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第２章 現況と課題 

１．道路網の現況 

  本市の道路網を見ると、本市を南北に縦断する東北縦貫自動車道と東西軸

の北関東自動車道が市北部において接続し、国道５０号が市南部を、国道２

９３号が市北部を東西に横断しています。 

  また、栃木地域の中心市街地から放射状に伸びる県道を軸に形成されてお

り、南北に長い市域を持つ本市においては、南北の軸である（主）宇都宮亀

和田栃木線、（主）栃木藤岡線と（一）栃木環状線が骨格を成し、これに接続

する（一）蛭沼川連線、（一）南小林栃木線、（主）藤岡乙女線、（主）栃木粟

野線、（主）桐生岩舟線等によりネットワークが形成されています。 

  そして、これらの幹線道路を補完する形で市道が接続し、道路網が形成さ

れています。 

  ※（主）は主要地方道の略、（一）は一般県道の略。以下同じ。 

 

表 2-1 道路の現況（平成２８年４月１日現在） 

種 別 路線数 延長(m) 

高速自動車国道 2 29,838 

一般国道 2 24,578 

主要地方道 14 123,101 

一般県道 24 87,420 

合  計 42 264,937 

 ※一般県道の内自転車道除く（出典：栃木県県土整備部 道路現況調査） 

 

  表 2-2 市道路線数及び延長（平成２８年４月１日現在） 

種 別 路線数 総延長(m) 実延長(m) 

１級市道 77 249,260 230,017 

２級市道 151 217,424 214,844 

その他の市道 4710 1,558,413 1,527,850 

合  計 4,938 2,025,097 1,972,711 

   ※その他の市道には自歩道を含む。 

（自歩道とは自転車歩行者専用道路であり、車道に併設されるものを除く。） 

     ※実延長＝総延長－重用延長－未供用延長 
        （重用延長とは、上級の路線に重複している区間の延長をいう。） 
   ※平成２８年３月３１日付けで市道路線網を再編 
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２．市道の改良率と舗装率 

市道の実延長に対する改良率は６５．３％、舗装率は８５．５％であり、

改良率は栃木県平均を下回っています。 

表 2-3 市道改良率及び舗装率（平成２８年４月１日現在）    

   実延長(m) 改良済延長(m) 改良率(%) 舗装道延長(m) 舗装率(%) 

栃木地域 653,718 442,065 67.6 482,157 73.8 

大平地域 307,545 227,623 74.0 302,006 98.2 

藤岡地域 339,896 171,155 50.4 254,218 74.8 

都賀地域 270,919 172,545 63.7 262,183 96.8 

西方地域 148,063 110,858 74.9 143,629 97.0 

岩舟地域 252,570 163,390 64.7 242,534 96.0 

計 1,972,711 1,287,636 65.3 1,686,727 85.5 

 

 

   表 2-4 全国及び栃木県の市町村道の改良率、舗装率（平成２６年４月１日現在） 

 改良率(%) 舗装率(%)  

 

（出典：栃木県県土整備部 道路現況調査） 

全  国 ５８．２ ７８．４ 

栃木県 ６８．３ ８３．６ 

 

【改良率】 実延長のうち、道路構造令（昭和45年10月29日 政令第三百二十号）の規定に適

合するように改築された道路延長の率。 

 
【舗装率】 実延長のうち、コンクリート舗装、アスファルト舗装された道路延長の率。路面の防

塵処理は舗装率に含まない。 

 
【路面の防塵処理】 いわゆる「防塵舗装」と称されるもの。砕石を敷き均し転圧した上にアスフ

ァルト乳剤を散布し、細かい砂利を敷き均したもの。防塵舗装は、通常のアスファルト舗装に比

べ安価であるが、耐久性が劣る。道路構造令、簡易舗装要綱によらないため、未舗装とみなされる。 

 

３．都市計画道路の整備状況 

都市計画道路の改良率は６０．７％と、県平均（６７．０％）を下回って

います。 

表 2-5 都市計画道路の整備状況（平成２７年３月３１日現在） 

 計画延長(㎞) 改良済延長(㎞) 改良率(%) 概成済延長(㎞) 

