 区間 c0

市道 7号線 区間 d0

(主)明野間々田線 区間 h0

市道 4503 号線 区間 h3

国道 4号 区間 i1

(一)小山下野線 区間 j1 (都)小山下野線

市道 18 号線 区間 n0

(一)結城石橋線 区間 q

(主)小山環状線 区間 r

(仮称)小山下野線西通り 区間 s

(一)小山大平線 区間 t

(一)萩島白鳥線 区間 u

（H16時点）

整備中 整備済

重点整備区間

（H26.12 時点）

整備中
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◇小山市緑の自転車道事業推進基本計画において、自転車利活用推進に係る総合的な課題と

しては、基幹自転車道の早期整備と適正な管理、既存ストックを有効に活用した段階的ネ

ットワーク形成と一部早期実現、道路管理者や交通安全管理機関との綿密な連携、自転車

走行空間の安全で適切な利用が示されている。

◇ハード面においては、自転車走行空間の確保とネットワーク形成およびネットワーク効果

を高める自転車の利用の環境づくりが求められている。

◇システム面においては、自転車を促進させるための仕組みづくりが求められている。

<自転車道の整備>

◇自転車道路ネットワークの形成が計画的に進められており、引き続き自転車走行ルートの

段階的整備を推進していく。

◇渡良瀬遊水地や道の駅思川、大沼などの市内の観光スポットを巡るサイクリング・イベン

ト「ツール･ド･おやま」のコースを参加者意見や現地確認等をもとに整備を検討する。

<レンタサイクル>

◇ すでに運用されている、まちの駅思季彩館、なまいふるさと公園でのレンタサイクルの利

用促進を図る。

NO. 事 業 事業主体
実施時期

短期 中期 長期

① 自転車道の整備 市・県

② レンタサイクル 市

■現状と課題

■施策の方向

■実施事業

（５）自転車
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6.1 高岳引込線の概要

高岳引込線は、JR 小山駅から東光高岳を結ぶ延長

約 5km の個人事業主が所有する貨物専用鉄道である。

その利用は、東光高岳で製作された変圧器の搬出用

に限定されており、その使用頻度は、年に数回と極

めて低く、普段はほとんど利用されていない状況に

ある。
工場からの搬出状況

経 緯：昭和 37 年に(株)高岳製作所小山事務所が大型変圧器の製造工場として開設

された時より、工場専用線として使われている。

延 長 等：総延長 4.7km(小山駅～高岳製作所)、幅員約 7～10m

レ ー ル：30kg レール、70kgf/㎜

行き違い設備：2 箇所

車 両 基 地：東光高岳内

車 両：ディーゼル機関車 2 台、変圧器を運ぶための貨車、荷重試験車

※大型変圧器の重量は大きいもので約 230t

所 有 者：線路は小山駅～古河電工の間が古河電工、古河電工～東光高岳の間は東光

高岳と分かれている。

車両は東光高岳が所有している。

運 行 者：古河電工～東光高岳の間は東光高岳が運行し、その後は JR 貨物に引渡しを

行っている。

高岳引込線の施設概要
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6.2 高岳引込線沿線の状況

6.2.1 沿線の土地利用の現況

（１） 沿線の土地利用と主要施設

高岳引込線は中心市街地に近接している。

沿線一帯には、土地区画整理事業等を伴い形成された低層の住宅地が広く分布している。

沿線には UACJ 押出加工小山(旧古河スカイ)や富士通などの大規模な工場が立地している。

島状の市街化区域の飛び地となっている東光高岳付近は、沿線の東側に大規模な住宅団

体（小山東ニュータウン）と大規模な商業施設が立地している。背後には小山工業高専が

立地する。また、沿線の西側は市街化調整区域となっており、田園地帯が広がる。

高岳引込線沿線の土地利用と主要施設

昭和電工
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小山駅付近の沿線の住宅地 大規模な工場 小山東ニュータウン

第一種住居地域

工業専用地域

地区計画

４．０ｋｍ

高岳引込線沿線の用途地域（都市計画）

大規模な商業施設 小山工業高専
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（２）沿線の低未利用地（開発の余地のある場所）

