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都市再生整備計画　事後評価シート
間々田駅周辺地区

平成２３年３月

栃木県小山市



様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 210.0ha

交付期間 0.358

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

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

４）定性的な効果発現状況

●

●

●

Ｈ17 2,000指標４
センター施設自主講座
数

講座/年 1,620

2131.6

間々田駅周辺地区
平成18年度～平成22年

度
平成22年度事後評価実施時期

栃木県 市町村名 小山市

交付対象事業費 国費率

指標６

その他の
数値指標1

地区名

事業名

道路（市道4285号線の1路線）

まちづくり活動推進事業（道路の花いっぱい事業、道路の愛称募集事業）

数　　値

　平成18年度～22年度

平成　　年度　～　　年度

交付期間
の変更

フォローアップ
予定時期

平成23年6月
車屋美術館の整備により、市民自らが主体となる地域活動の拠
点かつ地域文化創造の場の交流の核となる施設として位置づけ
られ、施設整備効果が十分に発現している。

効果発現要因
（総合所見）

東口及び西口の駅前広場整備事業を実施しバリアフリー化が図
られたことで、利用者にとって安全な生活環境が改善された。

通行者数調査時点では整備が完成しておらず、社会情勢の変化
により影響を受ける可能性はあるが、整備によって安全性や沿
道商店の利便性が高まり、数値目標を達成する見込みである。

まちづくりに向けた機運が向上し、月に1回程度勉強会を開催し
住民の知識向上と情報交換の場として活用するなどまちづくり活
動が活発に行われている。

平成23年9月

地域交流センターや地域生活基盤施設の整備及び地域交流セ
ンターへのアクセス道路の整備効果により安定して講座が開催さ
れており、施設整備効果が十分に発現している。

平成23年6月

○

目標
達成度※１

1年以内の
達成見込み

今後の対応方針等

交付期間途中に供用した事業の効果を確認することができた。モニタリング同様に
毎年度の本市統計書により確認する。

平成23年6月

モニタリング 市統計調査等によるモニタリング

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したが、実施できなかった

間々田駅周辺地区整備推進協議会
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したが、実施できなかった

市民を主体としたまちづくり活動が継続して行われるようになり、今後も市はまちづく
り関連活動の支援を継続する。

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

住民参加
プロセス

持続的なまちづくり
体制の構築

幹線道路等整備住民研究会の活動

市民の意見交換の場として活動できており、今後も市は活動支援を継続する。

地域創造支援事業（暗い夜道解消事業)、事業活用調査(幹線道路等整備住民研究会の活動支援調査）

新たに追加
した事業

道路（8路線）、地域生活基盤施設（緑地、交流広場、調整池）、高次都市
施設（地域交流センター）、既存建物活用事業（車屋美術館）

地域創造支援事業（運動施設整備事業、市民交流センター整備事業、休
憩広場整備事業、町谷地区排水対策事業）

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

道路花いっぱい事業は関連事業への移行、道路の愛称募集事業は事業見
直しにより保留となったため削除

なし

なし

地域交流センターとその関連施設及び車屋美術館の整備が、快適でうるおいのある
生活環境の実現を図ることにつながることから、「センター施設自主講座数」、「セン
ター施設を活動の場とした団体数」、「車屋美術館主催の研修会、講座の開催数」を指
標に追加。

日常の防犯性の向上及び災害時や緊急時の対応、かつ、快適な生活環境
の形成を図るため。また、地域再生のための住民参加型の交流施設づくりと
弱者に優しいまちづくり推進のための核施設として活用するために追加

 ５）実施過程の評価

本事業の実施に伴い、まちづくり活動団体等の積極的な取り組みが徐々に実を結び、各種事業に対する合意形成のとりまとめ等、協働のまちづくり活動が浸透してきた手応えがある。

その他の
数値指標２

狭隘道路の割合が改善されつつあり、緊急車両の進入が容易に
なり、安心・安全のまちづくりが構築されている。

狭隘道路の割合 ％ 31.6 Ｈ17

平成23年6月
間々田駅東西口駅前広場整備、車屋美術館の整備などによる
地域の交流の場が設けられ、人口減少に歯止めが掛かり、増加
傾向が見られ、効果の発現の兆候がある。

4,131

27.1

効果発現要因
（総合所見）

数　　値

4,136

 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

指　標
従前値 目標値

駅周辺居住人口の推移 人 4,082 Ｈ17

Ｈ17 10 Ｈ22 220

18

指標1

指　標

指標２

団体

まちづくりに関する活動
団体数

指標５
センター施設を活動の
場とした団体数

指標３

-
地域交流センターや地域生活基盤施設の整備及び地域交流セ
ンターへのアクセス道路の整備効果により活動団体が施設を利
用しやすくなり、施設整備効果が十分に発現している。

-○

○

○

300 Ｈ22

4

20

Ｈ22 2,900

商店街の通行者人数 人/日 281 Ｈ17

地域交流センター関連施設整整備が、快適でうるおいのある生活環境の実現を図る
ことにつながることから、「センター施設自主講座数」、「センター施設を活動の場とした
団体数」を指標に追加。

1年以内の
達成見込み

32 平成23年6月Ｈ22

Ｈ22

地域再生のための住民参加型の交流施設づくりと弱者に優しいまちづくり推
進のための核施設として活用すると共に、「歴史の道・鎌倉道」を介し、間々
田地区の回遊性を高めるため、また町谷地区の雨水排水の円滑化を図るた
め追加

