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１．地域啓発イベント実施・検討概要
（１）拠点化構想⼜は拠点化構想案の普及推進⼜はＰＲ活動の概要

目 的：地域の課題に対応し、駅前の賑わいや明るさ創出を図るための社会実験を行い、効果を計測

内 容：空き店舗の利活用アイデアと実践について公募、当選アイデアの活動支援（資金助成等）を行い、

賑わい創出の効果を計測する。（滞在時間・満足度・イメージ・動線等）

優秀アイデア２件選定 【選定方法】１次書類審査 - 事務局 ２次書類審査 - 審査委員会

時 期：準備期間８～１１月(空き店舗確保及び各種調整) - 公募選定１１月～1２月 - 活用期間１月～３月

①イベント・
モデル事業 空き店舗利活用アイデアコンテスト（審査会実施済み⇒１月下旬オープン）

目 的：地方創生として地域の活性化を図るため、地域（ワイワイ会議メンバー等）が主体となった継続的なイベン

トを実施していくための初動イベント

内 容：駅利用者や地域の居住者に「ふらっと気軽に寄ってもらう」ことを目指し、商店街や瑞穂市内の特産品が買

えるお店等を出店 ⇒ 地域に根付くイベントとして地域の力で定期的・継続的に実施されることを期待

日 程：２月１０日金曜日 実施予定

②プロジェクト
チーム実施事業 ほづみ夜市による駅周辺のにぎやかし活動（２月１０日（金）実施予定）

目 的：実際に駅周辺を歩き、若い観点から駅周辺の良い点や悪い点、将来像について意見をもらうとともに、若い

世代の自らができることや将来やりたいことなどを考える契機となることを期待

内 容：市内３中学校の２年生から各校５名程度が参加し、混成２班によるまち歩き、混成３班によるワークショッ

プ（駅周辺の良いところ、悪いところ、自分たちができること、将来像・キャッチフレーズ）を実施

日 程：１２月３日土曜日 実施済

③－１市内・地域
住民への啓発事業 中学生まちあるきワークショップ（１２月３日（土）実施済み）

目 的：穂積駅周辺の地域住民に継続的かつ効率的に情報発信を行うため、瑞穂市広報や回覧等の一方向からの発信

だけではなく、説明会形式で行い、地域に住む人の意見を集約するとともに構想案への反映、協議会やワイ

ワイ会議等での検討内容の周知を行う

内 容：駅前拠点事務所に寄せられた意見の周知、本協議会及びワイワイ会議の検討内容の周知、意見収集

日 程：第１回説明会…１２月中５箇所実施 第２回説明会…第３回協議会後実施

③－２市内・地域
住民への啓発事業 駅周辺自治会への検討状況説明会（第１回実施済み、第２回実施予定）
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２．地域啓発イベント実施・検討内容
①空き店舗利活⽤アイデアコンテスト コンテスト概要

○趣旨
空き店舗を活⽤して駅利⽤者の利便性向上や
賑わい創出に寄与する取組みの効果を検証

○アイデア募集期間
11⽉29⽇（⽕）〜12⽉16⽇（⾦）

○コンテストの周知⽅法
❶瑞穂市ホームページ掲載
❷協議会facebookページでの発信
❸瑞穂市商⼯会ホームページ掲載のお願い
❹朝⽇⼤学先⽣⽅へのお声掛け
❺瑞穂市イベント出店者へのお声掛け・紹介
❻商⼯会アンケートで「空き店舗利活⽤希
望」と回答した⽅へのお声掛け

❼ワイワイ会議参加者へのお声掛け・紹介
○応募件数
①⽩⽊店舗 ・・・１件（❺より応募）
⇒⽊⼯細⼯のクリエイターさん

②旧駅南公⺠館 ・・・１件（❼より応募）
⇒市内郊外にあるお総菜屋さん

○審査概要
・⼀次審査（書類審査）・・12⽉20⽇(⽕)
⇒事務局による必要書類等の確認

・⼆次審査（書類審査）・・12⽉22⽇(⽊)
⇒審査委員会による採点
（総得点の1/3以上獲得で合格）

○審査結果
２件とも合格 ⇒ 1⽉下旬に営業開始

400ｍ

北口

南口

２

１

100ｍ

②旧駅南公民館①白木店舗

○募集対象店舗



２．地域啓発イベント実施・検討内容
①空き店舗利活⽤アイデアコンテスト ⼆次審査の概要①
○⽇時：12⽉22⽇（⽊）10：00〜11：00
○場所：瑞穂市役所 穂積庁舎 ３F ⼤会議室
○審査⽅法
・9名の審査委員により「瑞穂市JR穂積駅圏域拠点
化構想推進事業 空き店舗利活⽤アイデアコンテ
スト 審査委員会」を組織