沿線の工場敷地内や市街化区域の外縁部(市街化調整区域の田園等)には、空地や遊休地

となっている低未利用地が分布している。ただし、工場敷地内の用地については、工場立

地法等の法令に基づく緑地面積として確保されていることや、土壌汚染なども危惧される

ことから、開発用地としての活用には今後の詳細な検討が必要となる。

また、小山駅東口では、JR 貨物が所有する貨物線跡地を活用した開発が計画されており、

結城街道の北側においては開発（住宅地造成および商業施設の立地）が進んでいる。

城東の低未利用地

犬塚の田園地帯
（市街化調整区域）

JR貨物用地（結城街道南側）

JR貨物用地（結城街道北側）
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（３）沿線の人口等

高岳線沿線の人口は、約 1 万 7 千人である（路線から 500ｍ以内）。また、人口の増加率

は以下のようになっている（平成 21 年度と 26年度の比較）。

 小山東ニュータウンが位置する地区等で減少（水色:0.70～0.90）

 その他の地区は微減もしくは横ばいである（緑色:0.90～1.00、黄色:1.00～1.10）

 一方、土地区画整理事業が行われた犬塚地区では増加傾向にある(桃色:1.30～1.50)

高岳線沿線の高齢化率は、大半の地区は比較的低くなっている。ただし、東光高岳周辺

の後背地（中久喜や出井等）は、比較的高くなっている。

沿線の人口増加率沿線の人口

注１）JR線から分岐後の高岳引込み線の沿線について、路線

から 500ｍ以内に掛かる町丁字の人口を整理したもの。

注２）人口は小山市統計年報（平成 25年度版）にもとづく。

注３）※印の大字犬塚・中久喜・出井は、大字内のごく一部

が沿線 500ｍに含まれる。

駅東通り三丁目 1,147

城北一丁目 543

城北四丁目 977

城北五丁目 658

城北六丁目 928

城東三丁目 667

城東四丁目 844

犬塚三丁目 1,519

犬塚 2,922 ※

中久喜一丁目 494

中久喜二丁目 114

中久喜三丁目 480

中久喜四丁目 511

中久喜五丁目 736

中久喜 2,101

出井 2,281

合　計 16,922 ※

沿線の高齢化率
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路線名 利用者数

1 羽川 80,513

2 間々田 68,899

3 高岳 79,737

4 城東 63,399

5 土塔 12,166

6 大谷 34,051

7 思川駅 16,808

8 道の駅 10,928

9 市民病院 16,552

10 東西 20,349

11 駅東 81,834

（４）コミュニティバスの運行状況

現在、小山駅と東光高岳方面を結ぶコミュニティバスは、高岳線と城東中久喜線の 2 路

線が、いずれも 1 時間に 1 本で運行されている。

当該路線は、羽川および駅東線に次いで、利用者数が多くなっている。

路線別の利用者数
（単位:人/年）
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6.2.2 沿線のまちづくり計画

高岳引込線の沿線では、官民の連携により新しいまちづくりに向けた検討が進められて

いる。

沿線のまちづくり検討が行われているのは、以下の２つのエリアである。

それぞれのエリアで検討されているまちづくりの概要を次頁以降に示す。

〈高岳引込線沿線のまちづくり計画〉

(1)小山駅東口周辺のまちづくり

小山駅東口駅前広場を中心とした小山駅東口周辺約 10ha のエリア

で、東口の顔づくりと魅力ある街の再生に向けた土地利用や開発が検

討されている。

(2)高岳引込線周辺のスマートコミュニティ

NTT データカスタマーサービス（株）や東光高岳（株）、小山高専等

が協働により、エリアの工場廃熱を利用した再生可能エネルギーの地

産地消等によるスマートコミュニティの実現を目指した検討が行われ

ている。
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（１）小山駅東口周辺のまちづくり

日本貨物鉄道（株）と白鷗大学、小山市都市整備部等による合同会議を設置し、平成 26

年３月に「小山駅東口土地利用基本構想」を策定した。

小山駅周辺は、平成 24 年 6 月に小山駅中央自由通路が開通し、平成 25 年度に小山駅東

口新駅前広揚およびアクセス道路の整備が完了した。これを契機として、駅周辺にふさわ

しい土地の高度利用や都市機能更新の需要が高まるなか、東口周辺には日本貨物鉄道(株)

等の所有する約 3ha の大規模低未利用地や、白鴎大学の駐車場用地約 8,000 ㎡、また新た

な土地利用が可能となった旧駅前広場用地約 2,500 ㎡などが存在し、これらの土地活用の

推進・誘導が小山市の発展には欠かせないものである。

本構想は、これらを一体として土地利用構想を策定・誘導し、北関東の玄関口である小

山駅東口の顔づくりと魅力と賑わいのある街の再生を図っていくため、小山市が策定した

ものである。
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小山駅東口周辺のまちづくり対象地区

■整備誘導の方針・イメージ

■展開イメージ

（内容）店舗および低層分譲住宅

（事業主体）JR 貨物等

（内容）現駐車場用地に新キャンパス(約 8000m2)

