
宇都宮市が目指す将来の姿 
  「ネットワーク型コンパクトシティ」 
           の形成について 

平成２７年２月２０日 

  宇都宮市長 佐藤 栄一  

第９回都市計画シンポジウム  



   １ 宇都宮市の概要 
 
  ２ 宇都宮市の現状と懸念される課題 

 
３ 「ネットワーク型コンパクトシティ」の概要 
 
４ 「ネットワーク型コンパクトシティ形成ビジョン」の概要 

  
５ 「ネットワーク型コンパクトシティ形成ビジョン」の取組 

  
６ 「ネットワーク型コンパクトシティ」への市民理解の促進 
  
７ 「 （仮称）宇都宮市立地適正化計画」の策定 
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             ＜内 容＞ 



・面積 416.84k㎡ （県土の約6.5%） 
・人口 518,097人 （県人口の約1/4） 
 （H27.1.1現在） 

基礎データ 

・東京から北へ約100㎞，関東平野 
 のほぼ北端に位置 
 
・日本のほぼ 真ん中の栃木県の 
  中央に位置する県庁所在地 
 
・首都圏からのアクセ スが容易 
  ※東北新幹線で東京から約50分 
 ※東北道で東京から1.5～2時間 
 
・日光や那須・塩原，益子などの 
  観光地への表玄関 

日光宇都宮道 

東北自動車道 

東北新幹線 

JR宇都宮線 

JR宇都宮駅 

鬼怒川 

北関東自動車道 

立地特性 

東武鉄道 

・二荒山神社を中心に 

 門前町として繁栄 
 

・平安末期に宇都宮城の 

  城下町として繁栄 
 

・江戸時代は，小江戸と 

 も呼ばれる 
 

・明治29年に市制施行 
 

・平成８年に中核市へ 
 

・平成19年3月に近隣2町 

 と合併し50万都市へ 

歴 史 
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１ 宇都宮市の概要 



・農業産出額（平成18年生産農業所得統計） 

  宇都宮市    １９７億５千万円 （中核市平均   １２８億円１千万円） 

・年間商品販売額(平成24年経済センサス活動調査） 

  宇都宮市     ２兆２，９７８億円 （中核市平均  １兆１，２３４億円） 

・製造品出荷額（平成24工業統計調査) 

  宇都宮市    １兆４，９７１億円 （中核市平均  １兆０，２５９億円 ） 

◆宇都宮市の経済・財政データ 
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・財政力指数(平成25年度） 

  宇都宮市     ０．９４２ （中核市平均  ０．７６０） 

１ 宇都宮市の概要 

商・工・農など産業が高いレベルで“バランスの取れた”都市 



１ 宇都宮市の概要 

◆各種ランキング調査 

「住みよさ度」などが“全国トップクラス”  
 『住んでみたい』『住み続けたいまち』として評価 
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  【総人口の推移】 

◆人口減少社会の到来と少子・高齢化の進展 
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  【年齢別人口の推移】 



２ 宇都宮市の現状と懸念される課題 
 
◆市街地の拡大と低密度化 
 【市街地（ＤＩＤ）の推移】 
     

 ・中心市街地を頂上とする 
  「山」型の分布から 
  メリハリの少ない 
  「台地」型の分布に変容 6 



２ 宇都宮市の現状と懸念される課題 

◆自動車依存の高まりによる公共交通利用者の減少 
 
 【交通利用手段の状況】 

図 全目的の代表交通手段構成 
（出典）S50,H4：宇都宮都市圏ＰＴ調査 H11,H17，H22：全国交通特性調査 

図 鉄道バス利用者推移 
（出典）鉄道（乗降客数）：宇都宮市統計書 バス（輸送人員）：宇都宮市の交通 

 ・市民の代表交通手段は自動車への依存が強くなっている 
 ・また，鉄道やバスなど公共交通利用者の減少が顕著 
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・これまでは，人口増加や都市活動の拡大に合わせて市街地拡大 

