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１．地域啓発イベント実施・検討概要



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（１月下旬オープン⇒営業中）

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）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、瑞穂市の野菜の販売や市内外の

飲食店等が出店 ⇒ 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） 15：00～20：00

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）

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…２月中４箇所実施

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回実施済み）

目 的：穂積駅周辺の地域住民を初めとする関係者を対象に、今年度の検討の総まとめとして、瑞穂市JR穂積駅圏

域拠点化構想の報告、ワイワイ会議出席者から瑞穂市JR穂積駅圏域拠点化構想への提案、各種イベントの

開催結果報告等を行い、構想の周知や地域の機運醸成を図る

内 容：構想の内容説明、ワイワイ会議出席者からの検討経緯の報告、各種イベントの開催結果報告

日 程：３月２９日（水）1８時３０分～20時００分（予定）

③－２市内・地域
住民への啓発事業 （仮称）合同成果報告会（３月２９日（水）実施）



２．地域啓発イベント実施・検討内容



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 利活⽤中の店舗の概要

『Handmade Shop CONECOYA』
営業開始⽇：1⽉20⽇（⾦）
営業時間 ：⽊⾦ 11：00〜19：00

⼟⽇ 11：00〜17：00
（1⽉中は毎⽇営業）

サービス①：⼿作りの⽊⼯製品販売（300円〜2,500円）
サービス②：委託販売ブース貸出（1,000円〜3,000円/⽉）
サービス③：⽊⼯体験ワークショップ（300円〜1,000円）

②旧駅南公民館①白木店舗

400ｍ

北口

南口

２

１

100ｍ

店舗位置

活用開始前

活用開始後

店内

活用開始前

活用開始後

店内

『総菜屋Mam825 駅前店』
営業開始⽇：1⽉24⽇（⽕）
営業時間 ：⽕〜⾦ 16：00〜19：00

（加えて⼟曜⽇等に不定期にイベントを実施）

サービス①：総菜、どて丼等の販売（120円〜600円）
サービス②：知合いの商品の販売（⽶粉のどら焼き200円等）
サービス③：知合いが主催するイベントへの場所の提供



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 店舗の営業状況①

Handmade Shop CONECOYA ⽩⽊店舗
■収⽀報告（2⽉末時点）

○補助⾦が18万円残っているが、約4.5万円の⾚字
○他に⽉々の家賃7万円、礼⾦・仲介⼿数料14.6万円
（2ヶ⽉計28.6万円）を事務局が⽴替え

■利⽤客・利⽤状況について
【利⽤時間帯・滞在時間】
○平⽇より⼟⽇の⽅が販売額、来客数ともに多い
（平⽇平均3,400円/11⼈、休⽇平均5,500円/20⼈）
○平⽇、休⽇とも来客は14時〜17時の間が多い
○平均滞在時間は15分〜20分程度だが、中には店内
がくつろげると2時間以上いるような⽅も数名いた

【利⽤客層】
○どの年代も万遍なく利⽤がある
○市内のお客がほとんどだが、周辺市町や関市、⼭
県市、愛知県等から来る⼈もおり、市内外からの
吸引⼒を発揮している → 市内の他の場所に誘
導する仕掛けが必要

○⾞での来客がほとんどだが、徒歩や⾃転⾞で来る
⼈も増えてきている

○穂積駅から直接来るという⼈は少ない
【営業状況の推移】
○初めは店主や委託販売を契約している作家の知⼈
が多かったが、2⽉に⼊ってから⼝コミ等の効果が
現れはじめ、2⽉下旬ころから来客が安定している