低層階：商業施設、学生食堂

中層階：法科大学院、法学部、経営学部の校舎

立体駐車場

（事業主体）白鷗大学

（内容）駅東通り一丁目第一地区市街地整備事業(約 2,500m2)

低層部：商業･業務施設、公共公益施設

中高層部：住宅(分譲マンション)

（事業主体）民間事業者（公募で選定予定）

（内容）中高層集合住宅、

生活支援施設、公園

（事業主体）JR 貨物等

（内容）商業、業務、公共公益、

文化交流施設、広場

（事業主体）JR 貨物等
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（２）高岳引込線周辺のスマートコミュニティ

NTT データカスタマーサービス（株）と東光高岳（株）、シムックス（株）、小山高専の協

働で、経済産業省の補助事業（「スマートコミュニティ構想普及支援事業」）を活用して、

本市域の地域特性・地域課題を踏まえた「エネルギーを地産地消し、災害にも強い分散型

エネルギーの事業化調査」を行なうことを目指し、平成 27 年 3月に事業計画などでまとめ

られる計画である。
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6.3 新交通システム導入の効果と今後の検討事項

6.3.1 期待される効果

小山市が抱える貴重な都市ストックである民間所有の高岳引込線を官民連携により

有効活用して新交通システムを導入する施策は、小山市まちづくり総合戦略の理念と基

本方針に合致するものである。高岳引込線を活用した新交通システムの導入は、人と環

境にやさしいコンパクトな交通・まちづくりの取組みを市内の他地区に波及させる先導

的役割や、取組みのメッセージを市外に発信する役割を担うことが期待されます。

１．都市機能の集約と交通体系の再編の

連携による定住できる街（定住促進）

３．小山の街の魅力と活力を高める交通体

系の確立（交流拡大）

•高齢者等の生き生きとした暮らしの支援

（高齢者等の移動補障・外出機会増・田園・緑の保全）

•街なかや沿線の居住促進

•沿線まちづくりなどの誘発

•健康で豊かな生活の支援（高齢者等の健康増進）

•スマートコミュニティの実現

（省資源化を徹底した環境配慮型の持続可能なまちづくり）

•環境負荷の低減

•中心市街地の活性化

•産業の振興、雇用の増大

•税収の増加

２．自動車を持たない人も安心･快適に移動

できる交通環境の構築（健康増進・環境配慮）

基本方針 新交通システム導入の効果の概要
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小山市全体への波及、市外へのメッセージ発信

税収の増加

沿線の居住者や企業の増加に伴

い、市の税収増が期待される。

雇用の増大

沿線の企業イメージの向上や
新たな企業の進出により、沿線
就業者数の増加が期待される。

中心市街地

工場

住宅

東
光
高
岳

新
交
通
シ
ス
テ
ム

中心市街地の活性化

街なかに歩行者が増えて

回遊性や賑わいが創出。

まちのシンボル

小山市の顔にふさわしい

明瞭でデザイン性のある

インフラにより魅力ある

都市空間が創出。

環境負荷の軽減

自動車利用からの転換により、

二酸化炭素などが削減される。

スマートコミュニティの実現

工場廃熱や太陽光等を利用した再生可

能エネルギーの電力網に新交通システ

ムを組込むことで地域全体の安定した

電力供給や電力量の削減が期待。

地域分断の緩和

停留所の設置等で

線路を横断可能な

場所が増える。

産業の振興

交通利便性が向上す

ることで工業団地の

産業支援につながる。

求心

波及

市街地外縁の

田園や緑の保存

沿線に都市機能を集約して

外縁の田園や緑を保存する。

沿線居住の増進

中心市街地に近接する恵まれた立地

環境を活かした沿線居住の促進。

市街化調整区域

の田園等

高齢者等の移動補償

外出機会増・健康増進

高齢者や子供、障がい

者持等の車を運転で

きない交通弱者も街

なかを行き来できる。

沿線まちづくりの誘発

沿線の住宅や商業・業務

施設の開発等が期待。

移動利便性の向上

移動の定時性が確保さ

れ、通勤・通学や通院、

買い物などが便利にな

る。

小山工業高専

街なか居住の促進

中心市街地の街なか居住の促進。
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〈 参考 〉富山ライトレールの整備効果