・しかし今後，人口は減少し，高齢化も進行 

・将来の人口や人々の活動に見合った「都市のつくり」へと転換して      
 いくことが不可欠 

３０年，５０年の超長期を見通し， 

今，その第一歩を踏み出すことが必要 

⑴ ネットワーク型コンパクトシティの必要性      
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３ ネットワーク型コンパクトシティの概要 



・平成１９年度 
   「第５次宇都宮市総合計画」において 
   『ネットワーク型コンパクトシティ』を 
   将来の都市空間の姿として初めて位置づけ 

 
・平成２２年度 
   「第２次宇都宮市都市計画マスタープラン」において， 
   将来の都市構造に関する，拠点配置や市街地の密度 
   などの基本的な考え方を提示 

 
・平成２５年度～ 
   「ネットワーク型コンパクトシティ形成ビジョン」の策定 
    ⇒平成２６年度中に策定予定 
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⑵ これまでの検討経過      

３ ネットワーク型コンパクトシティの概要 

  全国に先駆けて「ネットワーク型コンパクトシティ」を 
目指すべき将来の都市の姿として位置付け 



・ 本市は，高度な都市機能が集まった都心部と，それを囲む古くから 
 の地域（旧町・村など）などから成り立っている 
 

・ これらの地域は，都心部から放射状に延びた道路や市内を巡る 
 環状の道路網などで結ばれている 
 

・ こうした構造を活かし，全ての地域が将来に渡り，維持・発展を続け， 
  住民が身近な場所で快適な日常生活が送れるよう， 
  

 ①市内各地域に拠点を定め機能をコンパクトに充実（「拠点化」の促進） 
 ②拠点間の機能連携・補完や他圏域との広域的連携のための軸の 
   形成・強化（「ネットワーク化」の促進）を進め， 
 

  市全体の価値・活力を高めるまちづくりを目指す 
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⑶ ネットワーク型コンパクトシティの考え方      

３ ネットワーク型コンパクトシティの概要 

⇒「ネットワーク型コンパクトシティ（連携・集約型都市）」の形成 



⑷ ネットワーク型コンパクトシティのイメージ    

３ ネットワーク型コンパクトシティの概要 
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４ ネットワーク型コンパクトシティ形成ビジョンの概要 

⑴ 策定の目的    

   ・ネットワーク型コンパクトシティの形成を着実に推進
していくため，市民や事業者に対し，より分かりやす
く将来の都市構造のイメージなどを示す，２１世紀の
半ばを見通した長期的な視点でのまちづくりの方向
性となるビジョンを作成 

⑵ まちづくりの理念    

『今後も持続的に発展し続けることのできるまち』 

  市民や民間事業者と将来の都市のイメージを共有し， 
理解と協力を得ながらまちづくりを進めるための長期的ビジョン 
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４ ネットワーク型コンパクトシティ形成ビジョンの概要 

⑶ 都市空間形成に求められる機能    

図 都市の基本的な機能 
（出典：「アテネ憲章」1933年） 

   ・これからのまちづくりでは，市民の日常生活の要素である
「住まう」「働く・学ぶ」「憩う」の実現に必要な各種の都市機
能の集約とともに，それらの要素が「交通」により連携・補完
がなされるような，都市空間を形成することが必要 
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「拠点化」の促進 
  各地域の既存コミュニティ 
   などにも地域特性を踏まえ 
    た各種の都市機能が集積 
  した拠点を形成 

基幹公共交通 
 南北：JR宇都宮線・東武宇都宮線 
 東西：ＬＲＴの導入 

地域内交通・ 
支線公共交通 
 地域内の移動の確保 

幹線公共交通 
 都市拠点と地域拠  
 点間を結ぶ主要な 
 バス路線 
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４ ネットワーク型コンパクトシティ形成ビジョンの概要 

⑷ ネットワーク型コンパクトシティの概念図   

 「ネットワーク化」の促進 

  拠点間の連携・補完を  
  図る階層性を持った交 
  通ネットワークの形成 



⑸ ネットワーク型コンパクトシティの特徴① 

   〔拠点化の促進〕 
 ・『都市拠点』と『地域拠点』の２層の拠点を配置し，連携・補

完により，市民生活に必要な機能を充足できる都市を形成 
 ・『産業拠点』や『観光拠点』を配置・形成 
 
  