【来店のきっかけ】
○⼝コミの効果が特に⼤きく、知⼈の知⼈や、さら
にそのきっかけで来店した⽅の知⼈など、⼈の輪
が⼤きく影響している

■商品販売額および来客数

2月
開店準備 営業日 営業日

補助金 120,000
売上①木工製品販売 - 15,000 24,000

売上②委託販売ブース賃料 - 8,000 39,000
売上③ワークショップ - 2,000

計 120,000 23,000 65,000
合計 65,000

内装等備品関係 220,000 16,000
その他 5,000 12,000
計 220,000 5,000 28,000
合計 28,000

内自己資金 100,000 0 0

37,000

支出
225,000

黒字額
-82,000

-45,000

１月

収入

143,000

木猫屋 委託販売 合計

１週目（1/20～1/25） 9,700 10,200 19,900 86

２週目（1/26～1/31） 5,700 6,900 12,600 58

３週目（2/2～2/5） 5,700 10,200 15,900 60

４週目（2/9～2/12） 9,600 7,100 16,700 41

５週目（2/15～2/19） 4,600 21,450 26,050 77

６週目（2/23～2/26） 4,300 20,430 24,730 66

合計 39,600 76,280 115,880 388

1日あたり（27営業日） 1,467 2,825 4,292 14

来客数
（人）

売上（円）



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 店舗の営業状況②

Handmade Shop CONECOYA ⽩⽊店舗
■⾃⾝の商品販売以外の取組み
【委託販売】
○棚や壁⾯をレンタルし、申し込みのあった作家の
商品の販売を代⾏（3,000円/⽉）

○当初⽤意した30ブースが2⽉上旬には埋まり、15
ブース増設（現在は販売ブース45個、壁⾯販売4ヶ
所、展⽰ケース8個で9割程が契約済み）

○現在は試験期間として委託料をとらないブースも
あるが、4⽉以降は1ブース3,500円/⽉程で全員か
ら徴収するとともに、貸出スペースも増設して⽉
約18万円の収⼊を⾒込む（全て契約の場合）

○契約者は周辺に住む主婦やおばあさん、学⽣、OL
に加え、周辺市町や名古屋市、三重県等、広範囲
から申込み

【⽊⼯体験ワークショップ】
○店内で⽊⼯製品を⼿作りする
ことが体験可能

○現在、⼩中学⽣４名が体験
（売上2,300円）

○⼦どもだけでの来店もあった

■広告宣伝の取組み

■今後の営業に向けて
○4⽉以降も継続して営業することを検討し、主に委
託販売ブース賃料での安定した収⼊を⾒込む。委
託販売という形態が珍しく、また好⽴地で駐⾞場
付なので作家に選ばれている

○ブース賃料は相場よりも低い⾦額だが、たくさん
の商品を置くことで来客数を増やすことを⽬指す

○顧客層が多様なため、委託販売の商品はどの品も
同程度売れている。来客数、ブース契約数を伸ば
すために今後も集客⼒のある商品とチャレンジ的
な商品のバランスを検討し続けていく必要がある

