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From the ancient time, people have started living in Ohira-town and a rich farming culture has been built here. It has been developed as an important 

place of traffic after medieval times and since the start of modernization period, its development has been accomplished as an important place of 

industrial infrastructure that supported the growth of Capital Tokyo from the point of view of geographical condition. But due to the motorization and 

the change of industrial structure, the emasculation of the city has become conspicuous by the reducing number inhabitant and shops and by the 

increasing amount of open spaces. In this situation, country has enforced the "City Center Area Activating Act" in July, 1998. Ohira-town took this 

opportunity and intended to make a plan to improve its central area and commercial activity. In order to promote a persistent town planning like Ohira 

by collaboration with residents and administration while utilizing the individuality, the charm and resources of Ohira-town, a general plan of Ohira 

-town central area revitalization has been accomplished in March, 2004 with cooperation of Ashikaga Institute of Technology. Here the measures to 

center area and outline of general plan are described. 
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1.はじめに 
都市の「顔」として機能してきた中心市街地は、モータリゼ

ーションの進展や産業構造の変化、都市構造の変化や商業施設の

郊外進出等により、居住人口の減少や空き店舗、空き地の増加に

よる空洞化が目立ってきた。 
近年、中心市街地の衰退は、モータリゼーションの進展への

対応が遅れたことがあげられる。歴史や文化を創生させてきた中

心市街地は、徒歩圏の空間に都市機能を集積させた。しかし、モ

ータリゼーションの進展に遅れた都市基盤整備は、充足する時間

すら与えられず、都市は拡大する。住宅地の郊外化を皮切りに、

公共施設、商業・サービス施設の郊外移転や展開など、都市構造

そのものが面的に拡大し、産業構造の変化がそれをさらに増幅さ

せる。すなわち、人々のライフスタイルの変化と都市空間とが乖

離するようになり中心市街地の魅力は低下の一途をたどってき

た。 
このような状況の中、国は平成10年7月に「中心市街地にお
ける市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関す

る法律（中心市街地活性化法）」を施行する。この法律で魅力と

活力ある中心市街地の再生に向けた方針が提示された。成熟社会

を迎えた21世紀のわが国では、中心市街地の持つ価値観は多様
化しているものの、役割と位置づけには普遍的な意義が見いだせ

る。コンパクトシティやサステイナブルシティが議論され始めて

いる中で、中心市街地は試練から再生へと新たな価値が付与され 

ようとしている。 
このような背景を踏まえ、栃木県大平町は、町の振興計画と

平成14年度に策定した交流ゾーン計画をベースに、県内初の足
利工業大学との官学共同で、平成16年3月に大平町中心市街地
活性化基本計画（以下「本計画」とする）を策定した。ここでは、

大平町の中心市街地への取り組みを、基本計画の概要とともに報

告する。 
 

2.計画策定の目的 
本計画は、新しい｢大平らしさ｣を創生する永続的なまちづく 

りの推進を図るため、大平町の歴史・文化や地域の個性を活かし、

個性的で賑わいのある町の顔となる中心市街地の形成を目的と

して、①中心市街地の区域設定、②中心市街地の課題の整理、③

中心市街地活性化基本方針、④中心市街地活性化の具体的方策、

⑤実現化方策の検討を行うものである。 
また、本計画は「中心市街地における市街地の整備改善及び 

商業等の活性化の一体的推進に関する法律（以下「中心市街地活

性化法」という）」第５条の国の基本方針、及び第６条第１項の

規定に基づいて、大平町が策定する｢市街地の整備改善及び商業

等の活性化に関する基本的な計画｣であり、中心市街地活性化の

ための基本計画として、今後の各種施策展開や地域住民の参画と

理解に基づく総合的な街づくりの指針とする。 
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3.大平町及び中心市街地の概要 
3‐1 大平町の概要 
栃木県大平町は、首都80km圏、栃木県南部に位置し、東は小
山市、西は岩舟町、南は藤岡町、北は栃木市に接し、人口約 2
万8000人、面積は、39.80k㎡の町である。町の北西部には、太
平山、晃石山、馬不入山などの太平山県立自然公園に指定されて