４ ネットワーク型コンパクトシティ形成ビジョンの概要 

類型 特徴 箇所数 

都市拠点 
全ての都市機能（「住」，「働・学」，「憩」）が集積し，都市

の競争力を牽引する高次性・広域性を備えた拠点 
１ 

地域拠点 

市民の日常生活を支える地域の拠点として，「住」に関
連する多様な都市機能を集積するとともに，地域特性に
応じた「働・学」「憩」に関する都市機能を備えた拠点 
→「鉄道駅」や「集落の成り立ち」等を踏まえ配置 

１４ 

 
産業拠点 

 

地域特性や土地利用区分を踏まえた，高次の「働・学」
に関連する都市機能を備えた拠点 ８ 

 
観光拠点 

 
高次の「憩」に関する都市機能を備えた拠点 １ 
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⑸ ネットワーク型コンパクトシティの特徴②    

 〔ネットワーク化の促進〕 
 ・拠点間を結ぶ，放射状の基幹・幹線交通を基本に支線交通等の

階層性を有する「公共交通ネットワーク」を形成 
 ・公共交通や経済活動の活性化を促す「道路ネットワーク」を構築 

４ ネットワーク型コンパクトシティ形成ビジョンの概要 
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• 市内の各地域に拠点を定め，
それぞれを交通ネットワークで
結ぶ 

• 市街地部と郊外部にある，それ
ぞれの拠点が持つ特性がバラ
ンスよく調和したまち 
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◆将来都市構造のイメージ 

４ ネットワーク型コンパクトシティ形成ビジョンの概要 

  

( 郊外 部 )   

( 市街地部) 



◆将来の都市形成の方針 

５ ネットワーク型コンパクトシティ形成ビジョンの取組 

 １ 都市拠点と地域拠点の連携・補完により持続的に発展する都市 

   （取組例）・駅周辺の整備  ・高次都市機能の集積 
         ・日常的な都市機能の誘導促進 

 ２ 本市の特性を生かした産業・観光を維持・発展させる都市 

   （取組例）・高度産業･流通業務機能の集積促進 
         ・新たな産業の創出支援  ・広域観光の推進 

 ３ 交通ネットワークが整備された利便性の高い都市 

   （取組例）・LRTの導入  ・バス路線･地域内交通の充実 
         ・交通結節機能の充実･強化 ・自転車利活用の促進 

 ４ 自然環境や農地と市街地が有機的に連携した都市 

   （取組例）・地域の特性に応じた居住誘導 
         ・豊かな農業基盤の整備  ・緑地保全の推進 

 ５ 効率的で健全な都市運営を実現する都市 

   （取組例）・公有財産の適正配置･有効活用 
         ・近隣自治体との広域連携の推進 

持
続
可
能
な
都
市
の
実
現 
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５ ネットワーク型コンパクトシティ形成ビジョンの取組 

  高度な都市機能が高密度に集積する本市における中
枢拠点，広域的な交流や賑わいを創出する拠点を形成 
 
○  賑わいと活力ある都心部に相応しい人口規模を確保 

 

○ 中枢性や広域的な求心性を高める高次で多様な 
  都市機能の集積 
 

○ 人・モノの活発な交流の基盤となる多様な交通の 
  結節点の整備，利用環境の充実 

⑴ 都市拠点の形成の方向性    

１ 都市拠点と地域拠点の連携・補完により持続的に発展する都市 
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⑵ 地域拠点の形成の方向性    

５ ネットワーク型コンパクトシティ形成ビジョンの取組 

  地域の特性と調和した都市機能を備えた自立性の高い
拠点を形成 
 
 

○ 鉄道駅等を核に歩いて移動できる範囲において一定の 
  人口を集積 

 

○ 市民の日常生活を支援するサービス機能を配置・集積 
 

○ 徒歩や自転車，公共交通と，幹線公共交通の結節点を 
  整備 
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５ ネットワーク型コンパクトシティ形成ビジョンの取組 

