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1. 業務の流れ
以下に、本業務の流れを示した。
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8/11 市・コンサル協議
ワークショップについて

ワークショップ実施方法について
・準備会の発足に向けての準備
・釜石商工会議所青年部、釜石青年会議所、
＠リアスに打診することとした
・準備会で、￥ワークショップのすすめ方
を議論・決定することとした

ワークショップ実施方法について
・準備会の発足に向けての準備
・釜石商工会議所青年部、釜石青年会議所、
＠リアスに打診することとした
・準備会で、￥ワークショップのすすめ方
を議論・決定することとした

9/11 第2回準備会

ワークショップの開催時期・内容
社会実験の内容について

WSを10/4、10/28（現地踏査）、11月に1回
開催する
・WSコーディネートは建設技研が担当。
・社会実験にキッズマートを実施する方向
で調整する

ワークショップの開催時期・内容
社会実験の内容について

WSを10/4、10/28（現地踏査）、11月に1回
開催する
・WSコーディネートは建設技研が担当。
・社会実験にキッズマートを実施する方向
で調整する

9/11 第2回準備会

ワークショップの開催時期・内容
社会実験の内容について

WSを10/4、10/28（現地踏査）、11月に1回
開催する
・WSコーディネートは建設技研が担当。
・社会実験にキッズマートを実施する方向
で調整する

ワークショップの開催時期・内容
社会実験の内容について

WSを10/4、10/28（現地踏査）、11月に1回
開催する
・WSコーディネートは建設技研が担当。
・社会実験にキッズマートを実施する方向
で調整する

9/25 第3回準備会
第1回ワークショップの進め方

社会実験の実施内容
・準備会メンバーは呼びかけ人として参加
・第1回WSは、テーブルマネージャーと記録
係（市職員）を配置
・進行シナリオを確認

第1回ワークショップの進め方
社会実験の実施内容

・準備会メンバーは呼びかけ人として参加
・第1回WSは、テーブルマネージャーと記録
係（市職員）を配置
・進行シナリオを確認

9/25 第3回準備会
第1回ワークショップの進め方

社会実験の実施内容
・準備会メンバーは呼びかけ人として参加
・第1回WSは、テーブルマネージャーと記録
係（市職員）を配置
・進行シナリオを確認

第1回ワークショップの進め方
社会実験の実施内容

・準備会メンバーは呼びかけ人として参加
・第1回WSは、テーブルマネージャーと記録
係（市職員）を配置
・進行シナリオを確認

10/24 第4回準備会

第2回ワークショップの進め方
社会実験の実施内容

・現地踏査は4グループで実施
・3団体のメンバーが現地調査の引率および
とりまとめ をすることを確認

第2回ワークショップの進め方
社会実験の実施内容

・現地踏査は4グループで実施
・3団体のメンバーが現地調査の引率および
とりまとめ をすることを確認

10/24 第4回準備会

第2回ワークショップの進め方
社会実験の実施内容

・現地踏査は4グループで実施
・3団体のメンバーが現地調査の引率および
とりまとめ をすることを確認

第2回ワークショップの進め方
社会実験の実施内容

・現地踏査は4グループで実施
・3団体のメンバーが現地調査の引率および
とりまとめ をすることを確認

平成18年度 まちづくり交付金事業の流れ

東部地区のまちづくりを考える会
準備会

まちづくりを考える会
(ワークショップ)