いる山々が連なり、他の大部分には関東平野北部の平坦地が広が

っている。また、町のほぼ中央に永野川が、東部に巴波川が南流

している。 
大平町の変遷は、縄文時代の古い時代から集落が生まれ、弥生

時代に入ると農耕が営まれた。まさに大平町は、日本の誕生とと

もに始まった。 

古墳時代には、７廻り鏡塚古墳が造られた。そこからの出土品

は国の重要文化財指定となっており、大平町の誇りと財産になっ

ている。 

 明治時代に入り、国鉄両毛線が開通し「富田駅」（現ＪＲ大平下

駅）が開設され、大平町は新しい第一歩を踏み出した。 

昭和6年には東武鉄道「新大平下駅」が開設された。昭和19

年には日立製作所栃木工場が操業を開始し、これにより大平町は、

急速に発展を遂げた。昭和31年、富山村、水代村、瑞穂村の三

村が合併して大平町の前身である大平村が誕生した。そして昭和

36年11月3日に大平村は町制施行により、現在の大平町に至る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3‐2 中心市街地の概況 
大平町のもともとの中心市街地は、旧例幣使街道沿いの富田宿

であったが、その後、役場等の公共施設の立地に伴い市街地の範

囲は東武日光線東側に拡がってきた。ここは旧来からの市街地で

あるが、都市基盤は未整備であり地区内は低・未利用地区が多い。 
また、都市計画における用途地域は、大部分が居住系の用途地

域である。現在でも、中心市街地内の北東に位置している日立製

作所栃木工場の関連施設跡地に、居住系用途地域が確保され、そ

の規模は更なる拡大をみせている。新大平下駅前には近隣商業地 
域が設定されており、同駅西口と役場周辺及び県道小山大平線南 
側の大型店舗周辺に商業の集積がみられるが、商業機能としては 
弱体化してきている。 
 
4.中心市街地の位置及び区域の設定 

中心市街地を検討するにあたり、中心市街地の要件及び基本的

な方針における前提条件等に基づき、これらの視点から大平町に

おける中心市街地を設定する。 
中心市街地の制度上の条件を以下の3つにまとめる。 
①相当数の小売商業者や都市機能が集積し、市町村の中心とし

ての役割を果たしていること。 

②土地利用、商業活動等の状況・動向からみて、機能的な都市 

活動の確保や経済活力の維持が見込めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－1 中心市街地区域図 
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③中心市街地における事業の一体的推進が、当該市町村及びそ 

の周辺地域の発展に有効かつ適切であると認められること。 

なお、このような条件を満たす中心市街地は、合併市などの例

外を除けば、一般には一つの市町村に一つと考えられる。また、

中心市街地の面積に特に制限は無いが、土地利用や機能、集積の

実態、想定される事業の範囲などを考慮して、適切な規模の区域 
とすることが必要である。 
大平町においては、住民意識調査、商業集積状況、土地利用計

画及び都市機能、道路機能、公共交通、上位関連計画、都市計画

での用途地域の設定、住民居住状況の観点から検討した。その結

果を以下に考察する。 
住民意識調査の結果からは、新大平下駅周辺の富田地区が中心

市街地と認識されている。また、商業・サービス機能の集積につ

いては、東武鉄道新大平下駅周辺の近隣商業地域にある新大平下

駅西口商店会をはじめ、県道小山・大平線沿線及び南側に小売商

業店舗、大型店舗、役場、金融機関、病院等が立地している。 
交通機能としては、町の玄関口となる東武鉄道新大平下駅とＪ

Ｒ両毛線大平下駅があり、交通利便性に優れている。また、市街

地の骨格を形成する幹線道路の主要地方道栃木・藤岡線、県道小

山・大平線、県道蛭沼・川連線、町道日立北路線、町道日立南路

線等による幹線道路ネットワークが形成されている。 

上位計画の「第５次総合振興計画」では、県道小山・大平線沿

線に役場新庁舎建設を核とした「商業・サービス機能の強化」を

図る交流ゾーンとして位置づけている。さらに、交流ゾーンは、

既存の文化・スポーツゾーン、健康福祉ゾーンとブールバール（文

化の並木道）で結ぶ公共施設の集積を形成する拠点として位置づ

けされている。 
居住状況については、居住者、世帯数ともに最も高く、ＤＩＤ

区域となっている。 
これらの視点から中心市街地は、東を県道蛭沼・川連線、西を

主要地方道栃木・藤岡線～JＲ両毛線、北を町道日立北路線、南
を町道日立南路線に囲まれた 240haとした。なお、その内重点
的に活性化事業を行う中心市街地活性化重点整備区域を、県道小