⑴ 産業拠点の形成の方向性    

⑵ 観光拠点の形成の方向性    

 ・高度な産業・研究開発機能や流通業務
機能などが集積した機能性の高い産業
空間を形成 

 ・地域資源や歴史，伝統・文化を生かし
た特色ある地域空間を創出 

２ 本市の特性を生かした産業・観光を維持・発展させる都市 

■内陸型の工業団地として 
 国内最大級の清原工業団地 

■市内にある観光資源（大谷石など） 21 



      ・拠点同士を結ぶ軸としての公共交通や，面的に地域をカバーする公共交通  
 などによる，階層性のある公共交通ネットワークを構築 

  
 ・都市拠点と地域拠点間を結ぶ主要な 

  バス路線 など 

  

  

 ・【南北方向】 

   ＪＲ宇都宮線，東武宇都宮線 
 

 ・【東西方向】 

   『ＬＲＴ』を導入 

基幹公共交通 

幹線公共交通 

  
 

 ・地域内交通 
   （デマンド型，定時定路方式） 
 

 ・支線公共交通 
   （一定の需要がある場合） 

地域内交通や支線公共交通 

別項で説明 

⑴ 公共交通ネットワークによる連携の方向性    

５ ネットワーク型コンパクトシティ形成ビジョンの取組 

拠点同士を結ぶ公共交通ネットワークづくり 地域をカバーする公共交通ネットワークづくり 
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３ 交通ネットワークが整備された利便性の高い都市 

■公共交通ネットワークの連携イメージ 

別項で説明 



優先整備区間 

・計画区間 
  桜通り十文字付近～芳賀・高根沢工業団地付近 約１８km 
 

・優先整備区間 
  ＪＲ宇都宮駅東側～芳賀・高根沢工業団地付近   約１５km 
   （宇都宮市域 約１２km   芳賀町域 約３km） 
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⑵ ＬＲＴ事業の概要    

５ ネットワーク型コンパクトシティ形成ビジョンの取組 

 軌道の新設整備によるLRT導入は日本初 
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 ◆ＬＲＴ導入イメージパース 

５ ネットワーク型コンパクトシティ形成ビジョンの取組 

  中心市街地（大通り）へのLRT導入 



５ ネットワーク型コンパクトシティ形成ビジョンの取組 
⑶ 地域内交通の導入状況    

 

 

本庁管内 

国 本 

富 屋 

瑞穂野 

雀 宮 

姿 川 

【古賀志孝子号】 

試験運行:H22.12～ 

本格運行:H23.12～ 

【板戸のぞみ号】 

試験運行:H21.4～ 

本格運行:H22.4～ 

清 原 

※清原地区につい

ては，「清原台・

光が丘団地」，

「板戸」で先行

的に導入 

※城山地区については，「古

賀志」で先行的に導入 

豊 郷 

篠 井 

横 川 

城 山 

河 内 

上河内 

凡 例 

【みずほの愛のり号】 

試験運行:H23.3～ 

本格運行:H24.4～ 

五代若松原 

【よこかわいきいき号】 

試験運行:H24.12～ 

本格運行:H25.12～ 

【わくわくとみや号】 

試験運行:H24.11～ 

本格運行:H25.11～ 

【くにもとふれあい号】 

試験運行:H23.10～ 

本格運行:H24.10～ 

【篠井はるな号】 

試験運行:H23.11～ 

本格運行:H24.11～ 

【かみかわち愛のりユッピー号】 

試験運行:H25.10～ 

【清原さきがけ号】 

試験運行:H20.1～ 

本格運行:H20.8～ 

【おでかけちゅんちゅん号】 

試験運行:H25.9～ 

※雀宮地区につ

いては，「針ヶ

谷・雀宮幕田・

さつき」で先行

的に導入 

平 石 

…導入地区 

…導入検討地区 
（地域組織設置済） 

…導入検討地区 
 （地域組織未設置） 

…地区市民センター等 

【さぎそう河内号】 

試験運行:H26.2～ 

郊外部など１４地区で導入推進 

⇒10地区11路線で 
  運行開始 

■よこかわいきいき号 

 （ユニバーサルデザイン（ＵＤ）タクシー） 

・日常生活の移動手段で 
  ある地域内交通の導入 
  に向けて地域の取組み 
  を支援 
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⑷ 道路ネットワークによる 
   連携の方向性    