栃木県 1,610.65 1,079.13 67.0 159.98 

栃木市 131.35 79.75 60.7 13.46 

 
【概成済延長】 改良済以外の区間のうち、都市計画道路と同程度の機能を果たし得る現道（概ね計

画幅員の２／３以上又は４車線以上の幅員を有する道路）を有する区間で、その現道に対応する都市

計画道路延長。                  （出典：平成２６年都市計画年報） 

※ 都市計画道路の計画決定延長と、市道の実延長とは一致しません。 

 

http://www.weblio.jp/content/%E8%A6%8F%E5%AE%9A
http://www.weblio.jp/content/%E9%81%A9%E5%90%88
http://www.weblio.jp/content/%E9%81%A9%E5%90%88
http://www.weblio.jp/content/%E6%94%B9%E7%AF%89
http://www.weblio.jp/content/%E9%81%93%E8%B7%AF
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図 2-1 道路網現況図 

※主要な幹線道路のみ掲載 
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４．自動車交通の現況 

（１）自動車交通量 

   市内の主要な幹線道路のうち特に交通量が多い路線は、国道５０号、（一）

栃木環状線であり、平日１２時間交通量が２万台を超えています。 

   これに次いで交通量が多いのは、栃木地域の中心市街地から放射状に伸

びる（主）栃木粕尾線をはじめとする県道６路線であり、平日１２時間交

通量が１万台を超えています。 

 

（２）混雑度 

   混雑度が高い路線は、（主）栃木藤岡線、（一）栃木環状線等であり、平

日混雑度が１．２５を超えており、混雑や渋滞が発生しています。 

【混雑度の目安】  

1.00以下 道路が混雑することなく、円滑に走行できる。 

1.00-1.25 道路が混雑する可能性のある時間帯が1～2時間あるものの、何時間も混雑が連続

する可能性は小さい。 

1.25-1.75 ピーク時間帯はもとより、ピーク時間を中心として混雑する時間帯が加速度的に増

加する可能性が高い状態。 

1.75-2.00 慢性的混雑状態。昼間 12 時間のうち混雑する時間帯が約 50%に達する。 

2.00以上 慢性的混雑状態。昼間12時間のうち混雑する時間帯が約70%に達する。 

 

表 2-6 自動車交通量及び混雑度（平成２７年度道路交通調査） 

H22 H27 前回比 H22 H27 前回比
台 台

東北縦貫自動車道 栃木IC～栃木都賀JCT 48,252 53,307 1.10 0.72 0.76 1.06
北関東自動車道 栃木都賀JCT～都賀IC 19,456 22,861 1.18 0.41 0.50 1.22
一般国道50号 小山市上泉772 25,682 20,448 0.80 0.79 0.66 0.84
一般国道293号 西方町金崎 8,477 13,985 1.65 0.92 1.68 1.83
(主)栃木藤岡線 栃木市室町11-2 11,979 13,174 1.10 1.44 1.33 0.92
(主)栃木小山線 樋ノ口町39-2 12,314 12,131 0.99 1.13 1.16 1.03
(主)栃木粕尾線 野中町445 19,727 19,504 0.99 1.08 1.03 0.95
(主)栃木二宮線 大宮町1579 6,139 5,763 0.94 1.05 1.00 0.95
(主)栃木佐野線 泉川町329 8,260 8,033 0.97 1.09 2.27 2.08
(一)栃木環状線 栃木市片柳町4-15 22,512 23,668 1.05 1.61 1.76 1.09
(主)栃木藤岡線 大平町冨田1880 13,297 14,128 1.06 0.62 0.68 1.10
(主)岩舟小山線 大平町榎本363 5,328 5,214 0.98 0.66 0.68 1.03
(一)蛭沼川連線 大平町西野田120-1 9,431 9,729 1.03 0.89 0.91 1.02
(主)佐野古河線 藤岡町甲1551-1 7,677 6,927 0.90 0.97 0.94 0.97
(主)栃木藤岡線 藤岡町大前3489 7,068 7,187 1.02 0.67 0.41 0.61
(主)藤岡乙女線 藤岡町新波411-2 1,760 1,818 1.03 0.29 0.29 1.00
(主)宇都宮亀和田栃木線 都賀町合戦場748-1 10,907 11,190 1.03 1.10 0.97 0.88
(主)栃木粟野線 都賀町大橋318-1 3,660 4,310 1.18 0.48 0.71 1.48
(一）大橋家中線 2,225 2,299 1.03 0.33 0.34 1.03
(主)宇都宮亀和田栃木線 西方町金井 6,503 6,671 1.03 0.37 0.39 1.05
(一）上久我栃木線 西方町元1111 1,694 1,765 1.04 0.28 0.28 1.00
(主)桐生岩舟線 佐野市町谷町3 13,314 11,065 0.83 1.54 1.42 0.92
(一)和泉間々田線 岩舟町静戸1485-6 1,403 1,542 1.10 0.25 0.29 1.16
(一）中岩舟線 岩舟町三谷386 3,333 3,318 1.00 0.52 0.49 0.94

