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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積  26.5  160.7 ha

平成 16 年度　～ 平成 20 年度 平成 16 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

ha
H14 H20

人／年
H14 H20

回
H14 H20

都道府県名 栃木県 高根沢町
たかねざわまち

宝積寺駅周辺地区
ほうしゃくじえきしゅうへんちく

計画期間 交付期間 20

大目標：中心市街地活性化と再生シンボル・先導役として、既存米蔵を活用した「ふれあいと賑わいの交流拠点」の形成
目標１　商業活力を創出する環境作り（消費者等との「ふれあい」や人情味」を大切にした魅力ある商業核、商店街の整備を図る。）
目標２　人や情報が交流する環境づくり（人が商店街を回遊し、楽しみながら情報が交流する施設の整備と人の和の醸成を図る。）
目標３　多世代が安心して快適な暮らしのできる居住環境づくり（田園情趣を生かしたゆとりと緑のある住宅地整備と、人々が協力　し安全で安心して暮らせる居住空間の創出を図る）
目標４　アクセシビリティの高い環境づくり（アクセスしやすくトータルにバリアフリー化された利便性の高い都市基盤施設の整備改善と機能の充実を図る。）

・ＪＲ宝積寺駅周辺は、宝積寺駅の開設とともに市街地が形成され、その交通結節性の高さから、駅周辺や県道宝積寺停車場沿いに小売店舗や業務機能の立地が進み、町内をはじめ隣接市町村や県東地区からの利用、そして交通
及び交流の場として本町の中心的役割を担ってきたが、モータリゼーションの進展に伴う商業施設の郊外進出、経営者の高齢化・後継者不足に伴う空き店舗の増加、商店街への集客や宝積寺駅への乗客を上手く滞留させる歩行者
の仕組みが不足していることから、中心市街地としての魅力・求心力が低下し、市街地の空洞化が進み、その対策が急務となっている。
・「第４次高根沢町振興計画後期基本計画」「高根沢町中心市街地基本計画」において、中心市街地にある宝積寺駅を核とした商店街活性化事業と居住環境の整備改善事業を総合的かつ一体的に推進することが早期に必要な地域
と位置付けが与えられている。
・地元地域においては、中心市街地商業等はもとより町の振興を図るため、これまでも地域住民・商店街・行政との連携を図ることが重要と考え、町商工会に「高根沢まちづくり委員会」が組織され、３年間にわたり、まちづくりに関する
取り組み（イベント等の開催、専門家による勉強会等）を積極的に実施してきており、商業者や地域住民のまちづくりの気運が高まっているところである。
・昭和48年に建設されて以来以来30年間、地域商工業の振興の発展のための拠点として、また、地域住民のよりどころとして、幅広く利用されてきた商工会館は、施設の老朽化が進み会館建設計画が検討されてきた。中心市街化商
業等の活性化には、商工会の役割は多大であることから、大谷石を活用した町商工業振興拠点施設を町周辺地区に誘致し、再生のシンボル・先導役として、既存の米蔵を活用した「ふれあいと賑わいの交流拠点」の形成を目指すも
のであり、地域交流センター、多目的ホール、商工会館等大谷石蔵のイメージで景観を配慮し、一体的に整備し活用する必要がある。

・宝積寺駅東側にある旧農協倉庫群と未開発の荒地等を、町の玄関口にふさわしい居住環境に改善する必要がある。
・駅周辺の古くからの中央市街地には地域住民や来訪客が交流し滞留する場がなく、町の顔が見えないばかりでなく、商店街等の活力低下を招いている。駅前に関東有数の米所の象徴として、現在活用されていない大谷石造りの倉庫があり、年に数回
イベント等に使用されているが、中心市街地活性化の拠点としての本格的活用が急務となっている。
・地域活性化の拠点施設がなかった地区のため、地域交流センター（ちょっ蔵館）を整備することに伴い交流拠点へのアクセスを併せて整備・改善することで、地域住民・来街者はもとより周辺商業者等の交流を容易にするとともに、中心市街地の回遊性
を高める必要がある。
・宝積寺駅周辺は、ＪＲ宇都宮線により東西に分断され、駅利用者の７割を占める駅東側の住民には踏み切りの横断が伴い、不便かつ危険な地域となっており、地域住民はもとより町民から、安全で快適な交通の確保、さらには、少子高齢化社会にも対
応できるバリアフリーな施設として、宝積寺駅東西連絡通路及び駅舎建設の際には、エレベーターを設置する等を要望する声が高まっており、早急な整備が必要である。