５ ネットワーク型コンパクトシティ形成ビジョンの取組 

■３環状１２放射道路の道路ネットワーク 

・都市の骨格となる道路ネットワーク 
 による交通の円滑化 
 
・市街地の交通円滑化を通した公共 
 交通サービスの向上や，観光・物流 
 などの経済の活性化 
 
・自転車走行空間の整備などによる， 
 良好な自転車利用環境の創出 
 

都市の骨格となる３環状１２放射道路
により都市拠点と地域拠点がネットワ
ークで結ばれている 
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５ ネットワーク型コンパクトシティ形成ビジョンの取組 

 自転車のまち宇都宮 

⑸ 安全性が高く快適な自転車走行空間の整備 

①自転車利用に適したまち 
• 市街地を中心に広がる平坦地 
• 雨量は全国平均と比較して少ない 
• 冬季の日照時間が長い 
• 充実した道路環境の整備 

自転車専用通行帯（自転車レーン）の整備 
国・県・市道 15路線 11,580m（H25年度末） 
全国トップクラスの整備状況 
 

27 ■車道への自転車走行位置の明示 ■自転車専用通行帯（自転車レーン） 



５ ネットワーク型コンパクトシティ形成ビジョンの取組 

②自転車スポーツが盛んなまち 
  ●ジャパンカップサイクルロードレース 
      世界トップクラスの選手が一堂に会する， 
    アジア最高位の自転車ロードレースの開催地 

  
     平成２２年度から大通りで 

      開催している周回型レース 
「クリテリウム」 

 自転車のまち宇都宮 
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５ ネットワーク型コンパクトシティ形成ビジョンの取組 

  
⑴ 良好な住宅地形成の方向性    

 ・既に都市基盤の整っている場所などに一定の人口密度を維持 
  

 ・地域拠点などへの居住集積により時間をかけて緩やかに適正 
   な住宅地を形成 

４ 自然環境や農地と市街地が有機的に連携した都市 

⑵ 農地・森林などの自然環境維持の方向性    

・農作物などの生産の基盤であり，水資源の涵養機能などの 
 公益的機能が適切に確保できる農用地，森林の保全を図る 
 
 

・居住集約を図った後の宅地について，地域の特色に応じた 
 利活用を進める 



５ ネットワーク型コンパクトシティ形成ビジョンの取組 

 ５ 効率的で健全な都市運営を実現する都市 

・民間事業者の活動環境を支援し，民間活力による拠点の形成 
 やネットワークの構築などの社会資本の集積 
 
・公共施設の適正配置など，市民・事業者・行政が一体となり 
 効率的で健全な都市運営 
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６ ネットワーク型コンパクトシティへの市民理解の促進 

①出前講座の実施 
②地域説明会の実施 
③事業者・関係団体等への説明 など 
 

 ・ネットワーク型コンパクトシティ形成の必要性について理解 
  促進を図るため市民や関係団体への意見聴取を実施 

【市内の大学生を対象とした出前講座とワークショップの様子】 

【市民等への意見聴取の実施】 

市内全ての連合自治会（３９地区）を対象に実施 
延べ参加人数 約１，３００名 
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【ネットワーク型コンパクトシティ形成に関する主な意見】 

・首都圏や北関東における連携・位置づけなどの視点が必要。 
  

・拠点ごとの特性を踏まえたバランスの取れた施設配置や 
 まちづくりの検討が必要。 
 

・住民に対する説明と意見交換（特に若い世代）とともに， 
 地域組織と連携した勉強会などによる政策検討が必要。 
 
 