路線名 観測地点
平日１２時間交通量 平日混雑度

 

※この表は、主な路線の代表的な観測地点における「平日 12 時間交通量」及び「平日混雑度」に

ついて、掲載したものです。
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図 2-2 平日１２時間交通量（平成２７年度 道路交通調査） 
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図 2-3 平日混雑度（平成２７年度 道路交通調査） 
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５．将来都市像の実現に向けた道路整備の課題 

  栃木市総合計画（改訂版）に掲げる将来都市像「“自然”“歴史”“文化”

が息づき  “みんな”が笑顔のあったか 栃木市」の実現を図るための道路

整備の課題について、次のとおり整理します。 

 

（１）道路ネットワークの構築 

本市の各地域を結ぶ幹線道路は県道に依存しており、地域の連携を高め

新市の一体化を図るため、県道を補完する市道の整備が必要です。また、

新市として均衡ある発展を図るためには、市域内の拠点（都市拠点、観光

拠点、産業拠点等）を結ぶ道路ネットワークの構築が必要です。 

 

（２）広域交流を促進する道路の整備 

 本市の北西部は三峰山、大倉山をはじめとした山々が連なり、東は思川、

中央に巴波川が流れ、南は渡良瀬川、渡良瀬遊水地が広がり、行政境とな

っていることから、近隣市町との道路ネットワークは十分とはいえない状

況です。本市が、地方都市として自立し発展していくためには、近隣自治

体との交流、連携を図る道路整備が必要です。 

 

（３）観光交流を促進する道路の整備 

本市は、豊かな自然環境に恵まれ、蔵の街、県営みかも山公園、太平山、

渡良瀬遊水地、つがの里、金崎の桜つつみなどの観光資源を有しており、

これらを有効に活用し観光交流人口の増加を図るためには、観光拠点を有

機的に結び、地域の魅力を引き出す道路の整備が必要です。 

 

（４）駅周辺の道路の整備  

本市は、東武日光線、東武宇都宮線、ＪＲ両毛線が通り、１３箇所の鉄

道駅を有しています。しかし、駅周辺の道路は整備が不十分な箇所もあり、

公共交通の利便性を高めるため、駅周辺の計画的な道路整備が必要です。 

 

（５）交通安全施設の整備 

本市の歩道の整備状況はまだまだ不十分であり、歩行者等が安全、安心

に道路を通行できるようにするため、通学路を中心とした歩道の整備が必

要です。 

また、自転車による事故の増加に伴い自転車通行の規制が強化されるな

か、自転車等の通行の安全を確保するため、自転車専用レーンの設置等に

ついても検討が必要です。 
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（６）バリアフリー化の推進 

だれもが安全に安心して利用できる「ユニバーサルデザイン」の考え方

を重視した人にやさしい道路の整備が求められており、特に駅の周辺や高

齢者や障がい者等が比較的多く利用する施設の周辺において、歩道の段差

の解消や視覚障害者誘導用ブロックの設置など、面的、一体的なバリアフ

リー化の推進が必要です。 

 

【ユニバーサルデザイン】 老若男女といった差異や障がい、能力の如何を問わず、誰も

が制約なく利用できる施設の設計（デザイン）のこと。 
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６．各地域の現況と課題 