○他にもホームページ作成等の取組みを⾏っていく
○現在は⾃分の作品を作成する時間が取れず、作品
の売上が落ちてきており。スタッフ雇⽤も検討中

○店頭や駅前だけでなく、作家
さんや来店者の紹介を通して
幼稚園、飲⾷店等にチラシを
配布

○SNS投稿１件で約2千⼈の⼈が
⾒ており、⼤きな宣伝効果を
実感

○店頭看板や駐⾞場看板等で通
⾏⾞、通⾏⼈の⽬を引き、看
板設置後に来客が増えた



①空き店舗利活⽤アイデアコンテスト 店舗の営業状況③

■売上推移

２．地域啓発イベント実施・検討内容

総菜屋Mam825 駅前店 旧駅南公⺠館
■収⽀状況（2⽉末時点）

○家賃がなく、補助⾦を使い切った状態で90,000円
の⿊字

■利⽤客・利⽤状況について
【利⽤時間帯・滞在時間・利⽤客層】
○近所のおばあさんの利⽤が多く、開店してすぐ
（16時台）によく来てくれる。リピート客も多い

○奥さんに頼まれて来た等、男性1⼈での利⽤もある
○しかし、駅利⽤者の来店は少なく、18時以降はほ
とんど売れない

○買ってすぐ退店するため、飲⾷スペースはあまり
使われず、滞在時間はおおむね5分程度

○天気が悪いと駅前を歩く⼈がほとんどおらず、売
上が⼤きく落ちる

○どて丼がOPEN記念価格（432円）から通常価格
（648円）に戻ると出が悪くなり、値段に敏感

○駅前通線⻄側に駐⾞場が多いため、駅利⽤者は⻄
側の歩道を歩く⼈が多く、動線が変わらない

【営業状況の推移】
○開店当初は本店から来たという利⽤客が多かった
が、2⽉からは地域の⽅が主な利⽤客となり、売上
も1万円台前半で推移している

○お店のコンセプトが浸透していくには時間が必要
【来店のきっかけ】
○ネットやチラシを⾒てという⽅もいるが、地域の
お年寄りの利⽤が主で、基本的に⼝コミによるも
のと考えられる

２月
開店準備 営業日 営業日

補助金 139,000 86,000 75,000
売上 - 126,000 190,000
計 139,000 212,000 265,000

合計 265,000

内装等備品関係 169,000
広告宣伝 27,000
食材等仕入 50,000 95,000
人件費 41,000 122,000
その他 8,000 14,000
計 196,000 99,000 231,000

合計 231,000
内自己資金 57,000 0 0

34,000
黒字額

56,000

90,000

１月

収入

351,000

支出

295,000

10,165円（x=20)



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 店舗の営業状況④

総菜屋Mam825 駅前店 旧駅南公⺠館
■商品販売以外の取組み
【知り合いの商品の販売】

【知り合いのイベントへの場所提供】

■広告宣伝の取組み

■その他、営業で気付いた点

○不定期に⽶粉のどら焼きをつくっ
ている⽅が商品を持ち込んで販売

○その⽅のfacebookでの情報発信等
で来客は増えるが、地域の⽅の集
客にはつながっていない

■今後の営業に向けて
○お年寄り向けの総菜やお弁当を増やし、地域の⾼
齢者の利⽤を促進（⼈⼿の問題で検証は難しいが
宅配サービスの需要も存在する可能性）

○試⾷の量を増やす等で、商品について理解しても
らうきっかけを増やす

○収⽀を軌道に乗せるには昼も営業する必要

○「駐⾞場に⾞を停めにくい」という意⾒があった
○煮物などのお年寄り向けの惣菜は若い⼈には売れ
ず、唐揚げなどは男性がよく買っていく等、メ
ニューによって客層が異なる

○「中が⾒えにくい」、「暗
くなったら薄暗くて何をし
ているのかよくわからな
い」という意⾒があった

○駅利⽤者は基本的に公⺠館の向か
い側の歩道を歩き、ビラ配りをし
ても来てくれる⼈は少ない

○SNSの情報を⾒て初めて来たとい
う⼈がいた

○店頭に⼤きな看板やその⽇の
メニューを書いた看板を設置

■本店営業への影響
○駅前店でお店を知って、本店に来たという⽅は⼀
組のみだった

○本店に来ていた客からは「近くなってうれしい」
「⾞でも⾏きやすくなった」という意⾒もあった。
また、本店が気になって⾏こうと思ったが近くに
駅前店があることを知り、駅前店に来たという⼈
もいた。