山・大平線沿線と東武鉄道新大平下駅西側の 130haと設定した
（図－1）。 
 
5. 中心市街地活性化基本方針 
5‐1 活性化に向けた基本理念 
 大平町は、肥沃な土地と豊かな自然により多くの産物に恵まれ

たことから、古より今日に至るまで産業・交通の要衝として発展

してきた。 
 こうした歴史を継承し次世代に向けてさらにいきいきとした

地域社会を形成していくために、大平町第５次総合振興計画（平

成13年3月）では、町民すべてが心身ともに健康で、生涯にわ
たり心豊かに生きがいをもって生活できる環境を充実していく

必要性を謳っている。そして、「健康で生きがいのもてるまち大

平」を将来都市像に掲げ、町民と行政が一体となってまちづくり

を推進している。 

 大平町の中心市街地活性化の基本理念は、大平町第５次総合振

興計画で掲げる将来都市像や計画の大綱を継承する。その上で、

大平町の個性や町の魅力・資源を活用しながら、新たな価値観で

の「大平らしさ」を演出した良質な空間形成による活性化を図る   
ため、通勤、通学に加え首都圏方面からの観光客も多く利用する

広域交通拠点である東武鉄道日光線新大平下駅の周辺地区を大

平町の中心市街地として、また、大平町の玄関口として市街地整

備と商業の振興策を一体として進め、多様な来訪目的をもって

人々が集い交流する「地域コミュニケーションを創り出す場」を

中心市街地活性化の基本理念とする。 
 
5‐2 活性化に向けた指針 
（１）地域資源の活用に向けた指針 

 ①太平山、ぶどう等の地域資源を活用した観光交流拠点の 

形成 

 歴史的資源や豊かな自然を満喫する散策コースや、特産品のぶ

どうを観光資源として発信するために、観光交流拠点を形成する。 
 ②平地林、並木道等の緑豊かな環境を活用した快適な住環境 

の形成 

 緑に囲まれた快適な住環境を形成するための基盤を整備し、内

外からの定住促進を図る。 
 ③若者文化の育成等を中心としたヤングコミュニケーション 

環境の形成 

「なつこい」イベントで集まる音楽好きの若者たちを継続的 
に惹きつけるために、若者たちのコミュニケーションが図れる  
(練習場等）環境を形成する。  
（２）魅力向上に向けた指針 

  ①新大平下駅を中心とした良質な都市空間の創出―駅西口基 

盤整備の先行的取組み 

 中心市街地の活性化には、新大平下駅周辺地区での基盤整備に

よる良質な都市空間の創出による地域ポテンシャルの向上が欠

かせない。その際の空間形成では、鉄道利用に限定することなく、

自動車、自転車、歩行者が有機的に連携を図れるような交通空間

の創出と、賑わいをもたらす魅力的な商業空間の創出とが相関し

て空間を形成する必要がある。 
②商業店舗の集積効果による商業魅力度の向上 
 大規模商業施設に頼らずに、商業魅力度を向上させる方策とし

て商業店舗の集積効果が指摘される。商業者自身による魅力度向

上のための努力は言うまでもないが、まちづくりの観点から商業

者同士が連携を図る必要がある。 
③ユニバーサルデザインを目指した福祉のまちづくり 
 高齢者や移動制約者のモビリティ確保のために、バリアフリー

環境が着実に整備されてきているが、さらに子育て環境等の生活

者支援の観点も加えて、誰もが享受できるユニバーサルデザイン

化を実現することにより、福祉のまちづくりの推進を図る。 
④高齢者と住民、行政のパートナーシップによるＴＭＯ等の 

構築 

 いきいきとした顔があふれるまちには、住民が行政に頼ること

なく、ともに考え行動する、住民主導型のまちづくりが求められ
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る。その活動拠点・運営拠点としてのＴＭＯ等の組織を早急に立

