
様式（１）-①

都市再生整備計画（第2回変更）

自治医大駅周辺
じ ち い だ い え き し ゅ う へ ん

地区

栃木
と ち ぎ

県　下野
し も つ け

市
し

令和3年7月
事業名 確認

都市構造再編集中支援事業
都市再生整備計画事業
まちなかウォーカブル推進事業



目標及び計画期間 様式（１）-②

市町村名 地区名 面積 43.5 ha

令和 元 年度　～ 令和 5 年度 令和 元 年度　～ 令和 年度

目標

目標設定の根拠
都市全体の再編方針（都市機能の拡散防止のための公的不動産の活用の考え方を含む、当該都市全体の都市構造の再編を図るための方針）　※都市構造再編集中支援事業の場合に記載すること。それ以外の場合は本欄を削除すること。

まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

　平成１８年１月１０日に石橋町、国分寺町、南河内町の合併により誕生した下野市は、ＪＲ宇都宮線や国道４号、新４号国道などの充実した交通網や国指定史跡「下野薬師寺跡」などの豊富な歴史・文化資源を活かし、旧町の中心市街地であるＪＲ各
駅（石橋駅、自治医大駅、小金井駅）周辺を拠点地区として地域特性に応じたまちづくりを進めている。
　各駅周辺では、良好な住居環境の形成・保全を図るため、地区計画や建築物等指導基準などによる規制・誘導等を行い、ＪＲ３駅を中心にした、有効な土地利用の推進とコンパクトシティの形成が期待されており、市街地間の連携と人口減少にも対
応した都市構造の再構築が求められている。
　本地区の自治医大駅周辺においては、自治医科大学附属病院及び周辺の医療施設の集積により、医療機能が充実した便利で暮らしやすい住宅地としての環境が整っており、都市核として、また、県内における高度医療の中心として、超高齢社会
でも安心、便利に暮らせる定住の場としての強みを活かしたまちづくりを進めている。

・自治医大駅周辺のグリーンタウンにおいては、自治医大周辺土地区画整理事業実施後、長期間が経過しており、老朽化した道路、公園等の維持管理、空き家対策などの安全・安心に暮らせる定住環境の整備が必要となっている。
・高齢化社会により、自分で運転できなくなる人が多くなる今後のまちづくりを想定すると、駅周辺のバリアフリー整備をはじめ、誰もが便利に移動できる環境整備が必要である。
・本市の「都市核」として位置した自治医大駅周辺においては、行政機能などの都市機能や住居の集約に向け、市街化区域内や新庁舎周辺の土地利用を検討する必要があり、特に、市庁舎周辺は、コンパクトな都市構造の形成や都市機能の効率的
な集積など、今後の市全体のまちづくりにおける重要性を踏まえ、有効な土地利用が図れるような検討が必要である。

【第二次下野市総合計画】（基本構想　2016～2025、前期基本計画　2016～2020)
・自治医大駅周辺は本市のほぼ中央に位置するため、市の都市構造の中心となる拠点として位置付け、市庁舎の整備による行政機能の集積など、都市機能の集積を効率よく推進し、魅力ある「都市核」の形成を図る。
【下野市都市計画マスタープラン】≪改訂版≫（平成29年3月）
・「駅周辺のバリアフリー」　ＪＲ３駅周辺におけるバリアフリー化を推進し、公共交通を安全・便利に利用できる環境づくりを図る。
・「都市機能の集約」　　自治医大駅周辺において、行政、公共施設、店舗等の生活を支える様々な機能を集約させるとともに、そうした機能によるサービスを受けられる暮らしやすい定住の場づくりを進める。
【下野市立地適正化計画】（平成29年3月31日）
・都市機能誘導区域である自治医大駅周辺は、本市の中心拠点として公共公益施設や都市機能の集積を図るとともに、小山栃木都市計画区域の広域的な拠点としての都市環境形成を図る。
・自治医科大学附属病院を医療機能の核として、健康・医療・社会福祉に関する施設の誘導を図り、都市機能誘導区域の快適な移動環境づくりを通じて、都市機能の集積に努める。