社会実験 説明会・意見交換会
測量・設計業務

①まちづくりに関する情報の共有
②まちづくりを考える会の立ち上げ
③次回以降の進め方を決める

・市民69名参加（スタッフ合わせて97名）
・青葉通り・大只越公園・薬師公園・道の安
全・中心市街地のにぎわいづくりの課題
の共有

①まちづくりに関する情報の共有
②まちづくりを考える会の立ち上げ
③次回以降の進め方を決める

・市民69名参加（スタッフ合わせて97名）
・青葉通り・大只越公園・薬師公園・道の安
全・中心市街地のにぎわいづくりの課題
の共有

10/4 第1回ワークショップ

①まちづくりに関する情報の共有
②まちづくりを考える会の立ち上げ
③次回以降の進め方を決める

・市民69名参加（スタッフ合わせて97名）
・青葉通り・大只越公園・薬師公園・道の安
全・中心市街地のにぎわいづくりの課題
の共有

①まちづくりに関する情報の共有
②まちづくりを考える会の立ち上げ
③次回以降の進め方を決める

・市民69名参加（スタッフ合わせて97名）
・青葉通り・大只越公園・薬師公園・道の安
全・中心市街地のにぎわいづくりの課題
の共有

10/4 第1回ワークショップ

現地調査とマップづくり
・市民23名参加
・4グループに分かれて現地踏査
・現地調査時に出された問題点・改善案を
マップに整理

現地調査とマップづくり
・市民23名参加
・4グループに分かれて現地踏査
・現地調査時に出された問題点・改善案を
マップに整理

10/28 第2回ワークショップ

現地調査とマップづくり
・市民23名参加
・4グループに分かれて現地踏査
・現地調査時に出された問題点・改善案を
マップに整理

現地調査とマップづくり
・市民23名参加
・4グループに分かれて現地踏査
・現地調査時に出された問題点・改善案を
マップに整理

10/28 第2回ワークショップ

現地調査とマップづくり
・市民23名参加
・4グループに分かれて現地踏査
・現地調査時に出された問題点・改善案を
マップに整理

現地調査とマップづくり
・市民23名参加
・4グループに分かれて現地踏査
・現地調査時に出された問題点・改善案を
マップに整理

10/28 第2回ワークショップ

班に分かれて、整備内容を具体化
みんなでつくろう！にぎわい再生計画案
・市民35名参加
・5つの班に分かれ整備したい内容を具体化
・テーブルマネージャーは3団体のメンバー。
・書紀役として市職員を1名配置

班に分かれて、整備内容を具体化
みんなでつくろう！にぎわい再生計画案
・市民35名参加
・5つの班に分かれ整備したい内容を具体化
・テーブルマネージャーは3団体のメンバー。
・書紀役として市職員を1名配置

11/21 第3回ワークショップ

班に分かれて、整備内容を具体化
みんなでつくろう！にぎわい再生計画案
・市民35名参加
・5つの班に分かれ整備したい内容を具体化
・テーブルマネージャーは3団体のメンバー。
・書紀役として市職員を1名配置

班に分かれて、整備内容を具体化
みんなでつくろう！にぎわい再生計画案
・市民35名参加
・5つの班に分かれ整備したい内容を具体化
・テーブルマネージャーは3団体のメンバー。
・書紀役として市職員を1名配置

11/21 第3回ワークショップ

11/9 社会実験 キッズマート

釜石小・双葉小児童による商業体験
（キッズマート）を開催

・11/9 13:00～15:00
・＠リアスを中心に準備会が運営
・青葉通りで野菜や水産加工品などを販売
・来街者、商店街、保護者、にアンケート
・街頭インタビューを実施

釜石小・双葉小児童による商業体験
（キッズマート）を開催

・11/9 13:00～15:00
・＠リアスを中心に準備会が運営
・青葉通りで野菜や水産加工品などを販売
・来街者、商店街、保護者、にアンケート
・街頭インタビューを実施

11/9 社会実験 キッズマート

釜石小・双葉小児童による商業体験
（キッズマート）を開催

・11/9 13:00～15:00
・＠リアスを中心に準備会が運営
・青葉通りで野菜や水産加工品などを販売
・来街者、商店街、保護者、にアンケート
・街頭インタビューを実施

釜石小・双葉小児童による商業体験
（キッズマート）を開催

・11/9 13:00～15:00
・＠リアスを中心に準備会が運営
・青葉通りで野菜や水産加工品などを販売
・来街者、商店街、保護者、にアンケート
・街頭インタビューを実施