ち上げ、高齢者と住民、行政とが協働でまちづくり活動が行える

環境を創出する。 
（３）生きがいと豊かさに向けた指針 

①体験型工房の創出と情報発信機能の充実による観光回遊 

コースの創出 

 近年、アーバンツーリズムが注目を浴びている。これには、ま

ちなかの建物を見て楽しむことだけではなく、その街の生活・文

化に触れ、体験することに新たな意義がある。中心市街地の空き

店舗、未利用地等はアーバンツーリズムでの有効活用によって新

たな価値が付加される。これらの情報を内外に発信するとともに、

多様性・多目的な回遊コースを創出する。 
②シニアボランティアの育成と活用によるコミュニティ活動 

 ２１世紀は、高学歴な高齢者や主婦層を多数排出させた。学習

意欲の旺盛なこれらの人材をより社会に生かすために、シニアボ

ランティアとして育成し、コミュニティ活動へ参加する環境を創

出する。 
 

5‐3 中心市街地活性化の方向性 
 中心市街地の活性化は、快適な住環境の形成や、良質な都市空

間の創出による地域ポテンシャルの向上を図るための市街地の

整備改善と商業店舗の集積や個店の魅力向上による商業等の活

性化に、｢交通拠点｣｢コミュニケーション拠点｣「情報発信拠点」

「生活支援拠点」の４つの拠点整備事業を加え、更に観光来街者 
の街なか滞留と人材活用とを連携させ、多様な来街目的を持って 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人々が集い交流する「地域コミュニケーションを創り出す場」に

よる活性化を図る（図－2）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5‐4 中心市街地整備構想 
中心市街地活性化に向けた整備構想について、以下のとおり整

理した（図－3）。 

（１）コミュニケーションの場（新大平下駅周辺） 

東武鉄道新大平下駅の広域交通機能を最大限に高めるための 

アクセス改善や駐車機能の強化を行う。駅を中心として交通・ 

コミュニケーション・情報発信・生活支援などの「人の集まる 

目的」を持つ機能を付加したゾーンとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2 展開のイメージ図 

図－3 中心市街地整備構造概念図 
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また、町内観光への集発散点として、観光案内やレンタサイ 