（１）栃木地域 

 図2-4 栃木地域 道路網図 

293

東

道
北

寺尾地区

皆川地区

吹上地区
国府地区

大宮地区
栃木地区

 

【現 状】 

○ 栃木地域は、本市の中央に位置し、鉄道や高速道路など交通ネットワー

クが整い、市役所をはじめ税務署、警察署などの官公署や学校、病院など

公共公益施設や商業施設が集積し、人口が集中しています。また、蔵の街

や太平山など歴史遺産や観光資源が豊富であり、多くの観光客が訪れてい

ます。 

○ 地域の中央（栃木地区）は、栃木駅（東武、ＪＲ）周辺及び栃木大通り

（（主）宇都宮亀和田栃木線、（主）栃木藤岡線）を中心に商業施設、文

化施設が集積し、中心市街地が形成されており、その周辺には住宅地が広

がっています。道路網は、（主）宇都宮亀和田栃木線、（主）栃木藤岡線

を軸に放射状に伸びる県道と、環状道路である（一）栃木環状線により形

成されており、各方面から市街地に流入する車両により、栃木大通りを中

心に渋滞や混雑が発生しています。また、栃木大通りや巴波川周辺は、蔵

などの歴史的建造物が多く存在しており、電線類の地中化や自然石を使用

した歩道の整備など、歴史的景観に配慮した道路整備がなされています。 
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  ○ 東部（大宮、国府地区）は、中心市街地に隣接、近接した地域で市街

化が進んでおり、地区の東部には産業団地が整備されていますが、全体

的には圃場整備された農地が中心となっています。道路網は、東西方向

の（主）宇都宮栃木線、（主）栃木二宮線、南北方向の（一）小山都賀

線、大規模農道（市道１００１（１１３）号線）を中心に、土地改良事

業により整備された道路により形成されており、道路基盤は比較的整っ

ています。 

  ○ 西部（皆川、吹上地区）は、市街地に近接した地域で宅地化が進んで

おりますが、その他は概ね農地と山林により形成されています。また、

栃木インターチェンジ周辺において、交通条件を活かした土地利用の促

進を図っています。道路網は（主）栃木粕尾線、（主）栃木佐野線を中

心に形成されており、南北方向の道路ネットワークはやや脆弱です。ま

た、赤津川に架かる橋りょうの多くは建設後５０年を経過しており、老

朽化が懸念されています。 

  ○ 北西部（寺尾地区）は、（主）栃木粕尾線に沿って、山間部に細長く

田園集落が形成され、自然環境に恵まれた地域です。週末には出流・星

野への観光客や周辺ゴルフ場への利用客が多く訪れますが、人口減少と

高齢化が課題となっています。道路網は、国道２９３号と（主）栃木粕

尾線を中心に形成されています。採石場、石灰工場が多く立地しており、

大型貨物車が多く通行します。 

 

 【課 題】 

  ① 中心市街地から放射状に広がる道路形態のため、各方面から市街地に

流入する車両により大通りを中心に混雑や渋滞が発生しており、環状道

路の整備が必要です。 

② 県事業により整備が進められている都市計画道路小山栃木都賀線と中

心市街地を結ぶ道路の整備が必要です。 

  ③ 栃木インターチェンジ周辺への企業誘致を推進し、土地利用の促進を

図るため、周辺道路の整備が必要です。 

  ④ 既成住宅地区内の生活道路は依然として狭隘で入り組んだ道路が多い

ため、災害時等の緊急車両の円滑な通行や避難経路を確保するための整

備が必要です。 

  ⑤ 市道の橋りょうの多くは４０～５０年以上経過しており、橋梁長寿命

化修繕計画に基づいた対策が必要です。 

 
【橋梁長寿命化修繕計画】 

橋梁の老朽化が急激に進展する中で、点検による損傷の把握と予防的な修繕を計画的に進める

ことにより、橋梁の長寿命化と修繕費用の縮減、平準化を図りつつ、道路ネットワークの安全性

と信頼性を確保するため、国の主導のもとに各自治体が策定。（栃木市は平成 24年度策定済） 
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（２）大平地域 

 図2-5 道路網図（大平地域） 

東地区

南地区

西地区

50

 

 