 公共投資が呼び水となり、市街地再開発事業など民間投資が活性化

 中心市街地の歩行者数が着実に増加（H18→H23 56.2%増加）

 中心市街地の空き店舗が減少（H21→H23 2.3%減少）

 地価の維持

 LRT 開業後、沿線地価は下げ止まり傾向が見られ、3 年後には富山市全体平均が

減少傾向にあるなかで商業系において上昇に転じている。

 住居系の地価について、LRT開業前の沿線地域の地価は全体平均よりも低かったの

に対して、開業後は逆転に転じており、LRT の開業が沿線地価に影響を及ぼした

ものと推察される。

＊出典：H23 国土交通「ＬＲＴ等の都市交通整備のまちづくりへの効果」

＊出典：City Summit2012 「コンパクトシティ戦略による富山市型都市経営の構築」
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 住宅の新規着工件数の増加

 転入人口の増加

 中心市街地の社会増減（転入‐転出）の推移

 中心市街地の社会増減の状況を見ると、平成 19 年以降は転入超過に転換し、

過去 5 年では、年平均 81 人の転入者増加となった。

 公共交通沿線地区の社会増減（転入‐転出）の推移

 公共交通沿線居住推進地区の社会増減の状況を見ると、公共交通の活性化

や居住推進事業により、公共交通沿線の魅力が高まり、平成 24 年より転入

超過に転換した。

 効果のまとめ

＊出典：H23 国土交通「ＬＲＴ等の都市交通整備のまちづくりへの効果」

＊出典：City Summit2012 「コンパクトシティ戦略による富山市型都市経営の構築」

＊出典：H23 国土交通「ＬＲＴ等の都市交通整備のまちづくりへの効果」
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6.3.2 新交通システムについて検討すべき事項

① 新交通システムの計画づくりの基本的な考え方

新交通システムの導入による効果が得られるように、以下の課題について引き続き検討

する必要があります。

施設･運行計画

 路線(ルート)、停留所などの路線計画

ルートとしては、高岳引込線の有効活用を前提とします。

停留所がたくさんあるほど、停留所から出発地や目的地が近くて歩く距離が短く

なりますが、停車回数が多くなるほど、速達性は低下します。

これらを総合的に判断して、停留所などの路線計画を検討します。

 車両が通行する幅員構成などの導入空間

導入する交通システムの種類や車両の大きさ、単線か複線か、すれ違いをする運

用をするかどうか等によって、必要となる導入空間が変わります。

また、停留所への動線や、軌道（道路上で新交通システムを導入する場合)の場合

の沿道出入りとの関係などに考慮して、導入空間を検討する必要があります。

さらに、道路との交差部における信号等による交通制御についても検討する必要

があります。

 車両・システム

高岳引込線は引き続き使用されるため、現在の鉄軌道を活用した車両・システム

が前提となります。鉄軌道は、バスなどの自動車に比べて水平方向の揺れが小さ

く、バスに比べ、乗車 1 人当たりを運ぶ際の環境負荷が小さいシステムです。

交通システムとしては、動力源で、電気、ディーゼル、ハイブリッドなどがあり

ます。また電気でも、架線を必要としないもの(地上集電式やバッテリー式)など、

様々なタイプがあります。JR貨物線に乗り入れる場合は要件として関係します。

また連結する車両数によって輸送力が異なります。

 都市環境に配慮したデザイン

中心市街地のにぎわいを創出する仕掛けとしての新交通システムでは、車両や走

行空間、停留所などのデザインにも配慮する必要があります。
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 車両基地 等