クル等による観光来街者の利便性を高め観光集客の促進を図る。 

（２）生活交流型商業ゾーン  

生活交流型商業ゾーンは、駅前広場と駅アクセス道路の整備 

に加え、駅前広場を取り囲む商店舗の形成を図り、多様な来訪 

目的の創出による集客を、商業の活性化に結びつけ中心市街地 

の魅力を高めるゾーンとした。 

（３）駅前ステージゾーン  

駅前ステージゾーンは、新大平下駅前広場と都市計画道路新 

大平下駅前線を、お祭りやイベント開催時のステージ機能をも 

つ広場として整備し、中心市街地への集客促進により商業の振 

興を図るゾーンとした。  

（４）行政施設ゾーン 

役場新庁舎建設予定地とその周辺部分を「行政サービス拠点」 

に位置づける。 

（５）快適住宅地開発ゾーン  

低・未利用地を活用するため、都市基盤整備を行い、良質で 

低廉な住宅地の提供を図り、消費購買層の源となる街なかへの 

居住人口の促進を誘導する。 

（６）沿道型住宅地開発ゾーン  

低・未利用地を活用するため、都市基盤整備を行い、良質で 

低廉な住宅地の提供を図り、消費購買層の源となる街なかへの 

居住人口の促進を誘導するとともに、沿道型宅地利用を行う。 

（７）交流エリア 

緑の保存と景観に配慮した計画的な都市基盤施設の整備を行 

い、行政施設ゾーンと連携して町民の交流を促進するための施 

設の導入を図る。 

（８）緑地保全ゾーン 

県道小山・大平線沿線にある緑豊かな自然平地林の保全を図 

り、うるおいある都市景観の形成を図る。 

（９）都市計画道路整備 

大平町役場通り線（県道小山大平線）は、都市間連絡幹線道路

としてアクセス動線の機能を高める。 

 中心市街地内都市計画道路は、ＪＲ大平下駅と東武鉄道新大 

平下駅の公共交通結節と地域の基幹となる道路として整備する。 

また、ぶどう団地や大中寺などの太平山南山麓方面への観光 

導線とする。 

（１０）既存住宅地ゾーン  

段差の解消や歩道の設置等のユニバーサルデザインにより、人

に優しいまちづくりを推進する。 

（１１）接続強化線  

接続強化線は、幹線道路からの新大平下駅へのアクセス強化、

中心市街地と太平山南山麓への観光拠点を結ぶ観光導線として 

整備し、また、（仮称）公園通り線は中心市街地と文化・スポー 

ツゾーンとの連結を図るため整備する。 

（１２）コミュニティ道路整備 

来街者の街なか回遊を誘導するため、歩行者や自転車利用者が、

街なかの移動を安全・快適に行えるように、ユニバーサルデザイ

ンにより整備する。 

6.中心市街地の具体的方策 
6‐1市街地整備改善に関する具体的方策 
中心市街地活性化に向けた市街地の整備改善に関する具体 

的な取り組みと、その目的を以下のように整理した。 
（１）地域整備(面的整備） 

①新大平下駅前土地区画整理事業  

東武鉄道新大平下駅西口地区に土地区画整理事業を導入し、

全ての人が安全で快適に暮らせるための防災面の強化、生活基

盤施設の整備を図る。また、バリアフリー化やユニバーサルデ

ザイン化等を推進し安全な市街地環境を整備するとともに、町

民、世代間、地域間等多様な人々が交流する場となる新たな町

の顔の創出を図る。 

当地区の都市基盤整備事業としては、ＪＲ大平下駅と東武鉄

道新大平下駅への交通結節向上のための都市計画道路大平下

駅前線の整備、新大平下駅へのアクセス強化とイベント開催時

のステージ機能を併せ持つ都市計画道路新大平下駅前線整備、

パティオ形式の商店集積と町民交流の場とする駅前広場の整

備等を行う。 

  

 

 

 

 

 

 

 

②ＪＲ大平下駅前土地区画整理事業  

ＪＲ大平下駅前及び主要地方道栃木・藤岡線沿線の低未利用地

を有効活用するため、土地区画整理事業を導入し、計画的な公共

施設(都市基盤施設)の整備を行い、良質な住宅地の提供により消

費購買層の源となる中心市街地の定住人口の促進を図る。 

当地区における都市基盤整備事業としては、ＪＲ大平下駅利用

の利便性向上のための駅前広場整備及びＪＲ大平下駅と東武鉄

道新大平下駅への交通結節向上のための都市計画道路大平下駅

前線の整備を行う。 

③交流エリア整備事業 

平地林等の樹木保全を図るとともに、全ての敷地を接道させる

ような土地の分割は行わず、より自由度の大きい施設配置とする

総合設計とし、商業施設、サービス施設、飲食施設、医療施設、

福祉施設、文化施設など、町民の交流を促す複合的な施設の導入

を想定する。 

（２）道路整備(線的整備） 

①都市計画道路3･4･404大平町役場通り線整備事業（県道小 

山・大平線） 

町内外からの中心市街地への

アクセス向上、主要地方道栃

木・藤岡線と県道蛭沼・川連線

の東西連絡ルートの強化及び中

心市街地の円滑な都心活動を促

写真－1 区画整理整備後のイメージ 

写真－2 都市計画道路のイメージ 
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進するため、沿線平地林の保全と幅員の拡幅・改良及び踏み切り