○当初は本店からの来客も多かったが、今は本店の
⽅に戻っていった。（現在は店主が仕込み等のた
めに⾦曜⽇のみ駅前店で営業。普段はスタッフ２
名で営業）

○陶芸教室や健康に関する講演等
を開催している

○これもほとんどがfacebookを⾒
ての参加となっている



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 今後の活動に向けた着眼点①

○利活⽤店舗の状況の整理

①駅周辺ににぎわいの場、⽴ち寄れる場をつくることで、駅利⽤者や地域の⽅の駅周辺に対す
る関⼼・興味を⾼めていく

②駅周辺で実際に事業を⾏うことで、その営業収⽀やまちに与える影響を評価し、店舗として
の成⽴可能性や需要を検証する（時間消費の増加、動線の変化、等）

③空き店舗が活⽤される事例をつくることで、意欲がある⼈の「⾃分にもできるかも」や、空
き店舗を所有している⼈の「貸すとまちがこんなふうに変わるんだ」という気づきを促し、
駅周辺の空き店舗の利活⽤を促進する

○空き店舗利活⽤アイデアコンテストの⽬的

CONECOYA
・14時〜17時の間の利⽤が多い
・15分から20分程度滞在している
・委託販売の需要が⼤きい
・駅利⽤者の利⽤はあまり⾒られない
・市内外に吸引⼒を発揮（主に⼝コミ
で波及）

・委託販売ブース賃料が収⼊に占める
割合が⾼い

・家賃込の想定では⾚字となり、物
販のみでは成⽴の可能性が低い

・駐⾞場は強みの⼀つとなっている

総菜屋Mam825
・地域の⽅の需要はあり、年配の主婦の⽅が⼣⽅に
来店することが多い

・飲⾷スペースの利⽤はほぼなく滞在時間は5分程度
・駅利⽤者の動線を変えることには⾄っておらず、
駅利⽤者の利⽤は少ない

・客層によってお総菜のニーズが異なり、お年寄り
向けのものだと駅利⽤者にあまり売れない等、万
遍なく需要を満たしていくことは難しい

・お店のコンセプトが浸透するまで時間を要する
・補助がなく家賃を払う状態では⾚字となっている
・駐⾞場がもっとあれば、客層が変わる可能性



①空き店舗利活⽤アイデアコンテスト 今後の活動に向けた着眼点②

①地域の⽅だけでなく、駅利⽤者にも利⽤してもらう⽅策を検討する必要

２．地域啓発イベント実施・検討内容

○今後の利便性・にぎわいづくりの取組みの可能性検証に向けた着眼点

●時間帯による客層の違いを上⼿く利⽤した形態や品⽬を検討する必要。併せて、地域の⽅
が普段とは異なる時間帯でも出て来たいと思うものは何か継続して検討する必要

●駅利⽤者の動線をすぐに変えることは困難であり、動線と形態に即した営業場所（駅利⽤
者→公⺠館以上に駅の近く、地域の⽅→住宅地の中、等）を検討する必要。また、魅⼒が
地域の⽅や駅利⽤者に浸透するよう広告宣伝等の⼯夫を検討していく必要