目標
達成度

○18

フォローアップ
予定時期

△298

 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

従前値 目標値

通行者のバリア等の改
善率

％ 18 Ｈ17

20 Ｈ22

32

実施内容
都市再生整備計画に記載し、実施できた

実施状況

団体 2 Ｈ17 4

Ｈ17

車屋美術館主催の研修
会、講座の開催

回/年

 １）事業の実施状況

歩道拡幅予定地が国指定史跡である「乙女不動原瓦窯跡」の文化財であ
り、また、その史跡部分を歩行することにより通行区分が明確になるために
削除

削除/追加の理由

当初計画に
位置づけ、

実施した事業

事業名

当初計画
から

削除した
事業

道路（駅前広場東西口2箇所及び市道下町駅前線、市道3212号線、市道265号線、外9路線）、高質空間形成施設（照明施設、モニュメント等）

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響

290

4

20

32

6,400



様式２－２　地区の概要

単位：％ 18 H17 32 H22 32 H22

単位：人/日 281 H17 300 H22 290 H22

単位：団体 2 H17 4 H22 4 H22

単位：講座/年 1,620 H17 2,000 H22 6,400 H22

単位：団体 18 H17 20 H22 20 H22

単位：回/年 0 H17 10 H22 32 H22

単位：人 4,082 H17 4,136 H22

単位：％ 31.6 H17 27.1 H22

目標１　駅舎のエレベータ設置にあわせ、子供やお年寄り等にとっての移動環境に係る障害を取り除き、安全な生
活環境の形成を図る。
目標２　地域資源の活用や施設の高質化整備により、快適でうるおいのある生活環境の実現を図る。
目標３　日常の防犯性の向上や災害など緊急時にも対応できるまちづくりにより、安心できる生活環境の形成を図
る。 車屋美術館主催の研修会、講座の開

催
駅周辺居住人口の推移

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）

■快適な住環境の形成を図るためにまちづくり活動支援をおこない、まちのルールについて地区計画制度の検討をする。
■商業施設の活性化のために、地元の交流の場づくりや交流活動等のイベント開催支援を行う。
■移設された地域活動拠点施設へのアクセス道路の整備や、狭隘道路の拡幅整備を行いネットワークの充実を図る。
■JR間々田駅から「歴史の道」への人の流れを生み出すために乙女河岸周辺整備事業を推進する。
■通過交通量増加に伴う安全性の確保のため道路整備にあわせた安全対策事業を行う。

まちの課題の変化

駅東西口の駅前広場の整備が完成し、エレベータ設置などのバリアフリー化が図られ、交通機能強化のために都市計画道路整備や飯田踏切拡幅事業に着手した。また市民交流センター及び関連施設と車屋美術館が完成し、地域
活動の拠点となり、まちづくり活動団体では繰り返し勉強会を行い「安心・安全」に対する意識の向上が図れた。今後は、近隣商業機能や地域の交流活動の活性化のためのソフトづくりや狭隘道路及び地域拠点施設へのアクセス道
路整備及び安心・安全で快適な住環境整備のための「地区のルール」づくりが課題となっている。また、道路整備による通過交通増大に伴う安全性の確保が新たな課題となっている。

狭隘道路の割合

まちづくりに関する活動団体数

センター施設自主講座数

センター施設を活動の場とした団体数

商店街の通行者人数

通行者のバリア等の改善率

目標値 評価値

間々田駅周辺地区（栃木県小山市）　都市再生整備計画事業の成果概要

従前値まちづくりの目標 目標を定量化する指標

思川
国道４号線

間々田駅

ＪＲ宇都宮線

　　　　　　　　　　基幹事業
　　　　　　　　　　提案事業
　　　　　　　　　　関連事業

凡　　例
□提案事業
地域創造支援事業
暗い夜道解消事業
事業活用調査
幹線道路等整備住民研究会の活動支援調査

■基幹事業
地域生活基盤施設、高次都市施設
間々田市民交流センター

□提案事業
地域交流センター整備事業
間々田市民交流センター

■基幹事業
道路　遊歩道整備

■基幹事業
道路　市道4262号線舗装改良整備

■基幹事業
道路　高質空間
間々田駅西口駅前広場整備

□提案事業　地域創造支援事業
　町谷地区排水対策事業

■基幹事業
道路　市道3208号線舗装改良整備

■基幹事業
道路　市道3204号線舗装改良整備

■基幹事業
道路　市道4301号線舗装改良整備

■基幹事業
道路　市道4303号線舗装改良整備

■基幹事業
道路　高質空間
市道下町駅前線高質化整備

■基幹事業
道路　市道3214号線舗装改良整備

■基幹事業
道路　市道265号線舗装改良整備

■基幹事業　道路　市道7001号線歩車共存道路整

備

■基幹事業　道路　市道3267号線歩車共存道路整

備

■基幹事業　道路　市道3201号線歩車共存道路整

備

○関連事業
人にやさしいまちづくり事業「ＪＲ間々田駅エレベーター」設置事業
東北本線間々田駅バリアフリー施設整備事業
緊急地方道整備事業間々田停車場線電線共同溝工事

■基幹事業　道路　市道7002号線道路改良整備

■基幹事業　道路　市道3191号線歩車共存道路整

備

■基幹事業　道路　市道3714号線歩車共存道路整

備

■基幹事業　道路　市道3188号線歩車共存道路整

備

■基幹事業
道路　高質空間　間々田駅東口広場整備

■基幹事業　道路　市道3210号線舗装改良整備

■基幹事業　道路　市道3216号線舗装改良整備

■基幹事業　道路　市道3211号線舗装改良整備

■基幹事業　道路　市道3215号線舗装改良整備

■基幹事業　道路　市道3212号線舗装改良整備

■基幹事業　道路　市道7008号線道路拡幅整備

■基幹事業　道路　市道7009号線道路拡幅整備

■基幹事業・既存建造物活用事業
車屋美術館

■基幹事業　道路　市道3234号線道路改良整備

間々田駅西口 間々田駅東口

交流センター

車屋美術館