の改良を含めた整備促進を図る。 

②（仮称）公園通り線整備事業 

日立ホーム＆ライフソリューション(株)栃木工場によって南

北交通の分断されている中心市街地と文化スポーツゾーンの接

続を強化し、文化スポーツゾーンの各種施設への来訪者を中心市

街地へ誘導するとともに、ブールバール(文化の並木道)との接続

により、街なかでの回遊性の創出や、歩いて楽しく快適で安全な

歩行者空間として整備する。 

③コミュニティ道路整備 

街路灯、ストリートファニチャー、ポケットパーク、歩行者

空間の確保により、街なかでの回遊性の創出や歩いて楽しく快適

で安全なコミュニティ道路として、歩行者優先型の歩車共存道路

として整備をする。 

（３）交通拠点整備（点的整備） 

①新大平下駅橋上駅整備事業 

現在は、駅の東西には乗降口があるが、自由な通行ができない

など東西連絡の不便さがあるため、駅舎の橋上化による東西連絡

歩行者動線の確保を図り、駅東西方向歩行者のアクセス利便性の

向上を目指す。また、駅舎構内での垂直移動手段は階段であると

ともに、段差等もあるので高齢者や障害者などに対応したユニバ

ーサルデザイン化を図る。 

ユニバーサルデザイン化は、「高齢者、身体障害者等の公共交

通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」に基づき、

駅にエレベーター等の設置や段差の解消など快適性と安全性に

配慮した環境整備を行う。 

 整備に際しては、橋上駅舎の単 

独整備による取り組みとするので 

はなく、新大平下駅前土地区画整 

理事業や駅前広場との一体的取り 

組みの中で行うものとする。 

②駐車場整備 
 駅周辺には多くの月極め駐車場が立地しているが、商店街の 

身近な駐車場や駅利用のための時間貸し駐車場がないなど、駅周 

辺への来街者にとって利用しづらい状況である。そこで、中心市 

街地への集客仕掛けづくりとして、駅周辺の機能性を高め、商店 

利用客や駅利用者の利便性の向上と、新たな賑わいづくりを創出 

するため、商店街の身近での駐車場やパーク＆ライド用駐車場を 

新大平下駅周辺に整備・確保する。 

③観光貸し自転車・電動スクーターレンタル事業 

町なかに点在している歴史・文

化的な資源や太平山南山麓の観光

ぶどう園等を訪れる観光ビジター

の移動利便性を高めて観光振興を

図るため、駅周辺に自転車・電動

スクーターのレンタル施設を設置

する。 

これにより、観光との連携による観光ビジターの中心市街地へ

の誘導・滞留を図り、町なかでの回遊性の創出を目指す。 

（４）コミュニケーション拠点整備事業（点的整備） 

①新大平下駅前広場整備事業 

駅前広場は、広場を取り囲むパティオ形式の商店舗でのショッ

ピングやオープンカフェなどに利用をするとともに、お祭りや各

種のイベントの開催場所として、またストリートパフォーマンス

のステージやフリーマーケット等の会場として、人々が集い交流

する空間として整備する。整備に際しては、広場・テラス・緑な

どのパブリック空間を充実させ、誰もがどこからでも気軽に立ち

寄ることができるようなデザインを検討する。 

また、中心市街地への新規出店の誘導を促すため、駅前広場を

活用して、誰でも気軽に出店できるワゴンショップやテント販売

等の起業支援を行い、商店集積を誘導する。 

 
②役場新庁舎整備事業 

役場はそれ自体が大きな集客力施設であることから、役場に来

たついでに買い物、買い物ついでに役場に寄る、というような「つ

いで行動」を誘発するため、中心市街地に役場新庁舎を核とした

行政サービスゾーンを整備する。 

役場新庁舎の建設に際しては、周辺の緑に包まれた安らぎ感の

ある空間形成を図るため、建物のデザインや色彩など周辺環境と

の調和に配慮するとともに、周辺に高い建物がないことから、中

心市街地のランドマークとしても検討する。また、新庁舎は全て

を一つにまとめた箱型とするのではなく、人の動線に沿って分散

型に雁行配置するなど、駅から交流エリアへの人の流れを妨げず

に誘導する施設配置とする。 

（５）地域情報交流施設整備事業 

①まちなか案内施設 

町の玄関口である新大平下駅周辺に公共交通のもつ交流機能

を活かし、「まちなか案内施設」を整備する。 

 まちなか案内施設は、観光ビジター向け休憩施設を設置し、町 

の観光案内をするとともに、ＴＭＯ等のまちづくり活動の拠点も 

開設し、町のトピック情報、地域イベント情報、まちづくりの取 

り組み情報、商店街情報等を全国にリアルタイムで発信する。 

また、町の魅力をアピール

するため、インターネットを

利用し、特産品であるイチゴ

やぶどう、或いは町産米や新

鮮な野菜等の宅配サービスを

行う。これらの事業により、

観光ビジターが大平町へ「見たい・行きたい行動」を誘発する。 

写真－3 橋上駅のイメージ 

写真－4 電動スクーターの貸し 

出しのイメージ 

図－4 駅前広場のイメージ 

写真－5 まちなか案内施設のイメージ 
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②生涯学習施設 

日常生活の中での来街 

機会を創出し、中心市街地

の賑わいを生み出すため、

趣味・サークル活動の場の

提供や生涯学習教室、趣味

作品の展示販売（ギャラリー）音楽バンド等の練習貸しスタジオ、

コミュニティサロン等を整備し、中心市街地への多方面からの来

街機会の創出を図る。 

③Ｗｅｂ情報施設 

 Ｗｅｂ情報施設は、誰でもいつでも気軽にパソコンに触れる 

場を街なかに提供することで、多様な人々が街中に集まれる機会 

を創出するとともに、来街者の滞留を促す。また、情報化時代に 

対応したマルチメディア体験 

コーナーやパソコン、インタ 

ーネット、携帯電話教室等を 

開催し、誰でも気軽にＩＴを 

利用できる環境を整備するこ 

とにより、生活の質的向上を 

図る。 

 