●魅⼒が浸透するまでには時間が必要なため、⻑期間のモニタリングを実施していく必要

・歩道の東⻄というだけで駅利⽤者の⼈通りは⼤きく
異なり、その普段の動線を変えるには⾄らなかった
（惣菜屋Mam825）

・しかし、駅周辺には動線から外れているが魅⼒が周
知されてにぎわっている店舗も存在している

何かがあれば⽴ち寄ってみる、
誘い合って⾏ってみるという
ポテンシャルが地域には存在

駅利⽤者が利⽤しやすい、⼜
は利⽤したくなるための⽅策
を検討する必要

・総菜では近所の主婦層、雑貨でも年代は様々だが近
所の⽅が利⽤客の中⼼であり、17時頃までの利⽤が
多かった



①空き店舗利活⽤アイデアコンテスト 今後の活動に向けた着眼点③
２．地域啓発イベント実施・検討内容

○今後の利便性・にぎわいづくりの取組みの可能性検証に向けた着眼点
②にぎわいづくりのため、段階的に店舗を増やしていく必要

出店者の負担を軽くする⽅策
を検討する必要がある

・すでにお店を営業している中で、さらにお店を増や
すことは店主の負担が⼤きく、１店は3⽉で営業を
終了（総菜屋Mam825）

⼀⼈では出店は難しいが、誰
かが売ってくれるなら商品を
提供したいという需要がある

・「委託販売」というビジネスモデルで安定した収益
を⾒込む（CONECOYA）

③市内外からの集客を、瑞穂市全体のにぎわいにつなげていく必要
広域からの集客がその店舗の
みで終わらないような⼯夫を
検討する必要がある

・魅⼒的な店舗、特徴的な店舗であれば、広域にも吸
引⼒を発揮する

●既にある個店や広域からの集客が可能な店舗からの連携施策（情報発信やサービスの連
携）を検討し、来店機会と回数を向上させる必要

●成功事例を周知し、空き店舗所有者の認識を変えて活⽤可能な店舗を増やしていく必要
●にぎわいの連結や新たな動線につなげるよう、毎年同様の取組みを⾏って⼀軒ずつでも店

舗を増やしていく必要
●販売の代⾏や時間毎、⼜は⽇替わりで様々な店舗が集まってサービスを提供していくよう
な仕組みをつくり、出店者の負担を軽減し、柔軟なサービスの形態や営業時間等を実現し
ていく必要

空き店舗所有者に空き店舗活
⽤の効果が浸透していない

・事業開始当初は賃借可能な空き店舗が中々⾒つから
なかった



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 メディアでの情報発信

Handmade Shop CONECOYA 総菜屋Mam825

中日新聞 岐阜・近郊版（2017.1.21）

タウン情報誌 ほたる通信747号（2017.2.18）

瑞穂市のFMラジオ番組「もくようみずほ」で両店主のインタビューを放送
（CONECOYA：2月9日、総菜屋Mam825：2月16日）

地域情報誌「minto」掲載



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 概要

○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、瑞穂市の
野菜を買えるお店や市内外の飲⾷店等が出店
⇒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（⼤学の試験や春休みの⽇程を考慮）

○参加者
⼊込客数推計値：1,600⼈〜2,000⼈
・北⼝の時間当たり⼊退場⼈数計測値や平均滞在時間（推定）から推計
・参加者アンケート（後述、⺟数30⼈）の結果では、男⼥⽐は半々、30代・40代の
会社員、⾃営業、公務員等の勤め⼈が多かった。

・同アンケート結果より、駅をよく利⽤する⽅が27％、駅周辺に住んでいる⽅が
43％（双⽅とも駅をよく利⽤し、かつ駅周辺に住んでいる⽅を含む）となってお
り、駅周辺居住者の⽅が割合が⾼かった。（「無回答」が５名（17％）おり、こ
れらの⽅も駅周辺の居住者と仮定すると約６割）

○出店者売上⾼
各出店者の売上⾼の合計値：約50万円（出店者アンケート（後述）より集計）

ほづみ夜市



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 会場の利⽤
○会 場

①駅北 市営駐⾞場
利⽤箇所：駐⾞場内
⽤途：テント５張、キッチンカー3台、飲⾷スペース

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張

①駅北 市営駐車場（10店出店）

②駅南 バス停アーケード（２店出店）

○出店内容：飲⾷店 ８店（総菜・どて丼、ハンバーガー、クレープ等）
物 販 ２店（クリエイターズブース、巣南からの野菜直売所）
企 画 ２点（キャンドルライト、スーパーカー展⽰）

