
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年９月 

まちなかにぎわいづくり委員会 
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１．はじめに 

【中札内村の現状】 

人口減少社会が到来し、多くの市町村が人口減少する中にあって、本村では昭和 60 年以降、

人口は 4,000 人程度を維持しており、子育て支援や移住促進、宅地分譲などの施策の効果もあ

り、移住人口が増えています。 

また、十勝の中心都市帯広市とは約30キロの距離で、日常生活経済圏を形成しており、帯広・

広尾自動車道（中札内ＩＣ）開通により、さらに交通利便性が向上しています。 

基幹産業は、畑作、酪農、畜産を主体とした農業で、枝豆、卵、鶏肉、チーズなどの良質な食

材が多数あります。 

 観光は、自然にまつわる観光スポットが数多く存在し、近年の道の駅の年間利用者数は約 75

万人（2014年実績）を誇る十勝地方でトップクラスの観光地になっています。 

 

【中心市街地の現状】 

 ライフスタイルの変化や消費者ニーズの多様化などにより、消費は帯広市の大型店や専門店

に流出し、村の中心市街地の店舗は数えるほどとなっています。 

 中心市街地から少し離れた場所に、スーパーいちまるや集客力の高い道の駅が集中し、生活

の利便性は郊外型化しています。 

 また、近年の飲食店の新規事業者の状況を見ても、中心市街地以外での出店傾向があります。 

 こういった人の流れの変化や後継者不足など、様々な要因により、近年はクリーニング、ハイ

ヤー、ホームセンター等の店舗が閉店し、中心市街地の空洞化が見られる状況となっています。 

 

２．活性化の取組経過 

 これまでの実践的な取組として、商工会によるポイントサービス事業やプレミアム商品券事

業、七夕まつり等の地域振興支援事業の取組が行われてきたほか、平成２１年３月には、村と商

工会の連携により中心市街地の課題と活性化の推進方向を定める「中札内村中心市街地活性化
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推進方針」を策定し、平成２３年度には空き店舗活用実験として「交流広場ふれあいまるしぇ」

の運営に取り組みました。 

 また、平成１９年度に実施した景観まちづくりワークショップでは、国道 236 号線沿いまち

なかの美しい景観づくりと安全で快適な道路空間づくりのため、村民が参加して調査検討を行

っています。 

 平成２０年度には、美しい街並みづくりと魅力ある店舗づくり、にぎわいづくりを目的とし

た「中心市街地活性化対策事業」がスタートし、店先を花やラティス、ウエルカム看板等による

装飾のほか、店舗正面の外装改修に対して助成制度による支援を始めたほか、住宅マスタープ

ランに基づく“まちなか居住”の推進を図るため、公園団地や鉄道公園団地、まちなか柏団地等

の建設を計画的に進めています。 

 平成２１年度には、メインストリートにぎわい向上事業として、国道沿線や中札内停車場線

の一般住宅への装飾も助成対象にしましたが、平成２３年度で終了し、現在は、土地の賃借料や

装飾等を助成する「中心街遊休地活用事業」と空き店舗を利用して出店した場合の店舗改修費

や月額家賃を助成する「空き店舗対策事業」を実施しています。 

 

３．アンケート調査から見た「にぎわい」検証 

※資料：まちなかにぎわいづくりアンケート調査結果参照 

（１）アンケート調査の実施概要 

  アンケート調査は、１８歳以上の村民 500 名の方を無作為抽出し、回収率は５０％で村民

の関心の高さが表われています。男女別の構成比は、男性約４０％、女性約６０％で、回答者

の年代別では、４０代から６０代の方が約６５％を占め、村居住歴別では、２０年以上の方が

約５５％です。 

（２）まちなかの利用状況 

  まちなかの利用頻度は、「週に１～２回程度」「週に３回以上」が約６５％と高く、利用目的

としては、「日常の買い物」「金融機関」「公共機関の利用」が高い数値です。 
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  主な交通手段としては、約８５％が自家用車で、約１３％が自転車・徒歩です。 

 