車両基地は車両留置や検査や修理を行うために必要です。また車両運行のための

変電設備なども必要になります。

 他の交通手段との連携（JR やバスとの乗り換え、パークアンドライド駐輪･駐車場）

 JR 小山駅での乗り継ぎ方法は、新交通システムの利便性に大きく影響します。

また、現在のコミュニティバスとの役割分担、連携を図り、中心市街地全体の交

通利便性を高めるように配慮する必要があります。

新交通システムの定時性や速達性を活かし、新交通システムの停留所までは自転

車で移動して、そこから JR 小山駅までは新交通システムを利用するといった使

われ方も想定され、停留所の交通結節点としての機能も重要になります。

 運行計画（ダイヤ）

多くの人に利用されるためには、運行頻度や速達性などの交通サービスを高める

ことが必要です。

何編成で運行するのか、始発・終発時刻は何時にするか、などの運行計画は、事

業費にも大きく影響します。

料金も、利用者の利便性や交通事業の継続性のうえで重要となります。また、料

金収受の方法（ICカードの利用、現金支払い等）は、車両運行の速達性にも影響

します。

事業の枠組み

 事業主体（施設や車両等の整備および運営･運行）

国ではまちづくりと一体になった公共交通の導入を推進しており、新交通システ

ムを導入する場合に様々な支援策があります。

一方で、運営費への支援については、単なる赤字補填は効率的経営努力の妨げに

なる懸念があることに留意する必要があります。

 運営主体の組織形態（民間、第 3 セクター、公共など）、資金計画（国の補助、地方

債、一般財源、官民連携など）等

一般に公共交通事業の採算性は非常に厳しく、運営事業者の自助努力と、国や市

等の適切な関与、市民や地域住民等の協力のもとで、持続性を高めていく必要が

あります。

整備主体、運営主体と国等の支援制度は密接に関係しており、留意する必要があ

ります。

小山市の中心市街地に必要な新交通システムが、持続できるように、収益性を高

めるための工夫や、国等の支援を適切に活用する資金計画を検討する必要があり

ます。
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② 新交通システムの検討の進め方

導入可能性調査

 持続可能な新交通システムを導入するためには、利用者による収支と運行等の支出

の適正な関係が必要です。

 計画地での新交通システムには、どのような需要があるのか、現在の計画地区には

どのような課題（交通利便性の改善、沿道土地利用の推進 等）があり、そのため

の交通像と現状ではどのようなギャップがあるのかを適切に把握し、その需要に対

応できる計画づくりを行う必要があります。

 そのためには、地元住民等による勉強会や市民アンケート調査、及び沿線の企業へ

の聞き取り調査等を通じて、計画地での交通課題や新交通システムの必要性に関す

るニーズを把握します。

沿線まちづくり構想･計画の検討

 沿線に分布する低未利用地の土地活用の推進･誘導は、新交通システムの実現化には

欠かせないものであり、これらの低未利用地を含めた沿線地域全体を一体としたま

ちづくりの検討が必要となります。

 そのため、新交通システム沿線の土地利用は将来どのような姿が望ましいのかを検

討するとともに、沿線の低未利用地等に居住や工業･商業等の都市機能をどのように

整備･誘導していくかについて、市としての方針を検討します。

 また、沿線の住民や工場、小山高専等との連携により、平常時のエネルギー使用の

最適化や災害時の電力供給、新交通システムへの電源供給などを視野に入れ、地域

のエネルギーを創り、蓄え、賢く使うスマートコミュニティの検討も進めます。

需要予測、概算事業費の検討、事業採算性の検討

 新交通システムが導入された場合に、どれくらいの利用が見込めるのか需要予測を

行い、収入計画を検討します。

 一方で、新交通システムの整備、維持・管理に必要な事業費を検討し、支出計画を

検討します。

 これらの結果から、事業の収支分析を行い、事業採算性を評価します。

導入効果の検討

 国や自治体からの支援を受けるためには、新交通システムの導入による効果が、想

定したまちづくりに一致することが必要です。

 このため、計画した施設計画が目標とした効果を発現できるかどうかを、地元住民

等による勉強会などで検討します。
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利用促進策の検討

 新交通システムの導入効果を高めるためには、沿線地区での市街地開発等による需

要の創出や、運賃割引、広告、イベント列車などの賑わいづくりの仕掛けなどによ

る需要の喚起など、利用促進策についても検討する必要があります。

関係者との合意形成

 これらの検討にあたっては、沿線住民や企業、学校などの交通サービスを享受する

関係者との連携して、新交通システムの導入に期待する効果の内容、利用促進策等

に取り組むことが重要です。

 また、計画にあたっては、高岳引込線の所有者や道路管理者･交通管理者･事業者な

ど関係機関との協議・調整が必要になります。

 さらに、検討の経過や期待される効果について、市民への周知（情報提供、社会実

験など）が必要となります。
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※

※社団法人日本交通計画ＨＰ「新交通システムの定義」

   

〈 参考 〉新交通システムの様々な車両タイプ（軌道系）

新交通システムの定義は法規上の位置付けは無いものの、広義には動く歩道・リニア

地下鉄・ＬＲＴなども含めて新しい交通システムを指すものと解釈できる。

小山市では高岳引込線の有効活用を考慮すると、以下に示すような軌道上を走行する

車両・システムが候補として考えられる。

・ レールバス

自動車用の部品を積極的に使用したバス程

度の大きさの熱機関を搭載して自走する鉄道

車両

・ ＤＭＶ

列車が走るための軌道と自動車が走るため

の道路の双方を走ることが出来る車両

・ ＬＲＴ(次世代型路面電車)

低床式車両(LRV)の活用や軌道・電停の改

良による乗降の容易性、定時性、快適性など

で優れた特徴を有する次世代の交通システム

架線式

蓄電池式

（開発段階）

・ 路面電車

都市内や都市近郊の主に道路上に敷設され

た軌道を走行する鉄道