・テントのサイズの関係で、南側には1張しか設置することが出来なかった。
・準備や⽚付けにおいて市役所職員の⼈⼿に頼った部分が⼤きかった。



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 開催費⽤
○準備物・費⽤⼀覧

・次回以降に同等規模で開催するための費⽤は約７万円（上記の費⽤約５万円＋北⼝駐⾞場の使⽤料（今
回は無料）として２万円を⾒込む）と推定

⇒出店者から売り上げの15％程を出店料として徴収すれば、地域の持ち出しなく開催できる可能性

借用・購入先 今回費用（円） 2回目以降費用（円）

テント・机・イス 借用 瑞穂市・自治会 -

テント横幕
（ブルーシート）

購入 周辺商業施設 2,400 600

テント内蛍光灯等 借用（有料） 市内企業 22,600 22,600
発電機 借用 瑞穂市・市内NPO -

ガソリン 購入 市内NPO ○
投光器等 借用 瑞穂市 -

運搬用車両 借用 瑞穂市 -
小計 25,000 23,200

のぼり関係 購入 市内企業 16,500 ○
チラシ・ポスター 購入 ○

小計 16,500 ○
当日消耗品

（ゴミ袋等）
購入 周辺商業施設 2,500 2,500

600 -
イベント関連保険 購入 16,400 16,400

小計 19,500 18,900

61,000 42,100＋α合計

その他

広告
宣伝

項目

会場
設備

※広告宣伝費について、いくらかかるかはやり⽅によって異なるがある程度の費⽤は必要



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 宣伝活動

チラシ・ポスター のぼり ○宣伝方法
（１）穂積駅周辺10自治会のご協力

・チラシの回覧（約100枚）
・ポスターを自治会の掲示板に掲示（約20枚）

（２）朝日大学のご協力
・ポスターを学内に掲示（約10枚）

（３）瑞穂市役所のご協力
・ポスターを庁舎等に掲示（約20枚）
・チラシを窓口等に設置（約250枚）
・瑞穂市広報・HPにおける情報発信
・当日に防災無線を利用した開催案内・メール

（４）駅前でのビラ配り
・２月３日（金）17：00～19：00（約100枚）
・２月６日（月）17：00～19：00（約 50枚）
・２月９日（木） 9：00～12：00（約 50枚）

（５）その他
・空き店舗利活用店舗でのポスターの掲載・チラシの設置
・当日、駅周辺で拡声器を使った呼びかけ、のぼり

・参加者へのアンケートの結果、ほとんどの⽅（27名/30名）が事前に何らかの形で夜市の開催を知っていた
（来場のきっかけとして「駅を降りると何かやっていた」のみの⽅は３名のみだった）

・来場のきっかけは「瑞穂市広報」（９名/30名）、「近所や帰り道のポスター」（7名/30名）が多かった
・広報やポスターで事前に開催を知っており、防災無線のメールが当⽇に届いて来場したという⽅もおり、事

前の周知に加えて当⽇の呼びかけも併せて⾏うことが有効であった



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 参加者アンケート



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 参加者アンケート結果

・品揃えについては他の設問に⽐べて満⾜度が低かった
・ワイワイ会議に「参加してみたいと思う」という⼈は約4割いたが、夜市以降に初め

てワイワイ会議に参加したという⼈夜市に準備・⽚づけで協⼒してくれた朝⽇⼤学
⽣1名を除くとまだいない（3⽉7⽇現在）

○参加者アンケート（回収数：30件）

設問 回答
夜市の満⾜度 ・約8割が「とても満⾜」、「やや満⾜」
次回の開催希望 ・約9割が「やってほしい」
規模について ・5割超が「もっと拡⼤してほしい」(会場規模、時間等)

品揃えについて
・約6割が「とても満⾜」、「やや満⾜」
・ラーメン等の主⾷系や⼦供向けのお店、キッズコーナー
等が欲しいという回答が存在

ワイワイ会議について ・約4割が「参加したい」



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 出店者アンケート



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 出店者アンケート結果

・予想以上の来客で売り切れや⼈⼿が⾜りないというお店が多かったが、多くの出店
者が満⾜してくれた

○出店者アンケート（回収数：10件）

設問 回答
夜市の満⾜度 ・9割が「とても満⾜」、「やや満⾜」
次回の開催希望 ・全員が「やってほしい」、「出店を検討したい」
規模について ・6割が「もっと拡⼤してほしい」(特に会場規模)