大目標：快適でうるおいのある環境で新たな人の流れをつくるまちづくり
目標１：人に優しい交通環境づくり
目標２：快適に住み続けられる住環境づくり

　本市では、3つの鉄道駅（石橋駅、自治医大駅、小金井駅）周辺が生活住居拠点に位置づけられ、これらと東西（道路）及び南北（鉄道・道路）を結ぶ広域連携軸からなる都市構造となっており、将来都市構造も同様に位置づけている。
　都市機能誘導区域内での賑わいづくりとしては、公共施設の整備・再編・複合化により、公有地を有効活用することで、更なる都市機能の誘導と集積を図る。また、既存の空き店舗活用の取組や各都市機能誘導区域においてニーズの高い施設を誘
導する。
　居住誘導区域内での移住・定住者の増加を図るため、デマンド交通などの公共交通や自転車利用環境の向上、駅周辺の歩道改良、バリアフリー化により、生活交通の確保と安全な歩行空間整備による高質な都市空間づくりを行う。バリアフリー化
や修景に加え、今後、策定予定の地域公共交通等に関する計画と連携し、快適な移動環境の形成を図る。
　また、誘導による医療・福祉・子育てサービスの提供としては、本市の特徴でもある自治医科大学附属病院などを医療機能の核として、健康・医療・社会福祉に関する施設の誘導を図るとともに大学立地を地域の貴重な資源として、連携や交流を通
じ、学問・ノウハウを地域の持続可能性につなげ、今後の高齢化に備えた施設立地とともに各都市機能誘導区域おいてニーズの高い施設の誘導を図る。

都道府県名 栃木県 下野市 自治医大駅周辺地区

計画期間 交付期間 5



都市構造再編集中支援事業の計画　※都市構造再編集中支援事業の場合に記載すること。それ以外の場合は本欄を削除すること。
都市機能配置の考え方

都市再生整備計画の目標を達成するうえで必要な誘導施設の考え方　※誘導施設を整備する場合に記載すること。それ以外の場合は本欄を削除すること。

都市の再生のために必要となるその他の交付対象事業等

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人 H29 R5

％ H30 R5

％ H30 R5駅前広場の使いやすさ満足度 駅前広場の使いやすさ満足度
誰もが安全・安心に利用できる駅前広場の空間づくりを図る。

39 60

道路のバリアフリーに関する満足度 地区内道路のバリアフリーに関する満足度
駅前広場・地区内道路のバリアフリー整備により誰もが安心して移動でき
る歩行空間を確保する。 25 40

地区人口 地区内の人口
安全・安心で快適な住みよいまちづくりを進める事で、定住人口の増加を
図る。（過去5年の増加人数7人に対し、目標を14人（倍増）とする） 1,856 1,870

・自治医科大学附属病院などの医療機能を核として、健康・医療・社会福祉に関する施設の誘導を図り、今後の高齢化に備えた施設立地とともに、各都市機能誘導区域においてニーズの高い施設の誘導により、健康寿命の延伸、医療費の抑制につ
なげる。
・公共施設の整備・再編・複合化により、公有地を有効活用することで、更なる都市機能の誘導と集積を図る。公共公益機能が集積することにより、公共施設の維持管理が効率化され、維持管理費の減少につなげる。
・民間事業者の施設整備に係る費用の支援（国の制度等の活用含む）により、駅周辺における賑わいや利便性の向上につながる施設整備の機会を創出する。
・デマンド交通をはじめとした公共交通の充実や自転車利用環境の向上、駅周辺のバリアフリー化を視野に入れた歩道改良等により、生活交通の確保と円滑で安全な歩行空間整備をすることで、高質な都市空間づくりに努め、都市機能の誘導と集積
を図る。
　また、既存のバリアフリー化や修景のための取組や、今後検討を予定する地域交通に関する総合的な計画と連携し、都市機能誘導区域の快適な移動環境づくりを通じて都市機能の集積に努め、外出機会の増加につなげる。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

・市内にある3つの鉄道駅を、都市機能の集積拠点となる核として相互に連携することを目指し、それらを公共交通でつなぐ“ネットワーク型コンパクトシティ”の形成を図る。
・市内にある3つの鉄道駅は、市街地の中でも居住者が多く、重点的に都市機能の集積を図ることが効果的であり、駅周辺の居住者特性を考慮して、商業や医療などの各都市機能を誘導・集積させることで、快適な生活が可能となるような空間づくり
を行う。
・全ての拠点で同一の機能を有する事は困難であるため、3つの拠点を結ぶ鉄道に着目し、これを軸と捉えて各市街地の連携を図り、都市機能を相互に補完する。駅へのアクセスや周辺道路整備・修景なども含めて、鉄道軸を活用する。
・将来的な高齢化を見据えて、生活交通の確保（路線バスやデマンド交通）を図るために地域公共交通対策を同時に行い、コンパクトシティプラスネットワークの実現を目指す。



