
「駅から町へ、新しい賑わいを企画しよう」
R1・２年度に引き続き開催された「近永駅周辺賑わいプロジェクト」ワーク

ショップ。第二回の今回は 10 月 23 日に開催され、40 人程が参加しました。

今回は４つのテーマごとにグループ分けを行い、近永駅の賑わいを作るため

の様々な「企画」を皆さんに考えて企画書を作成していただきました。

今回は、まず皆さんに「賑わいを生み出す企画」を考えていただき、グループ内で 1 つ選んで、

皆で意見を出し合いながらより具体的なアイデアとして企画書形式でまとめてもらいました。

さて、どんな企画が生まれたでしょう？

近永駅周辺賑わいプロジェクトワークショップ　第 2 回

第一回のふりかえり
前回のワークショップでは、新しい駅舎を軸に街へ賑わ
いを広げていくためには、どんな場所や使い方があると
いいか考えていただきました。
駅舎の中の機能や居場所から、外の広場の使い方、ある
と嬉しいイベントなど様々な視点での意見がありました。

誰でも集まれる場所にする！

寄り道できる場所を作ろう！
皆の活動の発表の場にしよう！

小さい子供や高校生～シニア世
代まで、活発に交流できるよう
にしたい！

町おこしや地域の交流となる
イベントを開催したい！

駅で時間をつぶせるように！
小腹を満たしたりお惣菜にな
るものを販売して、駅に来る
機会を増やそう！

子供から大人まで楽しめる駄
菓子屋で駅の利用者を増やそ
う！

どうやって？

どうやって？どうやって？

どうやって？

どうやって？ どうやって？ どうやって？

企画運営は誰がやる？
どうやって人を集めよう？

広いスペースは難しそう。
必要なものが多い

場所、人材の確保
誰が発信するか

人材確保。仕入れや在
庫管理の問題がある。

協力者をどう集めよう

人件費はどうしよう
本の管理はどうやろう？ スペースがあるだろうか？

地方創生委員が中心！
SNS で広報しよう！

可動式の家具などでフレキシブルに
使おう！
向かいの空家も使わせてもらおう！

行政を巻きこむ
オリジナルハッシュタグで県外、国外
にも発信しよう！

イベント情報を積極的に発信して
いこう！
定期的に開催していこう！

カフェの売上を増やして
賄おう！
みんなに募金を募ろう！

設計で考慮してもらおう
商工会と連携しよう！

地域の人や駅員さんにス
タッフをやってもらおう！

列車を利用する人、高校
生しか駅にいない・・・。

寄り道するところがない
駅では過ごしにくい

世代間、地域を超えた交流
を増やしたい。

余戸線利用、近永で降り
る人が少ない…

電車の待ち時間が
長くて、部室で時
間をつぶしてる。

利用者が少ない
若い人と年配者の
つながりがない。

みんなの集まる場
だった駄菓子屋が
減っている

季節に合わせて飾りつけをしよう！
普段も人が集まる仕掛けを作ろう
・鬼巡り・ポニー体験・ピアノ・子ども食堂　

目につくもの・話のきっかけになるものを
展示したい！
集まって話しやすいスペースにしたい！

イベント系：仮想大会、コンサート
展示系：鬼や地域の文化芸能展示
　　　　カルチャースクールなど
場所系：飲食などの場所づくり、他

オープンカーやイベントカーを集めて珍しい
料理や行事に合わせた内容のイベントを開催。
軽トラ市も合わせてやりたい

・電子書籍の図書館を作ろう
・高校の図書委員とコラボできない
だろうか？
・カフェも兼ねてほしい！

・高校生のイベントに一般の方や農
家の人も販売者として参加
・カフェ　・日曜市　・トラック市
・キッチンカー

キッズスペースも併設したい！
無人の時も買えるようお菓子の自動
販売機を設置しよう！

前回のワークショップで出た様々な意見をま
とめていくと、駅周辺の賑わいを生み出す要
素として「広場」「学び」「商い」「交流」の 4
つのテーマが浮かび上がってきました。
高校生はランダムに、一般の参加者の皆さん
は自分とかかわりの深いテーマや、興味のあ
るテーマを選んでいただき、グループ分けを
行いました。
各グループで、テーマに沿って駅周辺の賑わ
いを生み出すためのイベントや場所づくりに
ついての企画を提案してもらいます。