・財政的な視点（税収減への対応）が必要。 
 

・５～１０年スパンのまちづくりの目標や具体的な政策を示し 
 てほしい。 

６ ネットワーク型コンパクトシティへの市民理解の促進 

立地適正化計画の策定 
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⑴ 策定の目的    

   ・「ネットワーク型コンパクトシティ」の具現化に向け， 
都市全体の観点から，居住や都市機能の立地誘導に
係る取組を一体的・総合的に推進するため策定する 

７ （仮称）宇都宮市立地適正化計画の策定 

⑵ 位置付け    

医療 福祉 教育文化 商業 住宅 交通 ＰＲＥ 

立地適正化計画 

 ネットワーク型コンパクトシティ形成ビジョン     

整合 

具現化 

①誘導すべき都市機能に関わる分野        ②その他関連分野 

  本市が進めるまちづくりの長期的ビジョンである 
「ネットワーク型コンパクトシティ」を具現化するための実行計画 

第５次総合計画     

など 
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７ （仮称）宇都宮市立地適正化計画の策定 

 ・本市が進める「ネットワーク型 
  コンパクトシティ」形成に向けて 
  平成２６年度より策定に着手 
 
 ・現在，基礎調査を実施しており， 
   今後は市民や民間事業者の意見 
  聴取を行いながら，計画内容の 
  検討を進めていく 
   
 ⇒市街化区域と市街化調整区域 
   の拠点が調和したまちづくり 

 計画区域と拠点配置のイメージ 

【取組状況】 
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７ （仮称）宇都宮市立地適正化計画の策定 

市街化調整区域の 
土地利用方針 

 
⇒立地適正化計画の  

  策定に合わせて検討 

 
立地適正化計画 

 
⇒市街化区域において 
 居住や都市機能の 
適正立地を推進 

連携 

【本市としての特色】 

  都市全体のまちづくりの観点から『規制』と『誘導』を 
 一体的に取り組むことにより計画の実効性を確保 

『イメージ』 

市街化区域内の拠点などへの 
居住や各種都市機能の集積 

郊外部の拠点への 
生活利便機能の集約 
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７ （仮称）宇都宮市立地適正化計画の策定 

【立地適正化の運用と課題 

        －今後の取組み－ 】 

 ①本市の都市の成り立ちを踏まえ，郊外部の拠点の維持・発展も 
   目指したまちづくりの推進 
 
 ②市民や民間事業者等のまちづくりへの理解促進（誘導区域など） 
 
 ③医療・福祉，商業など幅広い行政分野に関わることを踏まえ， 
  居住や都市機能の適切な立地誘導に向けた分野横断的な 
   支援体制の構築 
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【検討体制】 

立地適正化計画 
策定委員会 

（全部局の次長） 
 
 
 

（全部局の次長） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・全庁的な検討組織により分野横断的な観点から協議・調整 
・様々な手法を活用し市民等の意見を幅広く聴取 

７ （仮称）宇都宮市立地適正化計画の策定 

幹事会（関係課長） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

市民等の意見聴取 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

関係民間団体ヒアリング 

有識者ヒアリング 

公聴会等の開催 

パブリックコメントの実施 

作業部会（関係係長） 
 
 
 
 
 
 

            など 

医療 福祉 

教育文化 

商業 

住宅 

交通 ＰＲＥ 
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７ （仮称）宇都宮市立地適正化計画の策定 

【検討スケジュール】 

・市民や民間事業者へ丁寧な説明を行い十分な理解を得ながら 
 段階的に策定していく 
 （核となる都市機能誘導区域→周辺の居住誘導区域） 

区分 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 

ネットワーク型 
コンパクトシティ 
形成ビジョン 

立地適正化計画 

● ■ 

中間取りまとめ     公表 

 基礎調査   素案作成     計画策定  公表    計画策定         公表 

■ 

都市機能誘導区域の設定等 

居住誘導区域の設定等 

都市計画審議会・市民等の意見聴取 

■ 
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そこは、行けば行くほど発見がある街。 
ちょっとシャイだけど、オモシロイ人であふれた街。 
ビミョーなところが、ゼツミョーに心地よい街。 
来て楽しい、食べて楽しい。そして、住めばもっと楽しい街。 
 
宇都宮が大切にしたいこと、それは日々の暮らしの豊かさ。 
１００年先も宇都宮を訪れる人が、住みたいと思える街になるために、 
そんな愛すべき宇都宮らしさを、もっともっと。 

ご清聴ありがとうございました。 
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