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11.その他中心市街地の活性化のために必要な事項 

［１］基本計画に掲げる事業等の推進上の留意事項 

（1）個別事業等に関連した実践的、試行的な活動の内容、結果等 

1)賑わいの創出に関連した活動について 

○六斎市 

 旧今市市は、日光街道の要所として繰り返し「市」を開催することにより発展してきた。

しかし、生活環境や商業スタイルの変化などにより、以前の賑わいは廃れつつある。 

 そこで、まちの賑わいを創出するため、区画整理事業で拡幅された JR 今市駅前通りを

利用し、市民がつくりあげるイベントの一つとして、地域文化の交流・伝承の場と位置づ

けた特色あるまちづくり事業として、にぎわいのあるまちづくり研究会が今市の名の原点

となった「六斎市」を復活させた。 

平成 17 年から毎月第 3 土曜日に JR 今市駅前通りの一部を歩行者天国とし、地域特産

品・農産物・各商店の自慢の一品・手作り工芸品など 

のフリーマーケットや、団体 PR ブース・模擬店など 

「市」を創出している。 

また、「文化・情報・交流」に満ちた「市」を目指し、 

市民参加型のパフォーマンス・バンド演奏や伝統芸能 

の発表、季節に応じた各種イベントも開催している。 

この六斎市は、まちづくり講座コンベンションの優 

秀賞受賞企画である。 

○焼きそばまつり 

 毎年日光市で開催している「日光そばまつり」に合 

わせ、中心市街地の活性化を目的として国道 119 号 

大通りの中心市街地において「日光焼きそばまつり」 

を開催している。 

 平成２１年で 3 回目となり、市内外から 17 店舗の 

やまそば店が出店し、全店舗の味を少しずつ味わえる 

ラリー券による食べ歩きもでき、ラリー券購入者によ 

る人気投票を行い、味の順位付けをし、B 級グルメと 

して好評を得ている。 

○イルミネーション 

JR 駅前通り商店会が地域の顔である中心市街地 JR 

今市駅前通りの活性化のため、元気で活力あるまちの 

再生と未来の子どもたちに安心して暮らせるまちなみ 

の創出を目的に平成 16 年から毎年 12 月から翌年 2 

月まで「JR 通りイルミネーション事業」を行ってい 

る。冬の風物詩として暖かい明かりを提供している。 

 

 

焼きそばまつり  再掲Ｐ．９５ 

 

六斎市      再掲Ｐ．９５ 

 

イルミネーション 



 125 

 

［２］都市計画との調和等 

○中心市街地活性化基本計画の対象区域は、「日光市景観計画」の市街地ゾーンに位置して

おり、地域の景観特性などに即して、次のとおり景観形成の基本方針を定めている。 

 ① 背景となる日光連山への眺めを確保するとともに、自然環境に調和した市街地の保

全創出 

 ② 生活の拠点としてふさわしい統一感と魅力ある都市景観の創出 

 このふたつの基本方針に基づき、良好な街並を保存し、創出していくための具体的な

手引きとなる「景観形成ガイドライン」の啓蒙活動を図る。 

特に、小倉町周辺では民間事業者と連携した複合拠点整備や、回遊性創出のための歩行

空間整備を予定しており、景観面での地域の特徴づくりも進める。 

［３］その他の事項 

①①①①    栃木県まちなか元気応援団会議栃木県まちなか元気応援団会議栃木県まちなか元気応援団会議栃木県まちなか元気応援団会議    

 栃木県において、市町が中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合

的かつ一体的に推進することにより、空洞化が進行している中心市街地の活性化が図られ

るよう、庁内関係各課の調整等を行うとともに庁内ワンストップ相談窓口としての機能を

果たすことを目的に設置されている。 

 本基本計画の策定に際しては、策定等に対する助言をいただいている。 

 