8/31 第1回準備会

まちづくり交付金事業の説明
および準備会の位置付け

・準備会の構成は3団体を中心にする
・3団体を中心に各事業のたたき台を作り、
ワークショップで提示する形式とする

まちづくり交付金事業の説明
および準備会の位置付け

・準備会の構成は3団体を中心にする
・3団体を中心に各事業のたたき台を作り、
ワークショップで提示する形式とする

8/31 第1回準備会

まちづくり交付金事業の説明
および準備会の位置付け

・準備会の構成は3団体を中心にする
・3団体を中心に各事業のたたき台を作り、
ワークショップで提示する形式とする

まちづくり交付金事業の説明
および準備会の位置付け

・準備会の構成は3団体を中心にする
・3団体を中心に各事業のたたき台を作り、
ワークショップで提示する形式とする

11月中旬
測量業務の実施

大只越公園・薬師公園
測量

・大只越公園および薬師公園
の測量を実施
・大只越公園 L=0.33ha
・薬師公園 L=0.60ha

大只越公園・薬師公園
測量

・大只越公園および薬師公園
の測量を実施
・大只越公園 L=0.33ha
・薬師公園 L=0.60ha
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12/1 第5回準備会

第4回ワークショップの進め方
ワークショップ後の進め方について
・第4回ワークショップの役割分担を実施。第3
回同様に、テーブルマネージャーは3団体が担
当。
・ワークショップ5回が終了後、実施した内容の
まとめの会を設けることとした

第4回ワークショップの進め方
ワークショップ後の進め方について
・第4回ワークショップの役割分担を実施。第3
回同様に、テーブルマネージャーは3団体が担
当。
・ワークショップ5回が終了後、実施した内容の
まとめの会を設けることとした

12/1 第5回準備会

第4回ワークショップの進め方
ワークショップ後の進め方について
・第4回ワークショップの役割分担を実施。第3
回同様に、テーブルマネージャーは3団体が担
当。
・ワークショップ5回が終了後、実施した内容の
まとめの会を設けることとした

第4回ワークショップの進め方
ワークショップ後の進め方について
・第4回ワークショップの役割分担を実施。第3
回同様に、テーブルマネージャーは3団体が担
当。
・ワークショップ5回が終了後、実施した内容の
まとめの会を設けることとした

2/6
大只越公園愛護会
意見交換会

1/26
市道大渡只越1号線
沿道住民意見交換会

平成18年度 まちづくり交付金事業の流れ

東部地区のまちづくりを考える会
準備会

まちづくりを考える会
(ワークショップ)

社会実験 説明会・意見交換会
測量・設計業務

3/7 第6回準備会

まちづくりフォーラムの進め方を議論
・フォーラムの進め方を議論
・4つのブース（①青葉通り、②大只越・薬
師公園、橋詰広場、③商店街、道の安全、
④新青葉ビル）に分かれて説明
・3団体がパネルディスカッション説明を実
施

まちづくりフォーラムの進め方を議論
・フォーラムの進め方を議論
・4つのブース（①青葉通り、②大只越・薬
師公園、橋詰広場、③商店街、道の安全、
④新青葉ビル）に分かれて説明
・3団体がパネルディスカッション説明を実
施

3/7 第6回準備会

まちづくりフォーラムの進め方を議論
・フォーラムの進め方を議論
・4つのブース（①青葉通り、②大只越・薬
師公園、橋詰広場、③商店街、道の安全、
④新青葉ビル）に分かれて説明
・3団体がパネルディスカッション説明を実
施

まちづくりフォーラムの進め方を議論
・フォーラムの進め方を議論
・4つのブース（①青葉通り、②大只越・薬
師公園、橋詰広場、③商店街、道の安全、
④新青葉ビル）に分かれて説明
・3団体がパネルディスカッション説明を実
施