整備方針等 様式（１）-③

計画区域の整備方針

その他
【まちづくりの住民参加】
・自治医大駅東口駅前広場及び市道等の計画において、住民要望等の把握を行い、円滑な整備推進を図っている。

方針に合致する主要な事業
目標１：人に優しい交通環境づくり
・自治医大駅東口から自治医科大学附属病院までの経路における、駅前広場および市道の整備（バリアフリー化）を行い、安全・安心に移動できる交通
環境整備を目指す。

【基幹事業】
道路：自治医大駅東口駅前広場
道路：市道7002号線
道路：市道7020号線
道路：市道7036号線
道路：市道7024号線
道路：市道7050号線

目標２：快適に住み続けられる住環境づくり
・自治医大駅周辺において、行政、公共施設、店舗等の生活を支える様々な機能を集約させるとともに、そうした機能によるサービスを受けられる暮らし
やすい定住の場づくりを進める。

【基幹事業】
高質空間形成：駅東口公衆トイレ
高質空間形成：駅西口公衆トイレ
地域生活基盤：駅西口自転車駐輪場
地域生活基盤：情報板（東口、西口）

【既成市街地外縁部における生活機能の確保】 生活拠点誘導施設（地域交流センター）
市道Ｃ線（歩道整備）
地域生活基盤施設（自転車駐車場）



目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項（都市構造再編集中支援事業） 様式（１）-④-１

（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 費用便益比
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 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路 下野市 直 A=4,300ha R2 R3 R2 R4 293 293 293 －

道路 下野市 直 L=380m R1 R3 R1 R3 99 99 99 －

道路 下野市 直 L=140m R4 R4 R4 R2 7 7 7 －

道路 下野市 直 L=85m R3 R3 R3 R3 10 10 10 －

道路 下野市 直 L=36m R4 R4 R4 R4 10 10 10 －

道路 下野市 直 L=58m R4 R4 R4 R4 10 10 10 －

公園

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設 自転車駐輪場 下野市 直 1箇所 R5 R5 R5 R5 20 20 20 －

地域生活基盤施設 情報板 下野市 直 2箇所 R4 R4 R4 R4 5 5 5 －

高質空間形成施設 公衆トイレ 下野市 直 1箇所 R4 R4 R4 R4 40 40 40 －

高質空間形成施設 公衆トイレ 下野市 直 1箇所 R5 R5 R5 R5 50 50 50 －

高次都市施設 地域交流センター

観光交流センター

まちおこしセンター

子育て世代活動支援センター

複合交通センター

誘導施設 医療施設

社会福祉施設

教育文化施設

子育て支援施設

既存建造物活用事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備事業

優良建築物等整備事業

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 545 545 0 0 545 …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 うち民負担分 事業費

下野市 直 一式 R3 R3 R3 R3 1 1 1

合計 1 1 0 0 1 …B

合計(A+B) 546
（参考）都市構造再編集中支援事業関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度

○○法人 △△㎡ ○ R2 R4

合計 0

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度

民間 △△㎡ ○ R2 R3

合計 0

交付対象事業費 546 交付限度額 270.5 国費率 0.495

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

自治医大駅東口駅前広場

市道7002号線

市道7020号線

市道7036号線

市道7024号線

市道7050号線

自治医大駅西口

自治医大駅東口、西口

自治医大駅東口

自治医大駅西口

住宅市街地総合整備事業

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

地域創造
支援事業

事業活用調査
立地適正化計画変更業務 自治医大駅周辺地区

まちづくり活
動推進事業

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模
（いずれかに○） 事業期間

全体事業費

○○病院整備事業 ○○○

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模
（いずれかに○） 事業期間

全体事業費

老舗旅館○○館の再生事業 老舗旅館○○館

統合したB／Cを記入してください



市町村決定計画及び市町村施行国道等事業に関する事項 様式（１）-⑤
※該当がない場合は本シートをつける必要はない

市町村決定計画
都市施設及び市街地
開発事業の種類

決定/変更 名称 その他必要な事項 変更の概要
都市再生整備計画の
公告（予定）年月日

都市計画の決定又は
変更の期限

市町村施行国道等事業

路線名

【記入要領】

・本シートは、都市再生特別措置法の規定に基づき、都道府県が決定する都市計画や国道・都道府県道に関する事業を都道府県等の同意を得て市町村が決定・実施を行う場合に記載。
　それ以外の場合は、本シートをつける必要はない。