（３）まちなかの活気について 

  現在のまちなかについて、「活気が無い」が約６５％、「活気がある」が約１１％で、約 

２４％は「わからない・無回答」です。 

  活気が無い理由としては、「商店の魅力低下」「人通りが無い」が多く、商店街の衰退が活気

のなさを感じている結果となっています。 

  一方、活気がある理由としては、「道の駅など交流人口が多い」「特産品など食のブランドイ

メージ」が多く、道の駅の観光客の増加や特産品のブランド化が、対外的知名度を向上させ、

にぎわいのイメージを感じている結果となっています。 

 

（４）にぎわいづくり 

にぎわい創出のために必要なものについて、「村内にない業種の誘致を図る」「空き店舗・空

き地を利活用し、起業しやすい環境を作る」の回答が多く、その他にも「起業家支援など村の

助成制度を拡充し、新規出店等を促進する」「チャレンジショップを募集し店舗開業者を増や

す」など新たな出店の期待が高いのがわかります。 

まちなかであったら良い催しについて、「花火大会」「青空市」「盆踊り」などの催しを求め

る声のほか、「趣味・サークル活動」「カフェ・サロン」などの日常気軽に集える場のニーズも

あります。 

 

４．中札内らしいにぎわいづくりプロジェクト 

 これまでは主に、中心市街地の商業活動の活性化に向けて、試行錯誤しながら様々な取組を

実践してきましたが、充分な成果に結びついていないのが現状です。 

 その理由は、様々な要因によるものと考えられますが、ワンストップショッピングが可能な

大規模小売店舗の進出や日常生活経済圏の拡大に伴う帯広市への消費流出などの影響は大きく、
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商業空間を中心とした「まちなか」の存続は現実問題として、かなり困難な状況であります。 

 これからの「まちなかのにぎわい」を考える上で、まちなかが持つ優位性と商業だけではない

多様性を認識した視点で検証していく必要があります。 

《方向性》 

◇５～１０年後の中札内市街地を見据えて 

  ◇商業活動の活性化に限らず、まちづくりの視点で 

◇村民が元気になるために必要な「人が集う」仕組みや場づくり 

  ◇まちづくりの新たな担い手の育成 

 

以上の方向性とアンケート調査を踏まえ、まちなかにおける現状と課題に対する対策が必要

です。 

 

「まちの顔」である中心市街地（まちなか）のにぎわいのためには、個店それぞれがサービス

改善や商品力向上を図るなど、これまで以上に工夫を凝らして魅力を高めていくとともに、商

工会と行政が協働して、引き続き不足する業種の誘致や空き店舗活用を進め、地域生活拠点の

形成に努めることが必要です。 

また、まちなかは交通弱者である高齢者等が安心して生活できる場所として、交通手段の確

保や住宅政策が必要です。 

まちなかへのアクセス性及びまちなか内の移動性向上や、生活利便性の高いまちなかに公営

住宅の建設及び民間賃貸住宅の整備を誘導するなどの方策が求められます。 

 平成２６年度に村が実施した「公共交通に関するアンケート調査」では、「交流の場」が設置

された場合には、２割以上の高齢者が外出することが増えると回答している点などを考慮し、

高齢者と子どもや子育て世代などが交流できる仕組みをつくり、買物施設やコミュニティの場

を有機的に結びつける取組の検討が必要です。 

こうした居住環境整備がまちなか生活を充実させ、快適さや利便性を感じてもらえると考え
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ます。 

また、まちなかを舞台に村民・観光客が交流する各種事業を展開することで、交流人口の拡大

が期待できるものと考えます。 

 

多くの人が、実際にまちなかの活動に関わっていくことで、まちなかに人の流れと元気を生

んでいくものと考え、次のコンセプトを掲げます。 

 