優先順位を決定
今までのアイデアをかたちにしよう
・市民23名参加
・第3回に引き続き、班に分かれて議論
・整備の優先順位を決める

優先順位を決定
今までのアイデアをかたちにしよう
・市民23名参加
・第3回に引き続き、班に分かれて議論
・整備の優先順位を決める

12/5 第4回ワークショップ

優先順位を決定
今までのアイデアをかたちにしよう
・市民23名参加
・第3回に引き続き、班に分かれて議論
・整備の優先順位を決める

優先順位を決定
今までのアイデアをかたちにしよう
・市民23名参加
・第3回に引き続き、班に分かれて議論
・整備の優先順位を決める

12/5 第4回ワークショップ

3/23 ワークショップ報告会

5回実施したワークショップの
内容の発表会

・市民79名参加
・小畴弘一氏 講演
・5回実施したワークショップの内容の説明
・パネルセッション形式で説明・意見交換

5回実施したワークショップの
内容の発表会

・市民79名参加
・小畴弘一氏 講演
・5回実施したワークショップの内容の説明
・パネルセッション形式で説明・意見交換

2/7
薬師公園愛護会
意見交換会

2/15
只越町商店街振興組合

意見交換会

2/25
大渡町商店街振興組合

意見交換会

2/26
大町商店街振興組合
意見交換会

2/19～3/4 みちの安全社会実験

市道大渡只越1号線の道路幅員を改変
・2/19～3/4の2週間実施
・車線幅の減少と歩道拡幅
・センターライン消却ラバーポールを設置。
・周辺地域住民・関連企業へのアンケート
・現地実測（交通量・走行速度など）

市道大渡只越1号線の道路幅員を改変
・2/19～3/4の2週間実施
・車線幅の減少と歩道拡幅
・センターライン消却ラバーポールを設置。
・周辺地域住民・関連企業へのアンケート
・現地実測（交通量・走行速度など）

12/2 修景 社会実験

人工芝を青葉通りに設置
・12/2 13:00～16:00
・ワークショップで出された意見「青葉通り の
グレーチングが歩きにくい」より実施
・準備会メンバーで設置
・来街者、商店街、保護者にアンケート
・街頭インタビューを実施

人工芝を青葉通りに設置
・12/2 13:00～16:00
・ワークショップで出された意見「青葉通り の
グレーチングが歩きにくい」より実施
・準備会メンバーで設置
・来街者、商店街、保護者にアンケート
・街頭インタビューを実施

12/2 修景 社会実験

人工芝を青葉通りに設置
・12/2 13:00～16:00
・ワークショップで出された意見「青葉通り の
グレーチングが歩きにくい」より実施
・準備会メンバーで設置
・来街者、商店街、保護者にアンケート
・街頭インタビューを実施

人工芝を青葉通りに設置
・12/2 13:00～16:00
・ワークショップで出された意見「青葉通り の
グレーチングが歩きにくい」より実施
・準備会メンバーで設置
・来街者、商店街、保護者にアンケート
・街頭インタビューを実施

12/9 夢灯り 社会実験

青葉通りに
イルミネーションを点灯

・12/9 15:00～17:30 点灯式を実施
・当日来場者、商店街、点灯式後来街者に
アンケート調査を実施
・準備会で会場設営・撤去やアンケートの
聞き取りを実施

青葉通りに
イルミネーションを点灯

・12/9 15:00～17:30 点灯式を実施
・当日来場者、商店街、点灯式後来街者に
アンケート調査を実施
・準備会で会場設営・撤去やアンケートの
聞き取りを実施

12/9 夢灯り 社会実験

青葉通りに
イルミネーションを点灯

・12/9 15:00～17:30 点灯式を実施
・当日来場者、商店街、点灯式後来街者に
アンケート調査を実施
・準備会で会場設営・撤去やアンケートの
聞き取りを実施

青葉通りに
イルミネーションを点灯

・12/9 15:00～17:30 点灯式を実施
・当日来場者、商店街、点灯式後来街者に
アンケート調査を実施
・準備会で会場設営・撤去やアンケートの
聞き取りを実施

人工芝設置
3/30まで

イルミネーション
1/21まで

いよいよクライマックス！最終回
計画づくりの第1段階が完了します！
・市民39名参加
・過去に決定したものを振り返り、整備内
容に修正を加える。
・各グループの議論結果を全体で共有

いよいよクライマックス！最終回
計画づくりの第1段階が完了します！
・市民39名参加
・過去に決定したものを振り返り、整備内
容に修正を加える。
・各グループの議論結果を全体で共有

12/19 第5回ワークショップ

いよいよクライマックス！最終回
計画づくりの第1段階が完了します！
・市民39名参加
・過去に決定したものを振り返り、整備内
容に修正を加える。
・各グループの議論結果を全体で共有

いよいよクライマックス！最終回
計画づくりの第1段階が完了します！
・市民39名参加
・過去に決定したものを振り返り、整備内
容に修正を加える。
・各グループの議論結果を全体で共有