・事前に送付した提案書の内容について、事務局で
⽤意した評価項⽬に沿って採点（⼀⼈45点満点）

・各店舗に1件の応募だったため、総得点（405点）の1/3以上を取得した場合に合格として審査
⇒ 2件とも合格

・審査後に営業内容や効果測定の⽅法等について審査委員よりアドバイス ⇒ 採⽤者に後⽇通知
○審査委員会構成
・多様な視点から評価・アドバイスを得ることを狙い組織

所属① 所属② 求めた視点
審査委員⻑ 協議会会⻑ 朝⽇⼤学理事 協議会／⼤学理事
審査委員① 協議会会⻑代⾏ 商⼯会副会⻑ 協議会／経営者
審査委員② 協議会委員 ⾃治会⻑ 協議会／居住者
審査委員③ 朝⽇⼤学学⽣（男性） ワイワイ会議参加者 男⼦⼤学⽣／ワイワイ会議
審査委員④ 駅前拠点事務所スタッフ 主婦（市内） 主婦（市内）
審査委員⑤ 駅前拠点事務所スタッフ 主婦（市外） 主婦（市外）
審査委員⑥ 瑞穂市職員 ⾏政
審査委員⑦ 瑞穂市職員 ⾏政／若い⼥性
審査委員⑧ 昭和㈱社員 空き店舗賃貸契約者



２．地域啓発イベント実施・検討内容
①空き店舗利活⽤アイデアコンテスト ⼆次審査の概要②
○応募者からの提案内容
瑞穂市や穂積駅周辺に関する課題認識、想定される取組みの効果、事業計画（取扱商品、資⾦計画、
営業⽇時、販売促進⽅法等）、店舗の利活⽤イメージ、⾃⼰PR、効果測定の⽅法

○評価項⽬

項⽬ 評価
優 良 可 劣

① コンテストの趣旨及び⽬的に沿った事業内容であるか。 ５ ３ １ ０

② 課題を的確に認識しているか。 ３ ２ １ ０

③ 期待される事業効果が記載されている課題の解決に的確に対応しているか。 ３ ２ １ ０

④ 事業の内容と営業時間がコンテストの趣旨及び⽬的に併せて効果的に設定されているか。 ３ ２ １ ０

⑤ 地域の資源や特性を活かす等、独⾃性を感じる提案となっているか。 ３ １

⑥ 売り上げ⽬標や資⾦繰り等の事業計画が現実的で、無理のない運営が可能か。 ５ ３ １ ０

⑦ 事業内容、ターゲット、営業時間と⼀貫して効果的な販促活動が計画されているか。 ３ ２ １ ０

⑧ 本事業の終了後も⾃⽴した経営が期待できるビジネスモデルとなっているか。 ３ ２ １ ０

⑨ 店舗スペースを有効に活⽤しているか。 ３ １

⑩ 申請者の能⼒・経歴等が事業の現実性の裏付けとなっているか。 ３ １

⑪ 効果測定の内容・⽅法が的確に設定されているか。 ５ ３ １ ０

⑫ 課題認識と事業内容、営業時間、効果測定の内容・⽅法に⼀貫性が認められるか。 ３ １

⑬ 事業に対する意欲・熱意が感じられるか。 ３ ２ １ ０

合計 ／45



２．地域啓発イベント実施・検討内容
①空き店舗利活⽤アイデアコンテスト 採⽤事業者①

木猫屋（conecoya）さん ⽩⽊店舗 1⽉20⽇(⾦) 開業
○事業者情報
・市内在住の若⼿⽊⼯細⼯職⼈
・岐⾩県内を中⼼に様々なイベントに出店
・⾃分のお店を持つことが⽬標