会場について
・6割が「とても満⾜」、「やや満⾜」
・会場の広さや搬⼊・搬出の動線・段取り、使⽤可能な
電気量、飲⾷スペースの規模や配置について不満が多
かった

⾃由意⾒の抽出
・「次回はもう少し規模を⼤きくして「まち」としてお
祭りにできるといい」

・「もう少し『みずほ』感があるともっと楽しくなる」



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 今後の活動に向けて①

①地域の⽅にも駅利⽤者にも、駅周辺は関係ない所ではなく、⾯⽩い場、ワクワク
する場だぞという認識を持ってもらい、駅周辺に対する関⼼・興味を⾼めていく

⇒「駅周辺が変わるかも」という認知・理解を⾼め、将来像の実現に向け動き出す
ことを期待

②駅周辺に賑わいの場を提供することにより、恒常的な商業空間やイベントに利⽤
できる空間があるといいなという地域の意向や何か変わってきたぞという地域の
盛り上がりを喚起する
⇒構想図（フレキシブルゾーン等）実現に向けた地域の機運醸成・実現加速化を

期待
③ワイワイ会議が核となりながら多様な主体が連携する事の成功体験を積み、さら

なる活動に発展させる
⇒エリアマネジメント組織としての発展を期待

○夜市開催の⽬的

①地域の⽅が駅周辺を⾃分達の空間だと認知し、駅周辺のにぎわいにつなげていく
必要

②駅利⽤者が駅周辺を⾃分達の空間だと認識し、滞在時間を延ばす取組みを検討し
ていく必要

③地域の⽅が⾃分達で使いやすいような駅周辺づくりを検討していく必要
④にぎやかしの取組みを通して、多様な主体の連携を⾼めていく必要



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 今後の活動に向けて②

①地域の⽅が駅周辺を⾃分達の空間だと認知し、駅周辺のにぎわいにつなげていく必要
○今後の駅周辺にぎやかし活動に向けた着眼点

●「地域の⽅を家から引き出す」観点で取組み（⼦供が安全に遊べる環境づくり等）を⾏い、
地域の多様な年代が駅周辺に⾃然に集まる雰囲気をつくっていく必要

●取組みを通して「駅前は使っていいんだ」という認知を地域に浸透させていく必要
●⼀回の夜市のみでは地域の継続的な需要があるかは分からず、夜市に限らず様々な⽅法で、

今後も検証を続けていく必要

時間帯により年齢層が異なっ
ている

・参加者アンケート結果や夜市に来場した地域の⽅の
感想から、夜市の参加者は６割が地域の⽅、残り４
割が駅利⽤者等その他の⽅と考えられる

・野菜はすぐに売り切れてしまった

地域の⽅の関⼼を引くものが
あれば集まってくるというポ
テンシャルがある

・明るい内は⼩さい⼦供を連れた親⼦や主婦、⼣⽅ご
ろはもう少し⼤きな⼦供を連れた親⼦や中⾼⽣、夜
はお⽗さんや若者が多かった

・地域の⼈は駅前を⾃分とは関係のない空間、⾃分で
は何もできない空間だと感じている

「使える空間」だという認知
を浸透させていくことが必要

②駅利⽤者が駅周辺を⾃分達の空間だと認識し、滞在時間を延ばす取組みを検討していく必要

●イベントに限らず空き店舗の活⽤等で駅利⽤者を駅に留め、「⼈がいる安⼼感」を⾼める
取組みを⾏っていく必要

・現状は15分程度の電⾞間隔の間に駅利⽤者が全て駅
から離れていってしまい、閑散とする

・集客のおよそ３割が駅利⽤者だった

駅利⽤者が15分以上滞在す
ることで、滞留がさらに⼈を
呼び込むことが期待できる



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 今後の活動に向けて③
○今後の駅周辺にぎやかし活動に向けた着眼点