会場では、前回に引き続きファシリテーター
を務める矢野さんによる新しい駅の設計案
を、VR（Virtual Reality: 仮想現実）で体験す
ることができました。
スタンドアロン型（ケーブルレス）なので、
実際の大きさのモデルの仮想世界を自由に歩
き回ることができます。実際のスケールの中
に立つと、ついつい触ろうとして手を伸ばし
たり避けようとしたりしてしまいます。
皆さん、まるで現実のような仮想空間で新し
い駅を体験して、企画のアイデアを膨らませ
ることができたようです。

※今回の設計案はワークショップ用に作られたものであ
り、実際の設計内容を示すものではありません。

日常的な憩いの場からお祭りや日曜市といったイベントま
で、広場は様々な面があり駅の個性を作る大きな要素です。
この広場でどんなことができるでしょうか？

駅周辺の活性化で最も多かった意見は「カフェ」や「キッチ
ンカー」など、小腹を満たしたり待ち時間を過ごせるお店で
した。他にはどんな可能性があるでしょうか？

高校生の利用が多く、電車の待ち時間が長い近永駅。この場
所にたくさんの本や学びのスペースがあれば色々な世代の人
が集まって溜まれる場所になるのではないでしょうか？

広場①チーム

交流②チーム交流①チーム

広場②チーム

学びチーム 商い①チーム 商い②チーム

駅前広場でのイベント

話しやすい展示スペース皆で作る近永駅～とことん田舎力～

子供から大人まで楽しい駄菓子屋図書館と・・・ 商いを通して賑わいを作る

オープンカーフェスティバル

100 年後まで続くイベントにしたい！

誰でも使える場所にしよう！住民全員参加できる企画を作る！

若い人を集めて利用者を増やそう！

関りを増やして地域の活性化！ 地域の人の生きがいを増やす！ 人と人の交流をナチュラルにしよう！

高校生、地域の人、観光客。素敵な人がたくさんいても、交
流がなければ魅力にはなりません。行政が整備している他の
場所も踏まえて、駅ではどんな交流が作れるでしょうか？

1. 広場

3. 商い

2. 学び

4. 交流

企画書を作ろう

「企画書」という形式を通して考えていくことで、賑わいを生み出す様々な方法があること、そしてそのアイデアを実現す

るのに必要なものや課題、同時に実現した時の可能性や目標が具体的になりました。

今回皆さんが考えてくれたアイデアは、今すぐにでも実現させたいなと思わせるものや、難しそうだけどぜひ議論を重ねて

実現してみたい！と思わせられるものがたくさんありましたね。

ワークショップはいったんここで終わりですが、素敵なアイデアをこれからもどんどん考えていきましょう！

企画したのは……

企画したのは……
企画したのは……

企画したのは……

企画したのは……
企画したのは……

企画したのは……

現状は…

現状は…現状は…

現状は…

現状は… 現状は… 現状は…

こんなことがしたい！

こんなことがしたい！こんなことがしたい！

こんなことがしたい！

こんなことがしたい！ こんなことがしたい！ こんなことがしたい！

課題

課題課題

課題

課題 課題 課題

お祭り

鬼

シルバー世代

カフェ

図書室

キッズスペース

キッチンカー

北宇和高校物販無人販売 勉強会

日曜市

SN S 映

手書き切符

ポニー体験

賑 わ い を 生 み 出 す 4 つ の テ ー マ

新 し い 駅 を 疑 似 体 験 し て み よ う ！

第一回ワークショップでわかったこと

現実と錯覚？ VR ってすごい！



皆で作成した賑わいを作り出す企画たち

ワークショップでみんなに作成してもらった企
画書をあつめました！
今すぐにでも実現できそうなものから時間をかけ
てでも開催してみたいイベントなど、いろいろな
企画がありましたね。

「企画」というと大変そうに思えますが、実際に
やってみると、いろいろな意見が出て盛り上がっ
たり、自分では思いつかなかったアイデアが出
てきたり、短時間ながら充実した時間になった
と思います。
賑わいを作り出すためには、地域に根差している
皆さん自身が日々感じていること、考えているこ

とを反映して、その地域にぴったりの企画をオー
ダーメイドしていく必要があります。
これからも、ワークショップの機会があればぜ
ひ参加してみてください。皆さんで賑わいのあ
る素敵な町づくりに取り組んで行きましょう！
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行政の皆さん！
ぜひ実現してく

ださい～！！