○サービス内容
・様々なクリエイターがつくる雑貨の展⽰販売
・⽊⼯雑貨の展⽰販売
・物作りワークショップの実施

○営業時間（予定）
⽊・⾦ 11：00〜19：00
⼟・⽇ 11：00〜17：00

○駐⾞スペース
店舗横（4台）

○販売促進の⼯夫（事業者と調整中）
・駅利⽤者や周辺商業施設利⽤者へのビラ配り
・SNSや知り合いの店舗での情報発信

○効果測定の⽅法（事業者と調整中）
・利⽤客がどこから来ているのか調査（ヒアリ
ング等）

・時間帯・曜⽇毎の売り上げ推移
・各種販促活動の効果検証（駅利⽤者等）
・お店に対する感想等のアンケート

※審査会での意⾒を反映済み

○審査会での得点
250／405

・店舗の活⽤⽅法や応募者の実績で⾼評価
・コンテストの趣旨（利便性や賑わいへの貢献）との整合性、
事業計画の現実性で低評価

○審査委員からの指摘事項
・駅利⽤者や周辺の買い物客に対して⽊⼯製品の魅⼒を発信し、
呼び込む⼯夫が必要

・男⼦⼤学⽣の利⽤は難しいかもしれないが、⼥⼦⼤学⽣に対
しては商品の⼯夫等により需要が期待できる

・ワークショップによる安定した収益を⾒込むために内容や価
格設定、リピーターや新規顧客の獲得⽅法に⼯夫が必要

・駅からの徒歩客、⾞での来店者、地域住⺠について宣伝とそ
の効果を検証してほしい

店舗写真



２．地域啓発イベント実施・検討内容
①空き店舗利活⽤アイデアコンテスト 採⽤事業者②

総菜屋Mam825さん 旧駅南公⺠館 1⽉24⽇(⽕) 開業予定
○事業者情報
・市内郊外でお総菜屋を経営（ランチも有り）
・無農薬、無添加の体に優しいお総菜を販売
・イベントへの出店や出張販売も実施
・今のお店で料理教室や健康に関する講演会等を開催

○サービス内容
・安⼼安全のお総菜をパックで販売（100gや50gなど）
・温かい飲み物やどて丼を提供（飲⾷スペース有）
・健康に関する講演会や陶芸教室等のイベント実施
・調味料や雑貨等の販売

○営業時間（予定）
⽕〜⾦ 16：00〜19：00
※⼟曜⽇等に不定期にイベントを実施

○駐⾞スペース
店舗横（2台程）

○販売促進の⼯夫（事業者と調整中）
・駅利⽤者へのビラ配り
・SNSでの情報発信や今のお店のお客に対して宣伝
・店頭看板や照明による明るく⼊りやすい空間づくり

○効果測定の⽅法（事業者と調整中）
・来店時間や滞在時間をチェックし電⾞に左右されない
賑わいがつくられているか調査

・現在のお店の売り上げの変化について調査
⇒駅周辺で営業することによる宣伝効果の検証

・利⽤客やイベント参加者がどこから来たか等を調査
※審査会での意⾒を反映済み

○審査会での得点
339／405

・課題認識や応募者の実績、認識課題と事業内容（サービス、
営業時間等）等の⼀貫性、出店者の意欲・熱意で⾼評価

・事業計画の現実性でやや低評価
○審査委員からの指摘事項
・パックのボリュームにバリエーションがあり便利
・品物の展開を⼯夫してリピーターを増やすようにしてほしい
・安価で⾷べ応えのあるものや⼿軽に買い⾷いできるものがあ
ると男⼦⼤学⽣等、若い⼈が買いやすい

・⽢いものやスイーツがあると若い⼥性を呼び込むと思う
・事業者の⾷と健康に対するこだわりが利⽤客にうまく伝わる
ように⼯夫してほしい

・お店で調理のコツを教えてもらえたら嬉しい



２．地域啓発イベント実施・検討内容
①空き店舗利活⽤アイデアコンテスト 営業の⽀援

○営業に係る費⽤の補助
・1件あたり最⼤30万円を事務局より補助
・営業の準備に必要なものの購⼊代⾦や営業経費、仕
⼊れに関する費⽤を対象

・⾼額な備品等は補助対象外
○店舗の家賃補助等
・事務局が店舗所有者と賃貸契約や使⽤許可の申請を
⾏い、事業者に使⽤貸借

・家賃等を事務局で負担（旧駅南公⺠館は無料）
○開業チラシの作成・配布（1100部）
・駅周辺の⾃治体への回覧（約350部）
・市役所窓⼝・駅前拠点事務所等で配布（約350部）
・帰宅時間帯に駅前で配布（約400部）