④にぎやかしの取組みを通して、多様な主体の連携を⾼めていく必要

③地域の⼈が⾃分達で使いやすいような駅周辺づくりを検討していく必要

●今の駅前広場でもちょっとした改造や使い⽅の⼯夫を検討し、地域のものにしていく必要
例えば・・・
・南⼝の噴⽔の周囲を芝⽣にし、横断歩道やベンチ、⽊陰をつくって歩⾏者が訪れやすい
環境として『⼦供が遊べる噴⽔広場』に

・駅前広場のゼブラゾーンや市営駐⾞場に移動販売⾞の出店を許可し、『⽇替わりの移動
販売コーナー』に 等

●地域による広場利⽤を通して、⾃家⽤⾞の駅前広場の使い⽅の抑制につなげていく必要
●広場等の検討にあたっては、限られた空間を有効に活⽤できるよう、設備を検討する必要

・会場の狭さや搬出・搬⼊、電源の不安定さ等に不満
を感じる声があった

現状では何かをしようとする
ときの環境が整っていない部
分もある

●継続して⾃治会や商⼯会、意欲ある店主、朝⽇⼤学等の多様な主体をつなぎ、取組みの意
志を共有してエリアマネジメント組織としての発展につなげていく必要

●また、多様な主体の連携を⾼め、夜市に限らず多様な取組みに発展させていく必要
（朝⽇⼤学、中学校と連携した「駅周辺魅⼒マップ」の作成、夜市と汽⾞祭りの連携等）

・駅の南北で⾃治会⻑同⼠でも交流が全くないような
状態であったが、今回、駅の南北⾃治会両⽅から備
品を貸していただくことができた

にぎわいづくりの取組みを通
して、多様な主体の連携を深
められる可能性がある

・今の駅周辺でも、何かに活⽤できるスペースは存在
している

ちょっとした改造や使い⽅の
⼯夫を検討すれば活⽤可能



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

○16時00分頃

○19時00分頃

○17時30分頃

○16時30分頃

【北口】

【南口】



２．地域啓発イベント実施・検討内容
③－1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、

第１回中間報告会の結果概要、構想図（案）に関わる意⾒の収集
を実施

⽇ 程：駅南側⾃治会 ２⽉24⽇（⾦）〜25⽇（⼟）
駅北側⾃治会 ２⽉ 5⽇（⽇）（同⽇2箇所開催）
☞計4回開催

場 所：各⾃治会公⺠館
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.第１回中間報告会の結果概要について
2.構想図（案）について

参加状況：駅南側⾃治会 2回計 ９名参加
駅北側⾃治会 ２回計 ２５名参加 合計 ３４名参加

・頂いた意⾒についてはパブリックコメントとして取扱い、構想に反映
・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

・前回より参加者が減少（南側38名→9名、北側53名→25名）
⇒今後は⾃治会の集まりにこちらから参加し、働きかけることも検討



２．地域啓発イベント実施・検討内容
③－1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＞



２．地域啓発イベント実施・検討内容
③－２（仮称）合同成果報告会 概要
⽬ 的：穂積駅周辺の地域住⺠を初めとする関係者を対象に、今年度の検

討の総まとめとして、瑞穂市JR穂積駅圏域拠点化構想の報告、
ワイワイ会議出席者から瑞穂市JR穂積駅圏域拠点化構想への提
案、各種イベントの開催結果報告等を⾏い、構想の周知や地域の
機運醸成を図る

⽇ 程：３⽉２９⽇（⽔）１８時３０分〜２０時００分（予定）

場 所：瑞穂市総合センタ― ２階 あじさいホール（予定）

内 容：①協議会会⻑挨拶
②ワイワイ会議検討経緯の報告（ワイワイ会議出席者の発表）
③駅周辺にぎやかし活動等の報告
④瑞穂市JR穂積駅圏域拠点化構想の報告
⑤協議会会⻑から市⻑への構想策定の報告
⑥市⻑挨拶