12/19 第5回ワークショップ

3月上旬
測量業務の実施

青葉通り 測量
・市道青葉通り線、市道大町
1号線の測量を実施
・大町1号線 L=0.15km
・青葉通り線 L=0.31km

青葉通り 測量
・市道青葉通り線、市道大町
1号線の測量を実施
・大町1号線 L=0.15km
・青葉通り線 L=0.31km

青葉通り・大只越公園・
薬師公園 設計

・ワークショップの意見およ
び1月から実施した意見交換
会の結果を踏まえ、釜石市役
所と協議をしながら設計

青葉通り・大只越公園・
薬師公園 設計

・ワークショップの意見およ
び1月から実施した意見交換
会の結果を踏まえ、釜石市役
所と協議をしながら設計

12月下旬～3月下旬
道路・公園設計
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2. 住民参加によるまちづくり
本業務の実施に際しては、市民の主体的な参加と活動を促すことを基本とするため、計画

づくりの早期の段階から、市民の参加を促す仕組みを構築した。このもとで、まちづくりに

関する議論ならびに活動として、①ワークショップ、②社会実験、③地元住民との意見交換

会を実施した。まちづくりに向けた活動の記録は表 2.1に整理したとおりである。この章で
は、住民によるまちづくりの流れを記した。

表 2.1 活動の記録

 
実施日 会議・活動名 テーマ 

内容 

2006.8.31 第 1回準備会 ・まちづくり交付金事業の内容説明 
・ワークショップの進め方についての議論 

2006.9.11 第 2回準備会 
・まちづくり交付金事業の進め方 
・ワークショップの進め方についての議論 
・社会実験について 

2006.9.25 第 3回準備会 ・第 1回ワークショップの進め方についての確認
・社会実験の実施内容案について 

2006.10.4 第 1回Ｗ／Ｓ 
東部地区のにぎわいについて 
・まちづくり交付金事業の説明 
・東部地区についてのおもいを語る 

2006.10.24 第 4回準備会 ・第 2回ワークショップの進め方 
・社会実験（キッズマート）の実施について 

2006.10.28 第２回Ｗ／Ｓ 
現地踏査・マップづくり 
・まちあるき（現地調査） 
・整備対象区間における問題点・改善点の把握 

2006.11.9 キッズマート 青葉通りでのにぎわいづくりイベント 
・小学生のキャリア教育の一環として実施 

2006.11.21 第３回Ｗ／Ｓ 
にぎわい再生計画案の作成 
・整備項目ごとに班に分かれて、整備内容の整理
および具体化 

2006.12.1 第５回準備会 ・第４回ワークショップのすすめ方の確認 
2006.12. 1 修景作業 青葉通り人工芝設置作業 

2006.12.5 第４回Ｗ／Ｓ 優先順位を決定 
・整備内容の優先順位の決定 

2006.12.9 夢灯り点灯式 光のページェント点灯式・ミニコンサート 

2006.12.15 第５回Ｗ／Ｓ 計画づくりの第一段階が完了 
・最終案の策定 

2007.1.26 道の社会実験説明会 道の社会実験に関わる沿道住民への事前説明 
・ワークショップ結果と社会実験実施案の説明 

2007.2.5 意見交換会（大只越公園） 大只越公園整備に関する関係住民への説明 
2007.2.6 意見交換会（薬師公園） 薬師公園整備に関する関係住民への説明 
2007.2.15 意見交換会（只越町商店街） 商店街まちなみ整備に関する関係住民への説明 
2007.2.19～

3.4 道の安全社会実験 病院前通りにおけるみちの安全社会実験 
・車線幅の減少、ポール・イメージハンプの設置

2007.2.25 意見交換会（大渡町商店街） 商店街まちなみ整備に関する関係住民への説明 
2007.2.26 意見交換会（大町商店街） 光のページェントについての反省会 

2007.3.7 第６回準備会 
 

まちづくりフォーラムについての企画の確認 

 