【コンセプト】 

人と心が通い合う、まちなかアグリフード・ガーデン 

農業を基幹産業とする中札内村において、「農」・「食」・「人」は、まちづくりに欠かせないも

のでありますが、私たちの日々の「食」を「農」とつなげて体験できることが少ない現状にあり

ます。 

食の原点は、自然と命の関わりを学ぶ事であり、命の源である食物がどのように作られ、収

穫されるかを知ることで、自然と食物との交わりを実感し、農産物の生産段階への関心や知識

が高まります。 

体験や交流を通して農業、食物と自分とのつながりに思いを馳せ、価値観を共有する「食の

担い手」を育て増やすことが大切であり、そのことが「農の担い手」を元気にし、両者の連携

推進が「食育」活動の根本であります。 

地域の生産者が作った原料を、地元で加工・販売し、食するといった当たり前のことを地域

の中で循環させることで、地域食材の持つ力強さや旨さを再認識し、地域づくりに活用する仕

組みが必要です。 

農と食や農業者と消費者の結びつきの深化を基盤に位置付け、「農」・「食」・「人」のそれぞ

れの関係が相互に結び付き、互いに影響しあって地域のマンパワーを引き出す、まちなか空間

を創造します。 

そうした村民が憩う、語らう、つながる、まちなか空間を「ガーデン（庭）」に見立て、地
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域で開催される催し等と連携しながら、楽しい活動や出会いを増やして広げていきます。 

 

① 農－人：自然と命のつながり、生産者と消費者の交流 

例）野菜の収穫体験や乳搾り体験 

   家庭菜園で活かせる野菜づくり教室 

   朝市、青空市などの即売会 

   トラクターやコンバインの試乗体験 

② 農－食：食の流通・加工、地産地消、安全安心な農作物の提供、６次産業化 

 例）ご当地グルメの開発 

   地場産を使った料理コンテスト 

   ジャムやソーセージづくり、そば打ちなどの加工食品づくり 

   農家レストラン 

③ 食－人：食を介したコミュニケーション、健康的な食生活、食文化の継承 

 例）男性や子どもを対象にした料理教室 
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   マルシェやカフェなどのフードイベントの開催 

   食、自然、スポーツ等を組み合わせた健康ツーリズムの推進 

   餅つき体験などの郷土料理学習 

④ 農・食・人の融合体の創造（コーディネートする団体や場） 

  例）異業種交流による新たな出会いづくり 

世代を超えた食の交流 

    語らい、憩うことのできるにぎわいのスポット 

調理、食事、販売、コミュニティなどのアグリフード・ガーデンの中核機能 

⑤ ガーデン（つながる空間）の広がり 

例）道の駅等の観光施設とのつながり 

    地域イベントとのつながり 

    他地域の人とのつながり 

   食文化の醸成 

 

“食することの過程全体”を地域固有のものとして捉えることは、食全体を楽しむといった

新たな領域の拡大につながり、まちなか活性化に向けての可能性を感じます。 

地域農産物の関心やそれを食すことの「食」と「コミュニティ」を重点に考えることで、に

ぎわいづくりの根幹となる人と人のつながりを増やし、まちなかの魅力を高められると考えま

す。 

このまちなかアグリフード・ガーデンを実現していくためには、「食」をキーワードに価値創

造する中核的機能の必要性を感じ、「まちなかアグリフードスタジオ」（仮称）を提案します。 
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「まちなかアグリフードスタジオ」（仮称） 