6‐2商業等の活性化に関する具体的方策 
中心市街地活性化に向けた商業等の活性化に関する具体的な

取り組みと、その目的を以下のように整理する。 

（１）生活支援拠点整備 

 生活拠点事業は、「生活支援」、「介護支援」、「基盤整備」の３

点から行う高齢者支援と「子育て保育施設」、「子育て情報施設」、

「子育て住宅補助」の３つから成り立つ子育て支援事業を行い、

中心市街地の魅力向上に繋げる。 

①宅配サービス 

商店会が主体となり、日常生活品の買い物に行けない高齢者を

対象に宅配サービスの提供を行う高齢者買い物支援事業により、

商店会の利用促進を図る。 

②緊急通報システム 

ＴＭＯ等が主体となり、援助員を派遣する緊急支援センターを

設置し、携帯電話やサイン灯による支援要請に基づいて高齢者を

支援する。 

③高齢者や障害者が安心して入れる店舗作り 

移動や利用の制約となる段差の解消や、表示の変更、商品案内、

休憩施設等の整備を商工会、商店会、ＴＭＯ等を主体として行い、

中心市街地と個別店舗のユニバーサルデザイン化による利用し

やすさの向上を図る。 

④高齢者支援施設  

個別店舗や、道路空間に地域コミュニケーションの場となる

「おばあちゃんの縁側（ベンチ）」を整備し、商店街の利用促進

を図る。 

⑤高齢者集会施設の設置 

空き店舗やコミュニティ施設に高齢者集会所を設置し、パソコ

ン教室、携帯電話教室を始めとする各種生涯学習の運営を行い、

高齢者の生涯学習と生きがい創造の場をつくる。 

⑥高齢者・子育て連携支援施設の設置 

高齢者集会所に高齢者による子供の一時預かり機能を併せて

整備を行い、高齢者の生きがいと子供の一時預かりによる子育て

支援により中心市街地の利用促進を図る。 

⑦育児支援サービス等施設誘導 

空き店舗や既存施設等を活用

して、子育てサークル・子育て

相談センター・子育て支援セン

ターを設置し子供の一時保育や、

出張保育員派遣などの子育て支

援により中心市街地の付加価値

を向上させるとともに、子育てコミュニケーションの場を創出す

る。 

⑧子育てマンションへの補助 

子育て機能（安全性・健康・衛生環境・機能性・防音性）の整

備に対する補助を行い、子育て世代の定住促進を図る。 

（２）観光施設との連携 

①まちなかガイドサービス 

観光案内ボランティア等の人材を活用し、まちなか魅力の紹介

やまちなか観光の振興を図り、多様な人々との交流が盛んな中心

市街地を目指す。また、散策ルートマップや情報板を設置し、ま

ちなかを分かり易く紹介する。 

②まちなか案内標識 

まちなかにある歴史資源や文化施

設等を観光ビジターに分かり易くす

るとともに、歩いて楽しい空間を演出

するため、統一された案内標識を整備

する。 

③コミュニティバス運行事業 

「なつこい」や郊外で行われるイベント会場へ駅や中心市街地

からシャトルバスを運行し、イベント来訪者を中心市街地へ誘

導・滞留させる。 

（３）資源の活用  

①空き店舗の活用 

空き店舗の存在自体が、商店街の魅力・活力の低減要素となる

ことからも、既存の空き店舗にチャレンジショップやインキュベ

ータショップ等の導入を図り、出店起業意向者への対応・活用に

向けた環境づくりを推進し、新規経営者の育成・次世代の担い手

づくりや、商店街の新たな魅力・顔をつくる。 

②まちづくりサロンの開設 

まちづくりサロンは、さまざまな集いを想定したミーティング

スペースとして、また親しみ愛着の持てる施設として整備し、地

域住民を含めた来街者が気軽に集い、様々な情報交換をする場と

して開設する。また、このサロンの運営管理は地元住民とし、地

元参画によるまちづくりの展開を図る。 

③特産品の販売 

駅前広場等における朝市やナイトバザール等のイベントを企

画開催し、集客時間の拡大を図る。 

写真－6 生涯学習施設のイメージ 

写真－7 Ｗｅｂ情報施設のイメージ 

写真－8 子育て支援のイメージ 

まちなか案内標識のイメージ
写真－9 
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 ④学生パフォーマンス事業 