・必要な場合は適宜行を追加すること。

・路線名は、例えば“国道○○号線”、“○.○.○□□□線”などと記入すること。
・「新築又は改築の内容」欄は、“電線類の地中化”、“歩道の拡幅に関する改築”等、新設又は改築の具体的内容を記入すること。

・「都市施設及び市街地開発事業の種類」欄及び「名称」欄は、都市計画に定められている（定める予定の）内容を記載すること。

・「その他必要な事項」欄は、道路の場合は種別、延長、幅員、車線の数について、公園の場合は種別、面積について、緑地、広場の場合は面積について、河川の場合は延長、幅員につ
いて、市街地開発事業の場合は施行区域の面積について、都市計画に定められている（定める予定の）内容を記載すること。
・「変更の概要」欄は、「決定/変更」欄に“変更”と記入したものについて、差し支えない範囲において変更の概要を記入すること。
・「都市再生整備計画の公告（予定）日」欄及び「都市計画の決定又は変更の期限」欄には、年月日を記入すること。なお、「都市再生整備計画の公告（予定）日」欄に公告予定日を記入す
る場合は（　）書きとすること。

・「決定/変更」欄は、市町村が新たに都市計画決定しようとする場合は“決定”と、都道府県が既に定めた都市計画を市町村が変更しようとする場合は“変更”と記入すること。

・「道路の種類」欄は、“一般国道”か“都道府県道”のいずれかを記入すること。

道路の種類 新設又は改築の内容



都市再生整備計画の区域 様式（１）-⑥

　自治医大駅周辺地区（栃木県下野市） 面積 43.5 ha 区域 医大前1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、衹園1丁目の全部と衹園2丁目の一部

※　計画区域が分かるような図面を添付すること。

【図面作成上の留意点】

・下図は都市計画総括図を使用すること。未都
計の場合は、適宜下図を作成すること。
・Ａ４横長であれば、縮尺は自由。ただし、必ず
スケールバー・方位を記入すること。
・都市再生整備計画の区域を赤太線縁取りし、
地区名、区域面積を記入すること。
・まちなかウォーカブル推進事業の場合、まちな
かウォーカブル区域を緑色太線縁取り、地区名、
地区面積を記入すること。
・都市機能誘導区域を橙色点線縁取り、居住誘
導区域を青色点線縁取りすること。
・地区の相対的な位置関係が明確になるように、
国道、高速道路、IC、鉄道、鉄道駅、ランドマー
クとなるような施設（市役所、文化会館等）につ
いては、必ず図示すること。

【記入要領】
・「区域」欄は、計画区域の主な所在地を記入すること。

例）○○町○丁目、○丁目、○○町○丁目の全部と○○町○丁目、○○町○丁目の一部
・まちなかウォーカブル推進事業の場合は、「面積」欄に都市再生整備計画区域のうち、まちなかウォー
カブル区域の面積をカッコ内に記載すること。

例）都市再生整備計画区域が200ha、まちなかウォーカブル区域が50haの場合、200(50)ha と記入

下野市役所

自
治
医
大
駅

国
道
4
号

Ｊ
Ｒ
宇
都
宮
線

自治医科大学附属病院

自治医大駅周辺地区(43.5ha)

0 100 200 300 400 500



地区内の人口 （　人　） 1,856 （Ｈ29年度） → 1,856 （R5年度）
道路のバリアフリーに関する満足度 （　％　） 25 （Ｈ30年度） → 40 （R5年度）