 【現 状】 

○ 大平地域は、北西に太平山、晃石山などの山々が連なり、永野川、巴波

川を中心に平野が広がる恵まれた自然環境の中に、新大平下駅（東武）、大

平下駅（JR）の周辺を中心に緑豊かな市街地が形成されています。国内大

手企業２社の工場を中心に工業都市として発達してきましたが、近年（一）

蛭沼川連線、（主）栃木藤岡線沿線を中心に、商業施設の立地や住宅開発が

進んでいます。また、太平山南山麓には、ぶどう団地をはじめとした観光

施設が点在し、年間を通して多くの人が訪れています。 

○ 東地区は、永野川と巴波川が流れ、圃場整備された農地が広がっていま

す。道路網は、南北方向の（一）南小林栃木線、東西方向の（一）小山大

平線、大規模農道（市道１００１（Ｏ１５７）号線）を中心に、土地改良

事業により整備された道路により形成されています。栃木駅南部は交通の

利便性が高く、医療エリアとしての整備が進められています。 

○ 西地区は、新大平下駅（東武）と大平下駅（ＪＲ）を有し、市道１０４

６（Ｏ４８３）号線（旧（主）栃木藤岡線）沿線を中心に市街地が形成さ
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れており、北西部の太平山南山麓にはぶどう団地、南西部には圃場整備さ 

れた農地が広がっています。道路網は、（主）栃木藤岡線、大規模農道（市

道１００１（Ｏ１９７）号線）を中心に形成されています。（主）栃木藤岡

線沿線においては区画整理事業により道路が整備され、沿道型土地利用が図

られています。また、既存の住宅区域では、消火活動に支障がある狭隘な道

路や、歩車道が区分されていない子どもや高齢者にとって危険な道路が見受

けられます。 

○ 南地区は、（一）蛭沼川連線沿線に商業施設等が集積し、市街地が形成さ

れています。市街地の外側には圃場整備された農地が広がっています。道

路網は、南北方向の（一）蛭沼川連線、東西方向の（主）岩舟小山線と国

道５０号を中心に形成されています。 

 

【課 題】 

①  大平地域市街地部から、とちぎメディカルセンターしもつがへのアクセ

ス道路の整備が必要です。 

②  市街地中心部の南北を縦貫する幹線道路を補完する道路の整備が必要

です。 

③  既成住宅地区内の生活道路は依然として狭隘で入り組んだ道路が多い

ため、災害時等の緊急車両の円滑な通行や避難経路を確保するための整備

が必要です。 

④ 市道の橋りょうの多くは４０～５０年以上経過しており、橋梁長寿命化修

繕計画に基づいた対策が必要です。 
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（３）藤岡地域 

 図2-6 道路網図（藤岡地域） 

藤岡地区

三鴨地区

赤麻地区
地区

部屋地区

渡良瀬遊水地

　 谷中湖

50

東

道
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 【現 状】 

○ 藤岡地域は、渡良瀬遊水地や渡良瀬川、三毳山など豊かな自然、県営

みかも山公園や道の駅「みかも」などの観光・交流資源を有し、年間を

通じ多くの観光客が訪れています。藤岡駅（東武）、佐野藤岡インターチ

ェンジを有し、本市における東京方面からの玄関口となっています。 

○ 藤岡地区は、藤岡駅（東武）周辺及び（主）佐野古河線を中心に市街

地が形成されており、南東部には渡良瀬遊水地が広がっています。道路

網は、南北方向の（主）栃木藤岡線、（主）佐野古河線、東西方向の（主）

佐野古河線、（主）藤岡乙女線、（主）館林藤岡線を中心に形成されてい

ます。（主）佐野古河線の交通量の増加等に伴い、藤岡大橋、新開橋付近

で慢性的な渋滞が発生しています。 

○ 赤麻地区は、（主）栃木藤岡線沿線の市街地と（主）藤岡乙女線沿道の

既存集落、農地により形成されています。渡良瀬の里や市民農園が整備

され、広域的な交流拠点としても機能しています。道路網は、南北方向
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の（主）栃木藤岡線、東西方向の（主）藤岡乙女線を中心に形成されて 

