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（３）整備の経過 
 1990 年代以降、日向市の中心市街地は衰退が顕著となり、根本的な都市構造の改革が

課題となっていた。このため、日向市は 1997 年に「日向市駅周辺まちづくり委員会」を

設置し、JR日豊本線日向市駅周辺の既成市街地を対象に、街なか魅力再生が検討された。

中心市街地法が成立後、複数のまちづくり事業を総合的、一体的に進める「日向プロジ

ェクト」が提案され、事業化をすすめることとなった。 

 日向プロジェクトを構成する事業を、以下に整理する。 

  ・JR 日向市駅を中心とした連続立体交差事業（宮崎県事業） 

  ・駅周辺地区における土地区画整理事業（日向市事業） 

  ・駅周辺中心商業街区における中心商業地区再生事業（特定高度集積整備事業） 

 このうち、地場産材である杉を活用した新駅舎は 2006 年に開業し、鉄道高架切替えお

よび東口駅前広場の完成によって、第１期の整備を完了した。 

 本事業においては、県が、詳細設計を着手する前の段階から、専門家、行政（県、市）

及び鉄道事業者からなる「都市デザイン会議」を設置し、住民代表等様々な立場の方か

ら意見を聞きながら進めている。また、まちづくりワークショップや様々なイベント（現

場見学、出前講義等）を開催し、住民参加の機会を増やし、行政と住民・事業関係者間

の「交流」も効果的に行ってきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 検討体制図 
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写真 駅前広場及び駅周辺で開催されたイベント 

表 駅前広場及び駅周辺で開催されたイベント内容と集客数 

年 月 日

15 6～7 土曜夜市 和太鼓演奏（天地鼓響） 約400人 市民 2回×約200人

15 7 11 中里村交流イベント 高度化資金活用商店街の交流・地場産品の直売 約500人 市民

15 9 13～14 日向十五夜祭り・フリーマーケット メイン会場・各種演芸披露 約2,500人 市民

約3,400人

16 1 商店街招福餅まき 餅まき 約250人 市民

16 6～7 土曜夜市 和太鼓演奏（天地鼓響） 約500人 市民 2回×約250人

16 9 18～19 日向十五夜祭り メイン会場（特設ステージ） 約3,000人 市民

16 10 30 街なかハローウィン ハローウィン 約100人 幼児・児童

16 11 13 土木の日フェステバル
土木関連資料展示・フリーマッケ
ト

約2,000人 市民

16 11 13 杉コレクション 杉材活用の作品の展示・審査 約300人 市民

16 12 24 クリスマスイベント クリスマスイベント 約200人 子供 市内　4教会

約6,350人

17 1 22 スペシャルオリンピック 身障者トーチリレー 約250人 市民

17 2 6 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｺﾞｰﾙｽﾞ歓迎式典 欽ちゃん球団歓迎式典 約3,000人 市民

17 6～7 土曜夜市 和太鼓演奏（天地鼓響） 約1,200人 市民 6回×約200人

17 6 25 七夕祭り 市立3保育所主催の七夕イベント 約1,000人 市民・園児

17 8 6 日向ひょっとこ夏祭り ひょっとこ夏祭り踊りステージ 約3,000人 市民

17 9 17～18 日向十五夜祭り メイン会場（特設ステージ） 約3,000人 市民

17 10 29 街なかハローウィン ハローウィン 約200人 幼児・児童

17 11 11～13 周年事業イベント 10,8,13街区周年記念 約600人 市民

17 12 17 ﾌﾞﾗｯｸｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2005in日向 ﾌﾞﾗｯｸｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ 約300人 市民

約12,550人

18 2 16 山口きららマウントG歓迎式典 山本譲ニ監督球団歓迎式典 約1,500人 市民

18 6～7 土曜夜市 和太鼓演奏（天地鼓響） 約1,500人 市民 6回×約250人

18 7 1 七夕祭り 市立3保育所主催の七夕イベント 約1,100人 市民・園児

18 9 9～10 日向十五夜祭り メイン会場（特設ステージ） 約4,000人 市民

18 8 5 日向ひょっとこ夏祭り ひょっとこ夏祭り踊りステージ 約3,000人 市民

18 10 28 街なかハローウィン ハローウィン 約1,000人 幼児・児童

18 12 17 新駅開業イベント 新駅開業を祝う市民イベント 約15,000人 市民

約27,100人

19 2 24 旧駅舎お別れイベント 旧日向市駅解体に伴うイベント 約2,000人 市民

19 4 14 玉名高校ブラスバンド ブラスバンド公演 約500人 市民

19 5 6 ジャズコンサート メジャーデビュー前コンサート 約200人 市民

19 6 30 七夕祭り 市内2保育所・ＮＰＯ等イベント 約1,500人 市民・園児

19 6～7 土曜夜市 和太鼓演奏（天地鼓響） 約1,500人 市民 6回×約250人

19 9 22,23 日向十五夜祭り 約1,000人 市民

19 10 27 街なかハローウィン ハローウィン 約3,000人 幼児・児童

19 12 16 ひゅうがいち・開業一周年 約8,000人 市民

約17,700人

20 3 9 西口駅前広場完成式典 完成式典、郷土芸能披露 約5,000人 市民
20 4 19 玉名高校ブラスバンド ブラスバンド公演 約500人 市民

H19年集計

H15年集計

H16年集計

対 象
者

備 考

ひゅうが十街区パテイオを含む完成施設等

開 催 日
イ ベ ン ト 名

H18年集計

内 容 集 客 数

H17年集計

日向十五夜祭り

杉コレクション

街なかﾊﾛｳｨﾝ

in ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｺﾞｰﾙｽﾞ

七夕まつり 新駅開業イベント