駅前広場の使いやすさ満足度 （　％　） 39 （Ｈ30年度） → 60 （R5年度）

　自治医大駅周辺地区（栃木県下野市）　整備方針概要図

目標

大目標：快適でうるおいのある環境で新たな人の流れをつくるまちづくり

  目標1：人に優しい交通環境づくり

  目標2：快適に住み続けられる住環境づくり

代表的な

指標

■地域生活基盤
（情報板）

■地域生活基盤
（駅西口自転車駐車場）

■高質空間形成
（駅西口公衆トイレ）

■高質空間形成
（駅東口公衆トイレ）

■道 路
（自治医大駅東口駅前広場）

■道 路
（市道7020号線）

■道 路
（市道7050号線）

■道 路
（市道7024号線） ■道 路

（市道7002号線）

■道 路
（市道7036号線）

基幹事業

提案事業

都市再生整備

計画区域

市街化区域

都市機能誘導区域

居住誘導区域

□提案事業(事業活用調査)
立地適正化計画変更業務



様式（２）-①

都市再生整備計画の添付書類等

交付対象事業別概要

自治医大
  じ   ち   い   だ   い

駅
え  き

周辺
  しゅうへん

地区
   ち    く

　（栃木
と  ち  ぎ

県下野
し も つ け

市）



様式（２）-②

自治医大駅周辺地区（栃木県下野市）　現況図

【作成上の留意点】

・下図は白図を使用し、縮尺は1/25,000を

基本とし、適宜調整すること。
・スケールバー・方位を記入すること。
・計画区域の周辺がわかる範囲を対象と
すること。
・都市再生整備計画の区域を赤太線縁取りし、

地区名、区域面積を記入すること。

・まちなかウォーカブル推進事業の場合、まち

なかウォーカブル区域を緑色太線縁取り、地

区名、地区面積を記入すること。

・都市機能誘導区域を橙色点線縁取り、居住

誘導区域を青色点線縁取りすること。
・現況の土地利用状況がわかるようにす
ること。
・その他必要な事項を記載するときは、必
ず凡例を記入すること。

自治医大駅周辺地区(43.5ha)

自治医科大学附属病院国
道
4号

第
二中学

校Ｊ
Ｒ
宇
都
宮
線

自
治
医
大
駅

下野市役所

0 250 500

都市再生整備計画区域

市立祇園小学校

市立
南河

内



交付限度額算定表（その１） 自治医大駅周辺地区　（栃木県下野市） 様式（２）-③

各事業の交付要綱に掲げる式による交付限度額の合計（X） 百万円 規則第16条第1項に基づく交付限度額（Y) 2,501.0 百万円 本計画における交付限度額 270.5 百万円