おり、岩舟地域や栃木市街方面とのアクセスに優れていますが、集落内

の生活道路は、狭隘な道路が多く通行に支障をきたしています。 

○ 部屋地区は、（主）藤岡乙女線沿道の既存集落と圃場整備された農地に

より形成されています。国道５０号、佐野藤岡インターチェンジに近く

交通の利便性が高い立地条件を活かし、中根産業団地が整備され、物流

の拠点となっています。道路網は、（主）藤岡乙女線と土地改良事業によ

り整備された道路により形成されています。 

○ 三鴨地区は、三鴨小学校周辺を中心に点在する既存集落と農地により

形成されています。県営みかも山公園や道の駅「みかも」を有し、広域

連携・交流機能の向上が期待されています。佐野藤岡インターチェンジ

や国道５０号への広域交通の軸上にあり、広域交通のネットワークが形

成されていますが、集落内は幅員が狭く、未整備な道路が多いのが現状

です。 

 

 【課 題】 

①  藤岡大橋、新開橋周辺の渋滞の解消を図るため、広域交通を円滑に処

理する道路、橋りょうの整備が必要です。 

②  渡良瀬遊水地、道の駅「みかも」、県営みかも山公園などの観光交流

施設の有効活用を図るため、各施設を連絡する道路やサイクリングロー

ド等の整備が必要です。 

③  中根産業団地の物流拠点機能を強化するため、アクセス道路の早期完

成が望まれます。 

④  藤岡駅（東武）を中心とした市街地の活性化と、市の南玄関口として

観光交流人口の増加を図るため、駅前広場や周辺道路の整備が必要です。 

⑤  既成住宅地区内の生活道路は依然として狭隘で入り組んだ道路が多い

ため、災害時等の緊急車両の円滑な通行や避難経路を確保するための整

備が必要です。 

⑥  市道の橋りょうの多くは４０～５０年以上経過しており、橋梁長寿命

化修繕計画に基づいた対策が必要です。 
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（４）都賀地域 

 図2-7 道路網図（都賀地域） 
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 【現 状】 

  ○ 都賀地域は、西部には山林やゴルフ場が広がり、逆川沿い及び赤津川

から思川にかけての平野部には農地が広がり、自然環境に恵まれた地域

です。西部の丘陵地には自然を生かした「つがの里」をはじめ観光施設

が点在し、市内外から多くの人が訪れ、賑わいを見せています。また、

東北縦貫自動車道、北関東自動車道が結束する交通の要衝であり、都賀

インターチェンジが設置され、高速道路の利便性の高い地域です。 

○ 家中地区は、家中駅（東武）、合戦場駅（東武）の周辺や、（主）宇都

宮亀和田栃木線沿線に市街地が広がっており、その他は概ね圃場整備さ

れた農地により形成されています。地区北部に位置する都賀インターチ

ェンジの周辺では、交通条件を活かした土地利用の誘導を推進しており、

現在企業２社が操業しています。道路網は、南北方向は（主）宇都宮亀

和田栃木線、大規模農道（市道１００１（Ｔ２５７）号線他）、東西方

向は（一）小山都賀線、（一）国谷家中停車場線、（一）大橋家中線を

中心に形成されています。 

○ 赤津地区は、豊かな自然を有し、地区の北西部が山林、南東部は概ね
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圃場整備された農地により形成されており、（主）栃木粟野線沿線には 

市街地が形成されています。道路網は、南北方向は（主）栃木粟野線、

（一）上久我栃木線、東西方向は国道２９３号、（一）大橋家中線を中心

に形成されています。 

 