”人と人を「食」でつなげる”～みんなが集うパブリック空間～ 

「食」は、地域特性を色濃く反映するものであり、多様な要素から成り立っていることから、

まちなかに食を中心に据えたにぎわいづくりを展開するパブリックな空間を創造します。 

「調理すること」「食すること」は、地域の生産物のおいしさを再認識するとともに、人と人

のつながりを温め合い、心の豊かさを実感できる時間でもあります。 

また、食育や地産地消を基調に様々な催しを展開することで、地域コミュニティづくりや、環

境、健康、観光などの視点を踏まえた新たな価値を創出します。 

道の駅カントリープラザにある調理実習室の機能をまちなかに移動させることで、利便性を

高め、多機能化による魅力の向上を図ります。 

《学ぶ、楽しむ、つながるコミュニティ》 

◆食育や地産地消の推進 

◆調理技術の学び合い 

◆開放感ある調理場、飲食スペースに、レストラン機能も併設 

 ○種まきから収穫、加工までの一貫した体験 

 ○地元生産者との交流（採りたて野菜即売会など） 

 ○地元シェフや有名シェフによる料理講習 

 ○団体・サークル・知友人との料理づくり 

 ○作った料理を食べられるラウンジ 

 ○チャレンジレストラン（日替わりシェフ） 

○フードイベントの開催（マルシェ、カフェ、パーティなど） 

○ご当地グルメなどの開発 

 『おいしい』 『楽しい』 『出会い』 『新しい発見』 

 

賑わいの創出  中札内グルメを提供   コミュニティの場を提供 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuME4xGEpVF2YACASU3uV7/SIG=122esu3qa/EXP=1431005617/**http:/img01.ti-da.net/usr/hoashi/lesson02.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuMFMwGEpVxWIAnD6U3uV7/SIG=123orr29k/EXP=1431005616/**https:/www.abc-cooking.co.jp/studio/img/57.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuMFYCGUpVeEQALgCU3uV7/SIG=125aejvbe/EXP=1431005826/**http:/img01.ti-da.net/usr/nishihara/P1010015.JPG
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５．実現に向けての提言 

車中心の社会生活への移り変わりや消費者ニーズの変化により、街並みも様変わりしてきて

いますが、まちなかが新しい機能や役割を担っていくことで、新しいにぎわいを生み出してい

けるものと考えます。 

アグリフード・ガーデンの実現に向けて、まちなかアグリフードスタジオ（仮称）を展開の起

点とし、今ある地域の魅力を最大限に引き出し、まちなかで活動する人々が増え、多様な交流が

広がるまちづくりを目指します。 

 

○アグリフード・ガーデンの実現には、住民の理解醸成や協力が不可欠なことから、段階的な

取組（実施する⇒繰り返す⇒深める⇒拡げる）が必要です。 

住民は主体として、できるところ、小さいところから取組をはじめ、行政は住民等の理解を

促し、熟度に応じて一歩一歩進め、小さな成功を積み重ねていくことが重要です。 

 

○食を視点とすることで、食への感謝の心、他者を思いやる心を育み、食を通じた良好な人間関

係が構築されます。 

特に子どもたちの健やかな成長のために重要であり、保育園や学校と連携しながら多様な体

験を積み重ねる取組を進める必要があります。 

 

○まちなかの魅力向上として、生産、加工、流通、飲食、観光などの多様な機能が集積・複合

することにより、にぎわいが演出され、まち歩きの楽しさが高まります。 

 また、これらの魅力を発信していくことで、村外から人を呼び込み、新しい交流へと発展し

ていきます。 

 

○「食」機能を充実することで地元食材の魅力の再認識や消費拡大が期待され、さらに「コミ

ュニティ」機能は「住民同士」「商業者・農業者同士」が新しいコミュニティづくりを行う
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契機となり、様々な分野の取組を有機的に結び付け、人・もの・情報の交流を促進し、まち

なかの機能性をより高めることが期待できます。 

 

○拠点となる施設の設計やデザインについては、人々が再び訪れたくなり、すてきな時間を過

ごせるような開放感と居心地のよい空間づくりを心掛け、イベント等のスペースとしても活

用できる多面性が必要です。 

 また、求められる機能や役割を踏まえた上で、適切な場所を選定することが肝要です。 
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まちなかにぎわいづくり委員会の検討経過（平成２６年度～平成２７年度） 

回 開催日 内    容 

１ 平成26年６月６日   委員の委嘱、役員の互選、委員会の設置目的及び役割、村の現状と課題 

２ 平成26年８月19日 村の取組経過について、ワークショップ（１回目） 

３ 平成26年９月16日 ワークショップ（２回目）、アンケート項目について 

 
平成26年９月19日 

～10月10日 
まちなかにぎわいづくりアンケート調査実施 

４ 平成26年10月22日 アンケート調査結果の分析、ワークショップ（３回目） 

５ 平成27年１月13日 目指すべき目標の設定について 

６ 平成27年２月16日 まちなか、にぎわいの定義について 

７ 平成27年４月21日 中札内らしいにぎわいについて 

８ 平成27年５月26日 にぎわいの具体的な取組について 

９ 平成27年６月22日 にぎわいづくりに係る提言内容の検討 

10 平成27年８月21日 にぎわいづくりに係る提言内容のまとめ 

 