規則第16条第１項に基づく限度額算定

Ａｕ ㎡ Ａｐ 0 ㎡ 住宅施設 0 円

公共施設の上限整備水準 公共施設の現況整備水準 建設予定戸数（戸） 超高層

区域面積（㎡） 整備水準が明らかになっている類似市街地等からの推定 一般

推定現況整備水準(小数第２位まで) 合計 0

推定公共施設面積（㎡） 0 標準整備費（円/戸） 超高層 一般
北海道特別地区 41,310,000 33,500,000

個別公共施設の積み上げ 北海道一般地区 38,190,000 30,990,000

面積（㎡） 割合 特別地区 49,120,000 35,690,000

道路 - 大都市地区 37,170,000 30,180,000

公園 - 多雪寒冷地区 41,510,000 32,370,000

広場 - 奄美地区 39,520,000 35,640,000

Ｃｌ 円/㎡ 緑地 - 沖縄地区 30,280,000 30,280,000

単位面積あたりの標準的な用地費 公共施設合計 0 0 一般地区 33,700,000 28,640,000

標準地点数

公示価格の平均値（円/㎡） Cnを考慮しない場合の交付限度額（Y1) 2501 百万円 市街地再開発事業による施設建築物 0 円

単位面積あたりの標準的な補償費 施設建築物の延べ面積（㎡）

当該区域内の戸数密度（戸/㎡） 標準共同施設整備費（円/㎡） 132,000

標準補償費（円/戸） ∑Ｃｎ 0 円

下水道 0 円 電線共同溝等 0 円

区域面積（㎡） 435,000 電線共同溝等延長（ｍ）

Ｃf 円/㎡ うち現況の供用済み区域面積（㎡） 標準整備費（円/ｍ） 680,000

標準整備費（円/㎡） 3,600

人工地盤 0 円

控除額 百万円 0 円 人工地盤の延べ面積（㎡）

まちづくり交付金とは別に国庫補助事業等により整備する施設 上限床面積（㎡） 9,400 標準整備費（円/㎡） 5,300,000

標準整備費（円/㎡） 380,000

協議して額を定める大規模構造物等 0 円

調整池 0 円 大規模構造物等 協議状況 整備費（円）

調整池の容積（ｍ3）

標準整備費（円/ｍ3） 140,000

河川 0 円

河川整備延長（ｍ）

合計 0 標準整備費（円/ｍ） 3,700,000 Ｃｎを考慮した場合の交付限度額（Y2) 2501 百万円

各事業の交付要綱に掲げる式による交付限度額（活用する交付金の欄のみご記載ください。）
＜都市構造再編集中支援事業＞

270.5 百万円

＜都市再生整備計画事業＞

百万円

＜まちなかウォーカブル推進事業＞

百万円

270.5 X≦Yゆえ、

217,500

435,000

当該区域
の特性に
応じて国
土交通大
臣が定め
る割合

○ 区域の面積が10ha未満の地区 0.50

最近の国勢調査の結果による人口集中地区内 0.45

その他の地域 0.40

0

44,000,000

23,000

0 地域交流センター等の公益施設（建築物）

施設名（事業名） 面積（㎡）
国庫補助事業
費等（百万円）

0

交付限度額(X1)

交付限度額(X2)

交付限度額(X3)



交付限度額算定表（その２）（都市構造再編集中支援事業） 様式（２）-④-１

【都市再生整備計画事業（都市再構築戦略事業を含む。）から都市構造再編集中支援事業へ移行する地区の場合】

交付要綱に掲げる式による限度額算定（詳細）

〇 交付対象事業費

※水色のセルに事業費等必要事項を入力して下さい。（事業費の単位：百万円）

本都市再生整備計画において活用した事業に「○」をご選択ください。
○

＜都市再生整備計画事業（通常）の国費率、執行事業費＞　※都市再生整備計画事業（通常）を活用した場合のみ記入
① （国費率）
② （事業費）

＜都市再生整備計画事業（国の重要施策に合致したもの）の国費率、執行事業費＞　※都市再生整備計画事業（国の重要施策に合致したもの）を活用した場合のみ記入
0.450 ③ （国費率）

40.000 ④ （事業費）

＜都市再構築戦略事業の国費率、執行事業費＞　※都市再構築戦略事業を活用した場合のみ記入
⑤ （国費率）
⑥ （事業費）

＜都市構造再編集中支援事業の国費率、執行事業費＞
＜都市機能誘導区域内＞ 以下の２つの条件それぞれについて、該当する場合は○を入力。

基幹事業合計（A） 545.000 ⑦ （事業費） 都市機能誘導区域面積割合が50％以上の場合
提案事業合計（B） 1.000 ⑧ （事業費） 提案事業枠２割拡充の適用
合計(A+B) 546.000 （事業費） ※都市機能誘導区域面積割合：都市機能誘導区域の面積の市街化区域等（市街化区域又は非線引き用途地域）の面積に占める割合。

＜都市機能誘導区域外＞

基幹事業合計（Ｃ） ⑨ （事業費）
（10/10×（A+B））＋（9/10×（Ｃ＋Ｄ））　（α1）
※都市機能誘導区域面積割合が50％以上の場合：
   （9/10×（A+B））＋（9/10×（Ｃ＋Ｄ））

546.000 ⑫

提案事業合計（Ｄ） ⑩ （事業費）
（10/9×（Ａ＋Ｃ））　（α２）
※提案事業２割拡充を適用する場合：
   （10/8×（Ａ＋Ｃ））

605.556 ⑬

合計(Ｃ+Ｄ) 0.000 （事業費） 交付要綱に基づく交付限度額（①、②の小さい方×1/2） 273.000 ⑭ （国費）
国費率（③÷(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)） 0.500 ⑮ （国費率）

変更提出日以降の執行事業費の総額 505.000 ⑪ （事業費）

交付限度額(①×②＋③×④＋⑤×⑥＋⑪×⑮) 270.500 ⑯ （国費）

○交付限度額、国費率

交付対象事業費(A+B+C+D) 546.0 （事業費）
交付要綱に基づく交付限度額
（⑯を１万円の位を切り捨て）

270.5 ⑰ （国費）

国費率 0.495 ⑱ （国費率）

国費率（変更提出日の前日における交付限度額を交付対象事業費で除した値）

※本シートについて、各自治体が交付限度額を算出する上での参考として添付しているものです。事業毎に状況が異なりますので、各自治体の責任において適切に交付限度額を算出するようお願いいたします。