1⽉13⽇（⾦）、16⽇（⽉）
17時頃より実施

・穂積駅周辺の掲⽰板に掲載
○その他
・店舗の補修や清掃、開業準備
の⼿伝い 等

開業チラシ

≪今後の展開≫
●営業期間は3⽉下旬までを予定
●営業の状況や地域への効果を検証し、構想に反映
●次回の協議会にて、営業状況や取組みの効果を報告



２．地域啓発イベント実施・検討内容
②ほづみ夜市による駅周辺のにぎやかし活動

○⽬ 的
地⽅創⽣として地域の活性化を図るため、地域（ワイワイ会議メンバー等）が主体と
なった継続的なイベントを実施していくための初動イベント

○内 容
駅利⽤者や地域の居住者に「ふらっと気軽に寄ってもらう」ことを⽬指し、商店街や
瑞穂市内の特産品が買えるお店等を出店
⇒地域に根付くイベントとして地域の⼒で定期的・継続的実施を期待

○⽇ 程
２⽉10⽇（⾦）15：00〜20：00（予定）（⼤学の試験や春休みの⽇程を考慮）

○対 象
①駅利⽤者
毎⽇１７,０００⼈以上の利⽤者がいるが、毎朝⼣と送迎のみで駅にいる時間が短
い駅利⽤者に対して「時間を消費」してもらうための切っ掛けづくりを⾏い、コト
消費が可能な駅前を⽬指す

②駅周辺に住まわれている⽅
ワイワイ会議にて「地域の関⼼を底上げ」することが重要との意⾒もあり、まずは
「何か始まったぞ」という認識をもってもらうことに加え、⾃分にもできること・
⾃分なりの参加の仕⽅につながる切っ掛けづくりを⽬指す

ほづみ夜市（ワイワイ会議内にて検討中）



２．地域啓発イベント実施・検討内容
②ほづみ夜市による駅周辺のにぎやかし活動
○会 場

○出 店：飲⾷・物販等現在約10店舗が出店意向（お声掛けやご紹介から）

・⼩さなイベントでも経験を積み重ね、地域の関⼼を底上げし、まちづくり活動
への協⼒者の拡⼤を⽬指す

・イベント活動を通じて、⼈・情報のネットワークの発掘・拡⼤を⽬指す
・現在のワイワイ会議がまちづくり団体へ発展的移⾏をすることを⽬指す

①駅北 市営駐⾞場
利⽤箇所：駐⾞場内
⽤途：テント、キッチンカー、イベントスペース

②駅南 バス停東アーケード周辺
利⽤箇所：歩道部分
⽤途：テント

①駅北 市営駐車場

②駅南 バス停アーケード

17時頃

20時頃

17時頃

20時頃



○⽬ 的
・穂積駅周辺の将来のまちづくりを中学⽣の⽬線で、もう⼀段深く考え、構想づくりの新
たな視点として活⽤

・参加する中学⽣にとって⾃分たちのまちを改めて観察することで⾃らができることや将
来やりたいことなどを考える契機となることを期待

○⽇ 程：12⽉3⽇（⼟）14：00〜16：00
○場 所：穂積駅周辺（まちあるき）／駅前拠点事務所（ワークショップ等）
○概 要
・2班に分かれて引率者の説明を受けながらまちあるき
・中学⽣アンケート結果・瑞穂市の現況について説明
・3班に分かれてワークショップを実施
「穂積駅周辺の『良い点』と『悪い点』について」
「僕たちが今からできることについて」
「穂積駅周辺の将来像について」

・⽣徒⾃⾝でワークショップの結果を発表
○参加者
・穂積中学校 5名
・穂積北中学校 6名
・巣南中学校 4名
（男⼦8名、⼥⼦7名）

２．地域啓発イベント実施・検討内容
③－１中学⽣まちあるきワークショップ 概要

まちあるき経路

JA



２．地域啓発イベント実施・検討内容
③－１中学⽣まちあるきワークショップ 結果概要
■A班：『瑞穂市⺠として⾃慢できる駅』
○良い点
・住宅が多く帰り道も安⼼ ・駐⾞場が多い