まちなかにぎわいづくり委員会名簿（任期：平成26年６月６日～平成28年３月31日） 

役職 氏名 所 属 等 

会   長 仲 沢 才 子 中札内消費者協会 

副 会 長 神 田 道 博 中札内郵便局 

委 員   五十嵐 真 也 中札内村商工会青年部 

委 員 島 﨑 昭 宏 中札内村商工会事務局 

委 員 赤 部 順 哉 株式会社十勝野フロマージュ 

委 員 中 山 千代子 公募委員 

委 員 宮 村 翔 伍 農業者 

委 員 田 辺 佳 宏 
帯広信用金庫中札内支店 

（任期：平成27年３月31日まで） 

アドバイザー 吉 岡 宏 高 札幌国際大学 観光学部国際観光学科 教授 
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まちなかにぎわいづくり 

アンケート調査結果 
 



○アンケート調査の概要

　・実施方法　　　無作為抽出した村内に居住する１８歳以上の５００名に対しアンケートを送付

　・実施期間　　　平成２６年９月１９日～１０月１０日
　・回 答 数　 　　２５０名（回収率５０％）

1  性別
回答数 構成比

(1) 男性 94 37.6%
(2) 女性 149 59.6%

無回答 7 2.8%
　計 250 100.0%

2  年齢
回答数 構成比

(1) ２０歳未満 1 0.4%
(2) ２０～２９歳 28 11.2%
(3) ３０～３９歳 27 10.8%
(4) ４０～４９歳 48 19.2%
(5) ５０～５９歳 55 22.0%
(6) ６０～６９歳 58 23.2%
(7) ７０歳以上 31 12.4%

無回答 2 0.8%
　計 250 100.0%

3  職業
回答数 構成比

(1) 会社員 40 16.0%
(2) 公務員 13 5.2%
(3) 教員 7 2.8%
(4) 団体職員 16 6.4%
(5) 農業 40 16.0%
(6) 自営業 17 6.8%
(7) パート・アルバイト 45 18.0%
(8) 学生 1 0.4%
(9) 専業主婦（夫） 29 11.6%
(10) 無職 38 15.2%
(11) その他 2 0.8%
(12) 無回答 2 0.8%

　計 250 100.0%
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まちなかにぎわいづくりアンケート調査結果
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（夫）

11.6%

無職

15.2%

その他

0.8%

無回答

0.8%



4  居住地域
回答数 構成比

(1) 中札内市街 163 65.2%
(2) 上札内市街 18 7.2%
(3) 農村部 66 26.4%

無回答 3 1.2%
　計 250 100.0%

5  村居住歴
回答数 構成比

(1) １年以内 12 4.8%
(2) ５年以内 35 14.0%
(3) １０年以内 24 9.6%
(4) ２０年以内 40 16.0%
(5) ２０年以上 137 54.8%

無回答 2 0.8%
　計 250 100.0%

6  まちなか利用頻度
回答数 構成比

(1) 毎日 37 14.8%
(2) 週に１〜２回程度 99 39.6%
(3) 週に３回以上 63 25.2%
(4) 月に１～２回程度 39 15.6%
(5) ほとんど利用しない 8 3.2%

無回答 4 1.6%
　計 250 100.0%

7  まちなか利用目的（複数回答可）
回答数 構成比

(1) 日常の買い物 203 30.6%
(2) 昼食 22 3.3%
(3) 夕食・飲酒 24 3.6%
(4) 公共機関の利用 111 16.7%
(5) 医療機関 35 5.3%
(6) 金融機関 135 20.3%
(7) 通勤 35 5.3%
(8) 理容・美容 44 6.6%
(9) 散歩 23 3.5%
(10) スポーツ・習い事・趣味 21 3.2%
(11) その他 7 1.1%