②②②②    国と国と国と国との協議経過等の協議経過等の協議経過等の協議経過等    

■活動■活動■活動■活動経緯経緯経緯経緯 

開催日 会議名・議題等 相手先 

H21. 8. 25 日光市中心市街地活性化協議会 

関東経済産業局、関東地方整備局との打合せ    

関東経済産業局産業部

商業振興室 

関東地方整備局都市整

備課 

H21. 11. 5 日光市中心市街地活性化基本計画について 

基本計画素案概要説明 

補助事業導入打合せ 

国土交通省関東地方整

備局都市整備課 

H21. 12. 18 日光市中心市街地活性化基本計画について 

基本計画素案概要説明 

補助事業導入打合せ 

経済産業省関東経済産

業局産業部商業振興室 

H22. 3. 18 日光市中心市街地活性化基本計画について 

基本計画原案概要説明 

補助事業導入打合せ 

国土交通省関東地方整

備局都市整備課 

H22. 3. 18 日光市中心市街地活性化基本計画について 

基本計画原案概要説明 

補助事業導入打合せ 

経済産業省関東経済産

業局産業部商業振興室 

H22. 8. 23 日光市中心市街地活性化基本計画について 

基本計画原案の改訂について説明 

小倉町周辺整備事業スキームについて打合せ 

国土交通省関東地方整

備局都市整備課 

H22. 8. 23 日光市中心市街地活性化基本計画について 

基本計画原案の改訂について説明 

小倉町周辺整備事業スキームについて打合せ 

経済産業省関東経済産

業局産業部商業振興室 

H22.10.5 日光市中心市街地活性化基本計画について 

社会資本総合整備計画に関する相談 

国土交通省関東地方整

備局都市整備課 

H22.11.12 日光市中心市街地活性化基本計画について 

基本計画原案概要説明 

経済産業省関東経済産

業局産業部商業振興室 
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補助事業導入打合せ  

H22.12.2 日光市中心市街地活性化基本計画について 

基本計画原案概要説明 

補助事業導入打合せ 

国土交通省関東地方整

備局都市整備課 

H23.1.25 日光市中心市街地活性化基本計画について 

都市再生整備計画事業、暮らし・にぎわい再生事業について 

国土交通省関東地方整

備局都市整備課 

H23.1.25 日光市中心市街地活性化基本計画について 

基本計画第 7 章の確認について 

その他 

経済産業省関東経済産

業局産業部商業振興室 

 

③③③③    中心市街地商業活性化診断・サポート事業（中心市街地商業活性化診断・サポート事業（中心市街地商業活性化診断・サポート事業（中心市街地商業活性化診断・サポート事業（CCCC 型）型）型）型）    

    独立行政法人中小企業基盤整備機構が、中心市街地活性化協議会を対象に、中心市街地

の商業等の活性化及び協議会の活動の活性化に関する取り組みを支援する目的で、中心市

街地の商業活性化に資する個別事業計画及び協議会等活動に対し、事業の実効性を高める

ために、複数の専門家によるプロジェクトチームを編成し、調査・分析などに基づく助言・

診断・課題整理・情報提供等を行う事業で、平成 22 年 9 月 17 日採択される。 

■活動■活動■活動■活動経緯経緯経緯経緯 

開催日 会議名・議題等 

H22.10.29 

日光市中心市街地商業活性化サポート事業（C 型） 

第 1 回検討会 

H22.11.9 

日光市中心市街地商業活性化サポート事業（C 型） 

第２回検討会 

H22.12.10 

日光市中心市街地商業活性化サポート事業（C 型） 

第 1 回勉強会 

H22.12.21 

日光市中心市街地商業活性化サポート事業（C 型） 

第３回検討会 

H23.1.28 

日光市中心市街地商業活性化サポート事業（C 型） 

第４回検討会 
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④④④④    県との協議経過等県との協議経過等県との協議経過等県との協議経過等    