○悪い点
・落ち葉等がそのままで汚い ・道が暗い、狭い

○僕たちが今からできること
・ゴミを捨てない、捨てさせない ・清掃活動

○将来像
・きれい、安全で⾏こうと思える駅
・落ち着ける駅周辺（緑とゆとりがある駅前広場）
・皆が使える公園
・街灯の増加や歩道と⾞道の分離で明るく安全な道に
・清潔さ、安⼼、賑わいの好循環で⾃慢の駅に成⻑

■B班：『⾏かぬなら 来させて⾒せよう 穂積駅』
○良い点
・住んでいる⼈が多い ・静か ・落ち着く⾊

○悪い点
・若い⼈がいない ・店が閉まっている
・ゴミが落ちている ・道が暗い、狭い ・⽔路が汚い

○僕たちが今からできること
・駐⾞場を増やして⼈が来るように ・良いところを宣伝

○将来像
・外から⼈を呼ぶ施設として⼤学等
・まちの⽬⽟として⽇本⼀⻑いケンケンパが出来る道
・駅周辺はがやがやせず、少し離れてお酒が飲める店
・鉄道敷に芝桜を植え、⾒て気持ちいい空間に



２．地域啓発イベント実施・検討内容
③－１中学⽣まちあるきワークショップ 結果概要
■C班：『Clean・Green・Beautiful Town』
○良い点
・落ち着いた雰囲気 ・緑が多い ・駐⾞場が多い

○悪い点
・お店が閉まっている ・ゴミが落ちている
・道が暗い、狭い ・⽤⽔路が汚い ・休むところがない

○僕たちが今からできること
・ゴミ箱を駅周辺に置く ・お店を増やす ・ベンチ設置

○将来像
・北側を⼤⼈向けのまちとして病院やゆとりのある公園等
・南側を若者のまちとして若者向けのお店やマンション
・線路沿いの歩道を美化と照明設置で安全な環境に

●3班とも道路について「暗い」、「狭い」といった点の他「ゴミ」についての意⾒が出て
おり、実際にまちを歩いてみることで、道が汚いことで使う⼈のモラルの低さや周りの⼈
の無関⼼さを感じ、不安に思ったと考えられる。
⇒地域の⼈と協⼒し清掃活動を⾏うといいのではという意⾒があった。また、植栽やゴミ
箱の設置によって美化が図れるのではという意⾒があった。

●３班とも将来像で広い公園や駅前広場が描かれており、駅周辺で賑わいや施設の充実を図
りながらも、ゆとりがあり落ち着きを感じる空間があるといいと考える傾向にある。良い
点としても「静かさ」や「落ち着き」が挙げられている。

●駐⾞場の多さについても各班で意⾒が出ており、⾞が停めやすくていいと思う⼀⽅、点在
する駐⾞場が賑わいの低下につながっており、更新や集約が出来たらという意⾒があった。



２．地域啓発イベント実施・検討内容
③－１中学⽣まちあるきワークショップ 写真
①まちあるき - 穂積駅南⼝ ②まちあるき - 商店街（北側）

③ワークショップ ④⽣徒によるワークショップ結果の発表



２．地域啓発イベント実施・検討内容
③－２駅周辺⾃治会への検討状況中間報告会 概要
目 的：本業務における協議会及びワイワイ会議（ＰＪ）での検討概要、

駅前拠点事務所へ提出された意見書等の周知、検討に関わる意見
の収集を実施

日 程：駅南側自治会 １２月９日（金）～１１日（日）
駅北側自治会 １２月１８日（日）、１２月２５日（日）
☞計５回開催

場 所：各自治会公民館
概 要：「瑞穂市ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想推進事業」の中間報告

1.地域の方から頂いている意見及びワイワイ会議の意見について
2.将来像の構築に向けたビジョン及びテーマ(案)について

参加状況：駅南側自治会 ３日間計 ３８名参加
駅北側自治会 ２日間計 ５３名参加 合計 ９１名参加

駅周辺に住んでいる方に対して本事業の認知を促す事がまちづくりへの参
加（行動）への初期の啓発となるため、継続的な情報発信と意見収集を行
うことが必要となる

第3回協議会後、2月上旬より、第2回自治会報告会にて構想図（案）について
報告・意見交換を実施予定



２．地域啓発イベント実施・検討内容
③－２駅周辺⾃治会への検討状況中間報告会 会場写真
＜駅南自治会＞

＜駅北自治会＞