無回答 4 0.6%
　計 664 100.0%
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65.2%
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農村部
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夕食・飲酒
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金融機関

20.3%
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その他
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無回答

0.6%



8  主な交通手段
回答数 構成比

(1) 自家用車 212 84.8%
(2) 自転車 12 4.8%
(3) 徒歩 20 8.0%
(4) 十勝バス 1 0.4%
(5) 福祉バス 1 0.4%
(6) 移送タクシー 1 0.4%
(7) その他 0 0.0%

無回答 3 1.2%
　計 250 100.0%

9  現在のまちなか
回答数 構成比

(1) 活気がある 26 10.4%
(2) 活気が無い 163 65.2%
(3) わからない 58 23.2%

無回答 3 1.2%
　計 250 100.0%

10  活気が無い理由（回答総集計）
回答数 構成比

(1) 商店の魅力低下 132 52.8%
(2) 人通りが無い 19 7.6%
(3) イベントが少ない 6 2.4%
(4) コミュニティ活動の不足 2 0.8%
(5) 村民活動・参加機会の不足 2 0.8%
(6) 地域資源の活用不十分 2 0.8%
(7) 催しなどの情報が少ない 0 0.0%
(8) その他 2 0.8%

無回答 85 34.0%
　計 250 100.0%

11  帯広での買い物頻度
回答数 構成比

(1) 毎日 3 1.2%
(2) 週に３回以上 13 5.2%
(3) 週に１～２回 112 44.8%
(4) 月に１～２回程度 100 40.0%
(5) その他 9 3.6%

無回答 13 5.2%
　計 250 100.0%
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自家用車
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自転車

4.8%
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0.8%

0.8%

0.0%
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34.0%

商店の魅力低下

人通りが無い

イベントが少ない

コミュニティ活動の不足

村民活動・参加機会の不足

地域資源の活用不十分

催しなどの情報が少ない

その他

無回答



12  村外勤務の方へ　食料品等の買い物は
回答数 構成比

(1) 平日に帯広 14 5.6%
(2) 平日に村内 16 6.4%
(3) 週末に帯広 11 4.4%
(4) 週末に村内 5 2.0%
(5) その他 2 0.8%

無回答 202 80.8%
　計 250 100.0%

13  農業者の方へ　協力頂けることは（複数回答）
回答数 構成比

(1) 即売所・催事への出荷販売 9 15.8%
(2) 軽トラ移動市 5 8.8%
(3) まちなか農園 2 3.5%
(4) 加工品の体験講座・料理教室 1 1.8%
(5) 味噌・惣菜・加工品販売 2 3.5%

(6) 
まちなかカフェ、地元食材を
使った飲食提供

2 3.5%

(7) 就労情報提供 2 3.5%
(8) 農業体験の受入 7 12.3%
(9) 新規就農者向け農業育成塾 2 3.5%
(10) 家庭菜園・ガーデニング研修 2 3.5%
(11) その他 1 1.8%
(12) 協力は難しい 16 28.1%

無回答 6 10.5%
　計 57 100.0%

14  活気があると言われる理由は（回答総集計）
回答数 構成比

(1) 元気な（活動的な）人が多い 12 1.6%
(2) イベントが多い 2 0.3%
(3) 人口が維持されている 65 8.7%
(4) 農業が盛ん 54 7.2%
(5) 観光スポットが多い 57 7.6%
(6) 道の駅など交流人口が多い 187 24.9%

(7) 
特産品など食のブランドイ
メージ

78 10.4%

(8) 
分譲地など居住環境が整って
いる

40 5.3%

(9) 学校・公共施設等が立派である 12 1.6%
(10) 定住・移住者が多い 36 4.8%
(11) 人口規模の割に大型店がある 10 1.3%
(12) 農村部に魅力ある店が多い 2 0.3%
(13) 花づくりが盛ん 27 3.6%
(14) 文化・芸術が盛ん 14 1.9%
(15) 新規企業・起業家が増えている 5 0.7%
(16) 子育てしやすい 38 5.1%
(17) メインストリートが美しい 6 0.8%
(18) 村の財政基盤が安定している 21 2.8%