■活動■活動■活動■活動経緯経緯経緯経緯 

開催日 会議名・議題等 相手先 

H20. 2.14 東武下今市駅側の整備について 

経過報告、整備方針及び整備のお願いについて 

栃木県都市計画課、都市

施設課、日光土木企画調

査課 

H20. 4.23 東武下今市駅側の整備について 

経過報告および道路の見直し等について 

栃木県都市整備課 

H20. 8.25 東武下今市駅側の整備について 

事業経緯および現在の状況について 

栃木県都市計画課、都市

整備課、日光土木企画調

査課 

H21. 6.18 駅間道路（都市計画道路）県交通政策課と打合せ 

東武下今市駅周辺まちづくり基本計画の概要を説明 

栃木県交通政策課 

H21. 9. 15 日光市中心市街地活性化基本計画について 

個別事業（補助金）について 

栃木県都市計画課、都市

整備課 

H21. 9. 24 日光市中心市街地活性化基本計画について 

基本計画素案概要説明 

日光土木企画調査課 

H21. 10. 2 日光市中心市街地活性化基本計画について 

中心市街地活性化事業経緯説明 

中心市街地活性化事業概要説明 

駅間東武下今市駅周辺まちづくり基本計画説明 

栃木県県土整備部関係

各課 

日光土木企画調査課 

H21. 10. 16 日光市中心市街地活性化基本計画について 

基本計画素案概要説明 

栃木県都市計画課 

日光土木企画調査課 

H21. 10. 19 東武下今市駅周辺まちづくり関係 

県都市整備課と打合せ 

栃木県都市整備課 

日光土木企画調査課 

H21. 10. 30 日光市中心市街地活性化基本計画について 

東裏堀用水周辺開発「船村徹記念館—日本のこころのうたミュージア

ムー」概要説明 

補助事業導入打合せ 

栃木県都市計画課 

日光土木企画調査課 

H21. 11. 2 平成 21 年度まちなか元気応援団会議に出席 

宇都宮市中心市街地活性化基本計画について 

基本計画概要説明 

栃木県関係各課 

宇都宮市 

H21. 11. 9 日光市中心市街地活性化基本計画について 

栃木県事業打合せ 

栃木県交通政策課 

H21. 11. 9 日光市中心市街地活性化基本計画について 

高度化事業について打合せ 

栃木県経営支援課 

H21. 11. 24 日光市中心市街地活性化基本計画について 

栃木県事業打合せ 

栃木県交通政策課 

日光土木企画調査課 

H21. 11. 26 日光市中心市街地活性化基本計画について 

基本計画素案概要説明 

栃木県経営支援課 

H21. 12. 11 東武下今市駅周辺まちづくり事業整備手法について 

 

栃木県県土整備部道路

保全課 

H21. 12. 24 日光市中心市街地活性化基本計画について 

10 月 2 日以降の経緯説明 

事業概要説明 

栃木県県土整備部関係

各課 

日光土木企画調査課 

H22. 1. 25 駅間道路（都市計画道路）WG 打合せ 

東武下今市駅周辺まちづくり基本計画の県道整備について 

栃木県交通政策課 

日光土木企画調査課 

H22. 3. 2 駅間道路（都市計画道路）WG 打合せ 

東武下今市駅周辺まちづくり基本計画の県道整備について 

栃木県交通政策課 

日光土木企画調査課 

H22. 4. 27 都市再生整備計画（素案）東武下今市駅周辺地区に

ついて 

栃木県都市整備課 
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開催日 会議名・議題等 相手先 

H22. 6. 1 平成 23 年度社会資本整備総合交付金（暮らし・に

ぎわい再生事業）概算要望ヒアリング 

・暮らし・にぎわい再生事業要望 

・日光市中心市街地活性化基本計画原案、骨子説明 

・12 月 24 日以降の経緯説明及び事業概要説明 

栃木県都市計画課 

 

H22. 7. 16 中心市街地活性化事業現地視察 

・駅間東武下今市駅周辺まちづくり事業説明 

・日光市中心市街地活性化事業説明 

栃木県都市計画課 

H22. 8. 11 8 月 23 日国土交通省関東地方整備局経済産業省関

東経済産業局と打合せの事前協議 

栃木県県土整備部都市

計画課、都市整備課 

経営支援課 

H22. 8. 25 日光市中心市街地活性化基本計画について 

都市再生整備計画事業について 

栃木県都市計画課 

H22. 9. 8 都市再生整備計画事業平成 23 年度新規地区に係る

調整会議 

・日光市中心市街地地区 

栃木県県土整備部 

関係各課 

日光土木企画調査課 

H22. 10. 19 平成 23 年度中心市街地地区、暮らしにぎわい再生

事業本要望ヒアリング 

栃木県都市計画課 

H22. 11. 5 駅間道路（都市計画道路）WG 打合せ 

東武下今市駅周辺まちづくり基本計画の県道整備について 

日光土木企画調査課 

H22. 11. 10 駅間道路（都市計画道路）打合せ 

東武下今市駅周辺まちづくり基本計画の県道整備について 

日光土木企画調査課 

H22. 11. 19 12 月 2 日国土交通省関東地方整備局と打合せの事

前協議 

栃木県県土整備部都市

計画課、都市整備課 

H22. 11. 26 駅間道路（都市計画道路）打合せ 

東武下今市駅周辺の道路整備について 

栃木県交通政策課、道路

整備課、都市整備課、都

市計画課、日光土木企画

調査課、整備二課 

H22. 12. 17 主要地方道今市・氏家線及び一般県道下今市停車場

線の道路整備に関する要望 

要望先:日光土木事務所長 

駅間及びその周辺街づくり

協議会 

東武側街づくり検討委員会 

関係自治会 

H22. 12. 27 駅間道路（都市計画道路）整備検討会 

東武下今市駅周辺の道路整備について 

県土整備部、交通政策

課、都市計画課、都市整

備課、日光土木  

H23. 1. 19 平成 22 年度栃木県まちなか元気会議出前研修会 

日光市研修会 

発表:㈱オアシス今市、

加藤 TM 

講師:石戸新一郎氏 

講師:藤田とし子氏 

出席者:59 名 

H23. 2. 3 駅間道路（都市計画道路）整備検討会(第 2 回) 

東武下今市駅周辺の道路整備について 

今年度内に整理する事項 

来年度以降検討する事項 

県土整備部、交通政策

課、都市計画課、都市整

備課、日光土木 

 