 ＪＲ大平下駅や東武鉄道新大 

平下駅は、通学駅として多く高 

校生に利用されている。また町 

では、夏のイベントとして若者 

が自ら企画し集い楽しむ「なつ 

こい」を開催している。 

この中では、高校生バンド選手権やダンスコンクール等を開催 

し、若者の活力を創出している。これらを踏まえ高校生たちが

行う各種発表・パフォーマンスの場を街なかに提供することで、

若者の賑わいと若者がまちづくりに参加する意識を持たせると

いう相乗効果を図る。 

⑤地域企業のＰＲ事業 

日立ホーム＆ライフソリューション㈱や、いすゞ自動車工業㈱

栃木工場に代表されているが当町は工業の町として栄えてきた。

これらを踏まえて、企業ＰＲやセールスプロモーションの場を街

なかに提供し、地域経済の活性化に繋げるとともに、多様な目的

による来街者の誘導・滞留を促す。 

（４）魅力の向上 

①ライトアップコンテスト 

商店会およびその周辺において、店舗および家屋のイルミネー

ションライトアップを行う。また、ギャラリー投票によるコンテ

ストの開催を商工会、商店会、ＴＭＯ等が主体として行い、商店

会及びその周辺におけるライトアップによる集客を商店会の活

性化に役立てる。 

②店舗前面の草花による連続し   

た演出の創出 

ハンギングバスケット等による

商店街の一体的景観演出を目的と

し、商店会全体の草花装飾等によ

り、商店会の魅力向上を図る。 

③産直ブランドの確立等 

大平町の特産品であるぶどう・

ニラ・いちご・麦等を活用した産

直ブランドを確立するとともに、

斬新で新しい発想に基づく商品開

発や観光事業の展開を図る。 

④商店会送迎サービス事業 

会員制によるジャンボタクシーやワゴン車等による買物送迎

サービスを実施し、車の利用が困難な方の商店会利用促進を図る。 

⑤ポイントカードによるサービス還元システム 

ポイントカードの周知利用促進策（広報及びポイントサービス

期間の設定）によるポイントカードを浸透させ、ポイントカード

による商店会利用の向上を図る。 

（５）人材の活用 

①人材育成まちづくり塾 

町民が、自分の住む地域に関心を持ち主体的にまちづくりにか

かわろうとする意識を醸成するため、まちづくり塾等を通じた学

習機会の提供や啓発活動を図る。また、住民グループを始め、町

民同士が地域の課題やまちづくり等について話し合える機会の

提供に努めるとともに、町民の主体的な活動の中から、まちづく

り活動の指導と調整の役割を担う人材を発掘・育成するため「ま

ちづくり塾」を開設する。 

②中心市街地の新たなまちづくり推進組織の設立【ＴＭＯの設

立】 

中心市街地の活性化を図るには、中心市街地全体での事業展開

による面的な魅力作りが求められるとともに、商店会が連携した

新たなまちづくり組織の設立が必要である。事業のスムーズな実

施を推進するため、関係者相互のパイプ役を担うまちづくりのプ

ロデューサーとして、多分野・多方面からの参画による新たなま

ちづくり推進機関ＴＭＯの設立を図る。 

 

7.今後の取り組みについて 
中心市街地の活性化を図るためには、市街地整備と商業振興策

を一体的かつ総合的に推進していく必要がある。しかし、従来の

活性化の取り組みは、行政あるいは商店会、各個店といった個別

の組織単位で取組まれることが多く、必ずしも関係組織の連携が

十分とは言えない。 
近年の少子・高齢化等の社会環境の急激な変化や消費者のニー

ズの多様化に対応し、活性化を推進していくためには、中心市街

地を構成する町民や商業者、行政等による横断的でかつ総合的な

取組みが必要となる。そのため、中心市街地活性化に向けた事業

推進に際しては、行政のみならず、町民や商業者等の適切な役割

分担と連携、すなわちパートナーシップに基づき推進していく必

要がある。 
また、中心市街地活性化に関する事業の企画立案や広報、関係

機関・団体との連絡調整や対外的な窓口を一元的に担い、更に事

業主体を円滑にコーディネートするタウンマネージメント機能

としてのまちづくり機関（TMO等）の設立を検討している。 
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注） 
大平町中心市街地活性化基本計画を策定するにあたり、足利工
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中心市街地活性化基本計画」に基づき加筆を行ったものである。 
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