(19) 
企業等のイメージアップが大
きい

2 0.3%

(20) その他 7 0.9%
無回答 75 10.0%
　計 750 100.0%
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企業等のイメージアップが大きい

その他

無回答



15  にぎわい創出のために必要なものは
回答数 構成比

(1) 
公営住宅・民間住宅を建設し
まちなか居住者を増やす

19 7.6%

(2) 
巡回バスなど交通の利便性を
向上し買い物客を増やす

17 6.8%

(3) 
交流拠点となる公共施設など
を整備し村民が集う場所を作
る

9 3.6%

(4) 
公園やベンチなど憩いの場を
整備し、村民がくつろげる場
を作る

16 6.4%

(5) 
お祭りなどのイベントを開催
し、まちなかでの交流人口を
増やす

25 10.0%

(6) 
起業家支援など村の助成制度
を拡充し、新規出店等を促進
する

22 8.8%

(7) 村内にない業種の誘致を図る 49 19.6%

(8) 
チャレンジショップを募集し
店舗開業者を増やす

10 4.0%

(9) 

道路の拡幅・再整備を行い、
歩行空間の充実・沿道の緑
化、花等による環境形成を行
う

3 1.2%

(10) 
空き店舗・空き地を利活用
し、起業しやすい環境を作る

34 13.6%

(11) 
高齢者や子育て支援施設な
ど、同世代や異世代間の交流
の場を作る

4 1.6%

(12) 
カフェ、サークル活動など交
流の場をつくり、さまざまな
出会いの場を作る

6 2.4%

(13) 
商業サービスを充実し、村内
での買い物利用を増やす

10 4.0%

(14) 
新商品を開発し、小売店など
の魅力アップを図る

11 4.4%

(15) その他 7 2.8%
無回答 8 3.2%
　計 250 100.0%
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の場を作る

カフェ、サークル活動など交流

の場をつくり、さまざまな出会い

の場を作る

商業サービスを充実し、村内で

の買い物利用を増やす

新商品を開発し、小売店などの

魅力アップを図る

その他

無回答



16  まちなかであったらいい催しは（複数回答）
回答数 構成比

(1) 盆踊り 54 8.5%
(2) 花火大会 80 12.5%
(3) 青空市 74 11.6%
(4) 朝市・夕市 52 8.2%
(5) 七夕まつり 20 3.1%
(6) 雪まつり 23 3.6%
(7) もちつき大会 3 0.5%
(8) イルミネーション 24 3.8%
(9) クリスマスイベント 14 2.2%
(10) 絵画・写真等の展示会 21 3.3%
(11) 趣味・サークル活動 50 7.8%
(12) 子ども縁日 8 1.3%
(13) カフェ・サロン 35 5.5%
(14) ビアガーデン 25 3.9%
(15) まちコン（婚活パーティ） 12 1.9%
(16) コンテスト（グルメなど） 10 1.6%
(17) ウォークラリー 35 5.5%
(18) 演奏会・コンサート・ダンス 46 7.2%

(19) 
昔遊び体験等世代間交流のできるイ
ベント 16 2.5%

(20) 特にない 15 2.4%
(21) その他 5 0.8%

無回答 16 2.5%
　計 638 100.0%
　回答者数 234
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11.6%

8.2%
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3.6%

0.5%

3.8%
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盆踊り

花火大会

青空市

朝市・夕市

七夕まつり

雪まつり

もちつき大会

イルミネーション

クリスマスイベント

絵画・写真等の展示会

趣味・サークル活動

子ども縁日

カフェ・サロン

ビアガーデン

まちコン（婚活パーティ）

コンテスト（グルメなど）

ウォークラリー

演奏会・コンサート・ダ…

昔遊び体験等世代間…

特にない

その他

無回答