都市再生整備計画事業（通常）
都市再生整備計画事業（国の重要施策に合致したもの）
都市再構築戦略事業

国費率（変更提出日の前日における交付限度額を交付対象事業費で除した値）
変更提出日の前日までの執行事業費

変更提出日の前日までの執行事業費

交付対象事業費

交付対象事業費

※都市再生整備計画事業（通常）から都市再生整備計画事業（国の重要施策に合致したもの）に移行した場合、 「変更提出日の前日」を「計画認定日の属する年度の年度末」に読み替え。

※都市再生整備計画事業（通常）から都市再構築戦略事業に移行した場合、「変更提出日の前日までの執行事業費」を「変更提出日の属する年度の年度末までの執行事業費」に読み替え。

国費率（変更提出日の前日における交付限度額を交付対象事業費で除した値）
変更提出日の前日までの執行事業費

※都市再生整備計画事業（国の重要施策に合致したもの）から都市再構築戦略事業に移行した場合、「変更提出日の前日までの執行事業費」を「変更提出日の属する年度の年度末までの執
行事業費」に読み替え。



年次計画（都市構造再編集中支援事業） 様式（２）-⑤-１

（事業費：百万円）

基幹事業

交付対象 令和　1　年度 令和　2　年度 令和　3　年度 令和　4　年度 令和　5　年度

事業費

道路 下野市 293 4 75 198 17

道路 下野市 99 29 70

道路 下野市 7 2 5

道路 下野市 10 1 9

道路 下野市 10 1 9

道路 下野市 10 1 9

公園

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設 自転車駐輪場 下野市 20 20

地域生活基盤施設 情報板 下野市 5 5

高質空間形成施設 公衆トイレ 下野市 40 40

高質空間形成施設 公衆トイレ 下野市 50 5 45

高次都市施設 地域交流センター

観光交流センター

まちおこしセンター

子育て世代活動支援センター

複合交通センター

誘導施設 医療施設

社会福祉施設

教育文化施設

子育て支援施設

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備促進事業

優良建築物等整備事業

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

計 545 38 150 207 85 65

提案事業

交付対象 令和　1　年度 令和　2　年度 令和　3　年度 令和　4　年度 令和　5　年度

事業費

下野市 1 1

計 1 0 0 1 0 0

合計 546 38 150 208 84.977 65

累計進捗率　（％） 7.0% 34.5% 72.5% 88.1% 100.0%

交付対象 令和　1　年度 令和　2　年度 令和　3　年度 令和　4　年度 令和　5　年度

事業費

0 0 0 0 0 0

累計進捗率 （％） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

全体 令和　1　年度 令和　2　年度 令和　3　年度 令和　4　年度 令和　5　年度

事業費

0 0 0 0 0 0

累計進捗率 （％） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

合計

（参考）関連事業

事業 事業箇所名 事業主体

事業主体

合計

（参考）都市構造再編集中支援事業関連事業

事業 事業箇所名

事業活用
調査

立地適正化計画変更業務 自治医大駅周辺地区

まちづくり活動
推進事業

事業 事業箇所名 事業主体
細項目

地域創造
支援事業

住宅市街地総合整備事業

自治医大駅西口

既存建造物活用事業

自治医大駅西口

自治医大駅東口、西口

自治医大駅東口

市道7020号線

市道7036号線

市道7024号線

市道7050号線

事業 事業箇所名 事業主体
細項目

自治医大駅東口駅前広場

市道7002号線



事業活用調査 ・ まちづくり活動推進事業 ・ 地域創造支援事業
（単位：百万円）

開始年度 完了年度 うち調査費 うち用地費 うち整備費 うち購入費
立地適正化計画変更
業務

人口減少・少子高齢化等により地域の活力が低下し
つつあるなか、中心拠点へ都市機能を集約させ、生
活圏の再構築を進めるため策定した立地適正化計画
について、自治医大駅西口へ新たに建設した新庁舎
の区域について市街化編入に伴う時点修正と、令和
２年９月７日に施行された改正都市再生特別措置法
に基づく「防災指針」について位置付けるための計画
変更を行う。