2007.3.23 東部地区まちづくりフォーラム まちづくり活動についての報告会 
・本年度の活動経過と成果についての情報共有 

【略称】準備会：中心市街地東部地区のまちづくりを考える会準備会 
Ｗ／Ｓ：東部地区のまちづくりを考える会（ワークショップ） 

Step1

準
備

Step2

設
立

Step3

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
実
施

Step4

意
見
交
換
会
・
報
告
会
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2.1 住民参加体制の検討
Step１ 準備会による住民参加のあり方検討 
住民参加による計画づくりと住民の主体的なまちづくりをめざして、望ましい住民参加の体制の

整備について検討した。このステップでは、市民に近い立場から、現実的で効果的な市民の参加形

態を実現するため、｢中心市街地東部地区のまちづくりを考える会｣準備会を設立して、検討を進め

た。この準備会は図に示すように、まちづくり団体が参加する構成で設立し、釜石市ならびに、建

設技術研究所と協働して、住民参加に関わる企画運営を行った。

① 釜石商工会議所青年部、

② 釜石青年会議所、

③ NPO法人アットマークリアスの 3団体

図 2.1 準備会の立ち上げ

｢中心市街地東部地区の 
まちづくりを考える会｣準備会 

３団体により準備会を発足 
市民ワークショップを立ち上げることとした 

釜石 
青年会議所

 

釜石商工会

議所青年部

＠リアスＮ
ＰＯサポー
トセンター

【STEP1】準備会立ち上げ 

〇第 1回準備会 8/31 

〇第 2回準備会 9/11 

〇第 3回準備会 9/25 

 釜石市役所 

(都市計画課・

商業観光課) 
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2.2 ワークショップの立ち上げ
Step２ 市民ワークショップの立ち上げ 

Step１において、３回にわたる準備会での議論を経て、市民ワークショップを立ち
上げることとした。準備会より、市民、商業関係者、まちづくりに熱意を持った団体や

自治会に向けて、呼びかけを行い、東部地区のにぎわいづくりのためのワークショップ

を立ち上げた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2 市民ワークショップの立ち上げ

 

東部地区のまちづくりを考える会 
（市民ワークショップ） 

 
商店街 
関係者 

 

釜石商工会

議所青年部

＠リアスＮ
ＰＯサポー
トセンター

【STEP2】ワークショップの

立ち上げ 

〇第 1回市民 WS開催 10/4 

釜石 
青年会議所

まちづくり
に熱意ある
団体・個人

 
自治会 

 釜石市役所 

(都市計画課・

商業観光課) 

一般市民参加により、第1回ワークショップを開催 
｢東部地区のまちづくりを考える会｣を立ち上げた。 
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2.3 市民ワークショップによる計画づくり
Step３ 市民ワークショップによる計画づくり 

ワークショップを開催して計画づくりの議論を進めた。第１回の立ち上げの後、計画

づくりについて議論をしながらまとめた。検討内容は次の６テーマである。

① 青葉通りの改修計画

② 大只越公園改修計画

③ 薬師公園改修計画

④ 大渡橋橋詰広場計画

⑤ 病院前通りみちの安全社会実験

⑥ 大通り商店街の魅力づくり

ワークショップでは、議論に加えて、現地調査や社会実験への参加を促した。

図 2.3 市民ワークショップによる計画づくり

東部地区のまちづくりを考える会 
（市民ワークショップ） 

社
会
実
験
の
実
施

 
商店街 
関係者 

 

釜石商工会

議所青年部

＠リアスＮ
ＰＯサポー
トセンター 

釜石 
青年会議所

まちづくり
に熱意ある
団体・個人

 
自治会 

 釜石市役所 

(都市計画課・

商業観光課) 

｢東部地区のまちづくりを考える会｣を開催して、 
計画づくりについて議論し、まとめた。

【STEP3】ワークショップの実施 

○第 2回市民 WS 10/28 

○第 3回市民 WS 11/24 

○第 4回市民 WS 12/5 

○第 5回市民 WS 12/19 

市  民 

アイディア・提言 

市  民 

アイディア・提言 
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ワークショップは次に示すように、合計５回開催し、計画づくりの第一段階が終了す