 【課 題】 

① 「つがの里」を中心とした観光施設の集客力の向上を図るため、来訪

者に分かりやすいアクセス道路の整備が必要です。 

② 県事業により整備が進められている都市計画道路小山栃木都賀線と

（主）宇都宮亀和田栃木線を結ぶ道路の整備が必要です。 

③ 市街地内や集落内の生活道路は依然として狭隘な道路が多く、また、

土地改良事業地区内と地区外とを連絡する市道についても部分的に狭隘

な箇所が多くあるため拡幅整備が必要です。 

④ 家中駅（東武）周辺の市道については、現在県事業により整備が進め

られている（一）大橋家中線との整合を図り、周辺の交通体系が損なわ

れないための道路整備が必要です。 

⑤ 市道の橋りょうの多くは４０～５０年以上経過しており、橋梁長寿命化

修繕計画に基づいた対策が必要です。 
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（５）西方地域 

 図2-8 道路網図（西方地域） 
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 【現 状】 

  ○ 西方地域は、東部は思川が流れ圃場整備された農地が広がり、西部は

谷倉山、大倉山などの山々が連なり、自然環境に恵まれた地域です。北

部には鹿沼市に跨る形で宇都宮西中核工業団地が整備されており、産業

集積が進んできている地域です。また、国道２９３号沿いの道の駅「に

しかた」は、地域の情報発信・交流拠点として、多くの人が訪れていま

す。 

○ 西方地区は、東武金崎駅（東武）周辺を中心に住宅地が形成されてお

り、その他は概ね圃場整備された農地により形成されております。地区

北西部の宇都宮西中核工業団地や、道の駅「にしかた」を有し、産業拠

点、観光交流拠点となっています。道路網は、（主）宇都宮亀和田栃木

線、（一）上久我栃木線、国道２９３号を中心に形成されています。 

  ○ 真名子地区は、山々に抱かれた美しい自然、景観を有し、八百比丘尼

伝説や真名子の八水などの地域資源が残されています。地区の大部分が
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山林であり、人口は少ない地域です。道路網は、（主）栃木粟野線を中 

心に形成されています。 

 

 

 【課 題】 

①  東武金崎駅（東武）西地区は、西方総合支所、病院、道の駅「にしか

た」などの公共公益施設が集積しており、車両の安全かつ円滑な通行を

図るため、幹線道路の整備が必要です。 

② 土地改良事業地区内と地区外とを連絡する市道についても部分的に狭

隘な箇所があるため拡幅整備が必要です。 

③ 市道の橋りょうの多くは４０～５０年以上経過しており、橋梁長寿命

化修繕計画に基づいた対策が必要です。 
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（６）岩舟地域 

 図2-9 道路網図（岩舟地域） 

 

 

 【現 状】 

○ 岩舟地域は、太平山と唐沢山の県立自然公園や社寺等の文化財、とち

ぎ花センターなどの施設が整備され、観光・交流の拠点として毎年多く

の人々が訪れています。また、東北縦貫自動車道、北関東自動車道、国

道５０号などの広域幹線道路に加え、ＪＲ両毛線、東武日光線の公共交

通が整備され、交通の結節点として、恵まれた条件を備えています。 

○ 岩舟地区は、岩舟駅（JR）から総合支所周辺を中心に市街地が形成さ

れています。総合支所周辺の中久保地区においては土地区画整理による

面的整備がなされていますが、市民の有効な交通手段である岩舟駅（JR）

へのアクセス性が悪く、恵まれた公共交通機関の有効利用が図られてい

ない状況です。 
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○ 静和地区は、静和駅（東武）を中心に市街地が形成されていますが、 

静和駅（東武）へのアクセス性が悪く、恵まれた公共交通機関の有効利用

が図られていない状況です。 

○ 小野寺地区は、太平山や唐沢山など県立自然公園の山々が連なる丘陵

地であり、主に（主）栃木佐野線沿線に集落が形成されています。（主）

栃木佐野線や（一）中岩舟線が整備されていることから、岩舟地区中心

部のほか栃木地域市街地や佐野市街地へのアクセス性は良好です。 

 

【課 題】 

① 岩舟地域の交通結節点である岩舟駅（JR）は、（主）桐生岩舟線からの

アクセスが悪いため、駅利用環境向上のための駅南駅前広場の新設と幹線

となるアクセス道路の整備が必要です。 

②  静和駅（東武）周辺は、良好な住環境と駅利用環境の向上のため、駅

西側の市街地における道路環境の改善を検討する必要があります。 

③  既成住宅地区内の生活道路は依然として狭隘で入り組んだ道路が多

いため、災害時等の緊急車両の円滑な通行や避難経路を確保するための

整備が必要です。 

④  市道の橋りょうの多くは４０～５０年以上経過しており、橋梁長寿命

化修繕計画に基づいた対策が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