下野市 一式 R3 R3 1 1 業務委託費　100万円

事業名 事業概要 事業主体 規模
交付期間内事業期間 交付期間内事業費

事業費の主な使途概要 その他



道路

　都市計画道路名
又はその他道路名 区間

道路
区分

事業
主体

事業
手法 工種 延長

整備後
車線数

歩道
幅員

まち交
事業費

まち交における
事業期間 事業内容

都市計画
決定 備　　考

整備前 整備 （年度）
注１) 注２) m m m 車線 ｍ 百万円 注３） 年月 注４）

＜道路＞
－

自治医大駅東口駅前広場 ～ 地 下野市
－ 改良 49.2 80.0 80.0 1 8.0 293 R1～R4 道路改良 　Ａ= 4,300㎡

市道7002号線 ～ 地 下野市
－ 改良 380 12.0 12.0 1 2.5 99 R1～R3 道路改良

市道7020号線 ～ 地 下野市
－ 改良 140 6.0 6.0 1 － 7 R1～R2 道路改良

市道7036号線 ～ 地 下野市
－ 改良 85 6.0 6.0 1 2.0 10 R1～R3 道路改良

市道7024号線 ～ 地 下野市
－ 改良 36 7.8 7.8 － 7.8 10 R1～R4 道路改良 　歩道

市道7050号線 ～ 地 下野市
－ 改良 58 6.0 6.0 － 6.0 10 R1～R4 道路改良 　歩道

（参考）

＜関連事業＞

＊本調書にはｱ)交付対象事業「道路」（街路、地方道、国道、その他）、ｲ)関連事業道路のすべてを記載すること。
　　注１）＜道路＞については、街、地、国、他の別を記載。
             ＜関連事業＞については、国、主、一、市の別を記載。
　　　　　　ただし、街：街路、地：地方道（市町村道）、国：国道、主：主要地方道、一：一般都道府県道、市：市町村道、他：いずれにも該当しないもの
　　注２）＜関連事業＞について通、交、地特、単独、促の別等を記載。補足説明すべき点は備考欄に説明を記載。
　　注３）施設の構造、工法、及び地方道事業においては細工種、街路事業においては沿道区画整理型街路事業等の事業名

　 　　注４）備考には現在の道路状況を把握するために必要なその他の事項で、交通量（人／日）、混雑度等を記載
　　　　　（例）･道路改築：交通量（人／日）、混雑度等
　　　　　　　　･自転車駐車場：都市計画決定の有無、面積、利用台数等
＊不足する場合は適宜行を追加すること

幅員



地域生活基盤施設 単位：百万円

概要 交付期間内事業費内訳

交付対象施設 施設名 事業主体 （面積、幅員、 交付期間内 設計費 用地費 施設整備費 備考

（路線名等） 延長、規模等） 事業費 うち購入費

緑地 －

広場 －

駐車場

自転車駐車場 自治医大駅西口 下野市 1箇所 20 20

荷物共同集配施設

公開空地 －

情報板 自治医大駅東口、西口 下野市 東口1箇所、西口1箇所 5 5 －

施設種別：

－

合計 － － － 25 25

人工地盤

地域防災施設



高質空間形成施設 単位：百万円
概要 交付期間内事業費内訳

交付対象施設 施設名 事業主体 （箇所数、規模等） 交付期間内 備考

事業費 設計費 用地費 施設整備費

緑化施設等（植栽・緑化施
設、せせらぎ・カスケード、カ
ラー舗装・石畳、照明施設、
給電・給排水施設、ストリート
ファニチャー・モニュメント、
土塁、堀跡等）

　自治医大駅
　東口公衆トイレ

下野市 1箇所 50 50

緑化施設等（植栽・緑化施
設、せせらぎ・カスケード、カ
ラー舗装・石畳、照明施設、
給電・給排水施設、ストリート
ファニチャー・モニュメント、
土塁、堀跡等）

　自治医大駅
　西口公衆トイレ

下野市 1箇所 40 40

電線類地下埋設施設

電柱電線類移設

地域冷暖房施設 － －

歩行支援施設、障害者誘導
施設等

情報化基盤施設

合計 － － － 90 90


