
都市再生整備計画

阿左美
あ ざ み

地区

群馬県　みどり市

平成３０年　１月



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 450 ha

平成 26 年度　～ 平成 30 年度 平成 26 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（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

219,000 H30

災害に対して安心に暮らせる地域
と思っている人の割合

％

市民アンケートの「あなたがお住まいの地域は、災害に対し
て安心に暮らせる地域だと思いますか」の問いに対し、阿
左美地域で「そう思う」、「どちらかと言えばそう思う」と答え
ている人の割合

雨水排水施設の整備により、災害に対して安心に暮らせる地域と
思っている人の割合の増加を図る。

78.1 H24 81.1 H30

駅利用者数 人／年

阿左美駅における年間乗降者人数
【東武鉄道(株)公表データ　１日平均乗降人員より算定】

駅前広場及び駐輪場等をを整備し、利便性の向上により駅利用者
の増加を図る。 212,795 H24

従前値

大目標　安全安心で快適に過ごせる魅力あるまちづくり
　小目標①　駅前広場等の駅周辺整備により、公共交通機関の安全性・快適性の向上と交通結節機能を強化し、地域の拠点性を高める。
　小目標②　雨水排水施設の整備等により、安心に暮らせる生活環境の向上を図る。

・岩宿駅と阿左美駅は、ともに駅前広場が狭く、通勤通学時は、送迎車等で混雑し、交通事故の危険性が高いため、駅前広場の整備等が課題となっている。

・雨水排水は放流先がなく、浸透処理をしているが、豪雨時は、道路冠水や浸水被害が生じており、雨水排水施設の整備等の雨水排水対策が課題となっている。
　また、道路冠水により、駅までのアクセス性が低下している。

・交通の便が良いという利点を活かし、幹線道路の整備と併せ、駅前広場の整備により交通結節点としての機能強化を図り、地域間交流、観光等の中心となるにぎわいのある交流拠点を形成します。

・本地区は、宅地化が進みながらも、荒神山や阿左美沼など自然に恵まれた地域であり、引き続き、生活基盤の整備・拡充を図りながら、田園環境との共生、防災などに配慮した田園都市を形成します。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性

・本地区は、本市笠懸町の南東部に位置しており、桐生市及び太田市に接し、両市への移動に便利なことから、宅地化が進み、人口増加が続いている。

・本地区は、阿左美沼や荒神山など自然環境に恵まれ、また、岩宿遺跡や阿左美駅構内の阿左美縄文式住居跡など歴史的財産があり、観光資源も多い。

・本地区は、国道５０号や主要地方道桐生伊勢崎線など幹線道路があり、またＪＲ両毛線と東武鉄道桐生線の鉄道２路線及び岩宿駅と阿左美駅の２駅があり、交通の便が良い地区である。
　しかし、鉄道駅は、２駅ともに駅前広場が狭いため、通勤通学時の渋滞等により交通事故の危険があり、駅前広場の整備が要望されている。

・主要地方道桐生伊勢崎線は、群馬県事業によるバイパス整備事業が進められており、阿左美駅の敷地の一部が、事業予定計画路線内にある。

・本地区は、雨水排水の放流先となる河川がないため、調整池等による浸透処理をしている。
　しかし、台風やゲリラ豪雨の際は、道路冠水や浸水被害が発生しており、雨水排水対策が必要である。

・群馬県の石田川圏域河川整備計画による調節池整備事業が本地区内で進められており、１基の設置が完了し、もう１基の整備が現在進められている。

目標値

都道府県名 群馬県 みどり市 阿左美地区

計画期間 交付期間 30



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

方針に合致する主要な事業
【駅前広場等の駅周辺整備により、公共交通機関の安全性・快適性の向上と交通結節機能の強化により、地域の拠点性を高める。】
・駅前広場の整備等により鉄道駅利用者の安全性・快適性の向上を図る。
　また、駅前広場等に案内板を設置し、地区内の回遊性を高め、地域間交流や観光の促進を図る。

【基幹事業】　道路：阿左美駅前広場整備事業（市道２級４号線）
　　　　　　　　 地域生活基盤施設：案内板整備事業
　　　　　　　　 高質空間形成施設：阿左美駅前広場整備事業
　　　　　　　　 高質空間形成施設：緑化整備事業

【雨水排水施設の整備等により、安心に暮らせる生活環境の向上を図る。】
・雨水による道路冠水や浸水被害対策による防災性の向上を図るため、雨水排水路の整備等を進める。
　また、排水施設等を整備することで、道路冠水を防止し、駅までのアクセス性の向上を図る。

【提案事業】　地域創造支援事業：雨水排水施設整備事業

・



様式３　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

（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 みどり市 直 A=4,600㎡ H26 H30 H26 H30 121 121 121 121 －

道路

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 みどり市 直 4基 H29 H29 H29 H29 1 1 1 1 －

高質空間形成施設 みどり市 直 A=1,500㎡ H30 H30 H30 H30 8 8 8 8 －

高質空間形成施設 みどり市 直 A=400㎡ H30 H30 H30 H30 3 3 3 3 －

高次都市施設

中心拠点誘導施設

生活拠点誘導施設

高齢者交流拠点誘導施設

既存建造物活用事業（高次都市施設）

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 133 133 133 0 133 － …A

提案事業（継続地区の場合のみ記載）

（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

みどり市 直 L=359.8m H20 H28 H26 H28 349 73 73 73

合計 349 73 73 0 73 …B

合計(A+B) 206
（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

合計 0

交付対象事業費 206 交付限度額 74 国費率 0.359

細項目

阿左美駅前広場整備事業

事業 事業箇所名

案内板整備事業

阿左美駅前広場整備事業

交付期間内事業期間
事業主体 直／間 規模

（参考）事業期間

連携生活拠点誘導施設

緑化整備事業

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

雨水排水施設整備事業 みどり市笠懸町阿左美地内

事業活用調
査

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

統合したB／Cを記入してください



駅利用者数 （人／年） 212,795 （H24年度） → 219,000 （H30年度）
災害に対して安心に暮らせる地域と思っている割合 （　％　　） 78.1 （H24年度） → 81.1 （H30年度）

（　　　　） （　　　年度） → （　　　年度）

　阿左美地区（群馬県みどり市）　整備方針概要図

目標 安全安心で快適に過ごせる魅力あるまちづくり
代表的な
指標

基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例

阿左美沼国道50号

荒神山

東武桐生線
阿左美駅

JR両毛線

■基幹事業 道路
阿左美駅前広場整備事業

■基幹事業 高質空間形成施設
緑化整備事業

■基幹事業 高質空間形成施設
阿左美駅前広場整備事業

■基幹事業 地域生活基盤施設
案内板整備事業

□提案事業 地域創造支援事業
雨水排水施設整備事業

桐生競艇場

東武桐生線

JR岩宿駅