「第４次高根沢町振興計画後期基本計画」「高根沢町中心市街地活性化基本計画」に、中心市街地にある宝積寺駅を核とした商店街活性化事業と居住環境の整備改善事業を総合的かつ一方的に推進することが早期に必要な地域とあり、中心市街地
の活性化にあたっては、中心市街地を「交流の場」とし、これまでに蓄積された社会資本や地域の資源を生かし、誰もがくらしやすく人々を暮らしやすく人々を豊かにする多様な機能の集積と施設の整備、充実を推進する。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

1.05ha

駅利用者数 駅利用者の増加の度合いを交流人口の増加と判断 駅周辺の高付加価値化を行い、２割の駅利用者の増員を目指す。 75万人／年 90万人／年

空き地の商業系利用率 商業への利用転換の増加の度合いで商業活動の活性化を判断 区域内近隣商業地域の空き地の商業系利用転換を目指す。 0ha

12回イベント回数 東西広場で開催されるイベントの増加を賑わいの復活と判断 東西広場でのイベントを月１回の開催を目指す。 3回



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他

宝積寺駅東西連絡通路（基幹事業）
宝積寺駅橋上駅舎整備事業（提案事業）
高質空間形成施設（基幹事業）

○まちづくり活動支援事業
高根沢町中心市街地活性化事業計画に則し、中心市街地における商業等の活性化のための具体的な計画を策定するために必要な調査研究を行い、関係者のコンセンサスの形成を図ることを目的に、平成13年度に高根沢町商工会に『高根沢まちづくり委
員会』が組織された。
事業の内容
（１）中心市街地の商業等活性化のための勉強会、講習会の開催
・まちづくりの先導的な役割を担う、中心市街地活性化の総合的なマネージメントを行うTMOの設立のため、地元商業者等関係者から構成される委員会等を開催し、商業者や住民の意見を汲み上げ、地元のコンセンサスの形成を図る。
（２）中心市街地の商業等活性化のための先進地視察研修会の開催
・中心市街地活性化事業に取り組んでいる先進地視察を行うことにより、その手法を学び事業の推進を図る。

（３）中心市街地の商業の活性化のための具体的な計画策定に必要な調査研究
・消費者ニーズ、商業施設の立地動向調査、整備計画シミュレーション等調査研究を行う。
（４）宝積寺東の石蔵を利用したイベントの開催
中心市街地活性化には、宝積寺駅東の整備が最大の事業として位置付けられており、委員会の最大目的は活性化の研究にある。駅東地区開発整備の重要性と必要性を認識し、これを町民や地域住民に訴えていくことが重要と考え、『蔵』のアピールと開
発整備の理解を得るための行動としてイベントを開催することとなった。商業者はもとより、多くの町民の参加を得て開催できたことに意義があり、少しずつ町民等にも浸透するところとなったため、今後も継続的に実施することが、町民とコミュニケーションを
図るためにも必要である。

○地域創造支援事業
宝積寺駅舎整備事業（橋上駅舎整備）
・駅及び駅の関連施設は利用者にとっての安全性、利便性、機能性、快適性の確保が望まれる。このため駅を利用する高齢者や障害者、子供等に配慮した安全で美しく、そしてあたたかく、やさしさのある駅とし、バリアフリーな施設整備により、宝積寺駅東
西連絡通路の整備と併せ、駅舎は橋上化とする。

・アクセシビリティの高い環境づくり
アクセスしやすくトータルにバリアフリー化された利便性の都市基盤施設整備改善と機能の充実を図る。

方針に合致する主要な事業

・商業活力を創出する環境づくり
人の「ふれあい」や「人情味」を大切にした魅力ある商業核、商店街の整備を図る。

地域交流センター（基幹事業）、観光交流センター（基幹事業）、ちょっ蔵広場整備（基幹事業）、
商業支援施設（関連事業／町）、高根沢町商工会館建設（関連事業／商工会）

・多世代が安心して快適な暮らしができる居住環境づくり
田園情趣を生かしたゆとりと緑のある住宅地整備と、人々が協力し安全で安心して暮らせる居住環境の創出を図る。

駅前緑地、駅西多目的広場整備（基幹事業）
・人や情報が交流する環境づくり
人が商店街を回遊し、楽しみながら情報が交流する施設の設備と「人の和」の醸成を図る。

道路整備（基幹事業）



交付対象事業等一覧表（変更後）

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

道路 高根沢町 直 延長L=300m 15 19 16 19 369 72 72 72

道路 高根沢町 直 延長L=1300m 16 20 16 20 78 78 78 78

道路 高根沢町 直 延長L=　60m 15 17 16 18 134 129 129 129

道路 高根沢町 直 延長L=560m 15 20 16 20 52 25 25 25

道路 高根沢町 直 延長L=255m 20 20 20 20 13 13 13

道路 高根沢町 直 延長L=241m 20 20 20 20 9 9 9 9

道路 高根沢町 直 延長L=985m 20 20 20 20 25 25 25 25

道路 高根沢町 直 延長L=219m 20 20 20 20 12 12 12 12

道路 高根沢町 直 延長L=440m 20 20 20 20 14 14 14 14

公園

河川

下水道

駐車場有効利用システム －

地域生活基盤施設 高根沢町 直 － 15 20 16 20 246 132 132 132

高質空間形成施設 高根沢町 直 － 15 20 16 20 71 52 52 52

高次都市施設 高根沢町 直 － 16 18 16 19 722 722 722 722

既存建造物活用事業 高根沢町 直 建築面積311㎡ 15 18 16 18 117 105 105 105

既存建造物活用事業 高根沢町 直 建築面積101㎡ 15 19 16 19 45 41 41 41

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

バリアフリー環境整備促進事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 1,894 1,429 1,429 1,429 …A

提案事業
（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費
高根沢町 直 駅舎面積380m 16 18 16 18 898 898 898 898

0

－ 0

－ 0

高根沢まちづくり委員会 間 － 13 17 16 17 7 2 2 2

－ 0
合計 905 900 900 900 …B

合計(A+B) 2,329
（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
商工会 経済産業省 建設面積520㎡ ○ 16 16 130

高根沢町 建築面積197㎡ ○ 15 18 67

合計 197

全体事業費

高根沢町商工会館建設 高根沢町商工会館建設

町道204号線

町道243号線

町道354号線

事業 事業箇所名

事業 事業箇所名

地域創造
支援事業

事業活用調
査

宝積寺駅舎整備事業 宝積寺橋上駅舎整備

－

住宅市街地
総合整備
事業

町道348号線

町道350号線

町道348号線歩道

町道202号線

町道201号線

交付対象事業費 2,329 交付限度額 793 国費率 0.340

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目 うち民負担分
町道560号線

－

ちょっ蔵広場他１事業

町道348号線歩道舗装他2箇所

宝積寺駅東西連絡通路

地域交流センター（ちょっ蔵ﾎｰﾙ）

観光交流センター（情報発信館）

0

細項目 うち民負担分
規模

（参考）事業期間 交付期間内事業期間
事業主体 直／間

－

まちづくり活動支援事業 －まちづくり活
動推進事業 －

0

商業支援施設 商業支援施設

事業主体 所管省庁名 規模
（いずれかに○） 事業期間



都市再生整備計画の区域（変更後）

　宝積寺駅周辺地区（栃木県高根沢町） 面積 160.7 ha 区域
高根沢町大字宝積寺、光陽台一丁目、光陽台二丁目、光陽台三丁目、光陽
台四丁目、光陽台五丁目、宝石台五丁目の各一部



3 （H14年度） → 12 （H20年度）

750,000 （H14年度） → 900,000 （H20年度）

0 （H14年度） → 1.05 （H20年度）

イベント回数（回）

中心市街地活性化と再生シンボル・先導役として
「ふれあいと賑わいの交流拠点」の形成を目指す。

駅利用率（人/年）

空き地の商業系利用率（ｈａ）

代表的
な指標

目標

宝積寺駅周辺地区（栃木県高根沢町） 整備方針概要図（変更後）

■提案事業
事業活用調査
まちづくり活動支援事業

■提案事業
地域創造支援事業
宝積寺橋上駅舎整備事業

■基幹事業
地域生活基盤施設
高質空間形成施設 ちょっ蔵広場

■基幹事業
道路 町道560号線

■基幹事業
道路 町道350号線

■基幹事業
高次都市施設
宝積寺駅東西連絡通路

■基幹事業
道路・高質空間形成施設
町道348号線

■基幹事業
既存建造物活用事業
地域交流センター ちょっ蔵ホール

■基幹事業
既存建造物活用事業
観光交流センター 情報発信館

■基幹事業
地域生活基盤施設
駅前緑地

■基幹事業
高質空間形成施設
駅西広場

○関連事業
高根沢町商工会館

○関連事業
商業支援施設

■基幹事業
道路 町道354号線

■基幹事業
道路 町道202号線

■基幹事業
道路 町道201号線

● ●
●

■基幹事業
道路 町道243号線

■基幹事業
道路 町道204号線