るまでに至った。

ワークショップで取りまとめた意見は以下のとおりである。

図 2.4 第 5回ワークショップでまとめられた資料 1

第 1回 10.４ 東部地区のにぎわいについて 

第 2回 10.28 現地踏査・マップづくり 

第 3回 11.21 にぎわい再生計画案の作成 

第 4回 12.５  アイデアをカタチにしよう 

第 5回 12.19 計画づくりの第一段階が完了 

青葉通り班としては、第 1案がいいのでは。
水路が邪魔。水路にふたをかけたとき、水路上を

使えるのかが議論になった。

第 2案：商店の搬入などが難しいのではないか。
第 3案：大只越公園―青葉通りの接続部が難しい。
道路には使えないのではないか。理由：津波など

災害時・土砂がたまるなど考えると維持管理が大

変。

道路では、現状である片側 5.5mの幅員は欲しい。
4mはきついのではないか。
バスが止まれるような幅員にしたい。

木の移植：今の木が移植されたときをイメージで

きないので、保留

石応寺前、大型バスの動線が必要。

その他は、継続審議が必要。
社会実験時にハンプもつくる。

市民病院前に最徐行の表示をする。

ここで障害者体験を行う

にぎわいを考える会メンバーの関わり方

メンバーは社会実験道路を歩いてみて、ワーク

ショップに意見を提案する。

小学校の児童にも、歩いてもらって意見をいただく

アンケートは全市民を対象とする。

ワークショップで効果を話し合う

上記のような道路断面で、2月頃に実験を行う。

第 1案

第 2案

第３案

今後、専門家や周辺にお住まい

の方も含めて継続審議

社会実験を、０７年 2月頃に上
記の断面で実施する

青葉通り（１班） 市民病院前通り（２班） 

市道大渡只越町１号線 改修案 
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図 2.5 第 5回ワークショップでまとめられた資料 2

【薬師公園】

◎ 薬師公園

前回までに決まった優先順位

1：桜以外の樹木を伐採
2：平和の像を残し、ほかは無くす
3：階段・手すりを更新する。青葉通りに続く道の整備
4：薬師公園までの車道の整備
実は高校生はよく行っている。高校生にとってはあ

まり人が集まって欲しくない。が、使いやすいよう

になってほしい。

夜ライトアップするといいのではないか。

下からも眺められるようにしてはどうか。

サクラが長い期間咲いている⇔咲いていない木が

ある  調整が必要

【商店街魅力づくり】

ハード面について、大通りは釜石の顔。

歩道は、まちづくり交付金の対象外だが、意見

としてバリアフリー化として欲しい。

アーケードのないところには、雨よけがほしい

し、見栄えのいいものにしたい。

発光ダイオードを埋め込んだ設備、使いやすい

道路にしてほしい。

大通りは 1ｋｍ以上ある通りなので、インフォ
メーションが最低 3箇所欲しい。
ハード面については、専門家に聞いて審議する

必要がある。

専門家も交えた継続審議について、商店街と協

力して実施する。

イベントをするために、左岸下流側にトイレを作

る。（朝市でも使える）

水のみ場をつくる。（朝市でも使える）

サクラは今のものを生かし、まわりに２，３本植樹

ランドマークについては、今後要協議

大きなモニュメント案 ⇔ 人工物不要  

掲示板 大きくなくていいので、左岸上流側に設置

左岸下流側に川におりる階段を設置

意見を反映して、設計に入る

意見を反映して、設計に入る

◎ 大只越公園

前回までに決まった優先順位

1：構築物・花壇も撤去し、フラットに
2：多目的に使えるように。ゲートボール用の槌の部分
と、芝生の部分を分ける

3：石応寺の参堂、常緑樹を広葉樹へ
ゲートボール練習場などの配置については、結論

が出なかった。

電気設備関係は整えたほうがいい。

芝生などの維持管理はしっかりして欲しい。

周りにウォーキングできるように。子供だけでな

いストレッチするような遊具の整備も必要

今後、専門家や商店街の方も含

めて継続審議

今後、専門家や周辺にお住まい

の方も含めて継続審議

商店街魅力づくり（４班） 

橋詰広場（５班） 

トトトイイイレレレ

桜桜桜ののの木木木ををを残残残すすす

モモモニニニュュュメメメンンントトト

掲掲掲示示示板板板

薬師公園・大只越公園（３班）
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2.4 意見交換会の実施
Step４ 一般市民への説明と意見交換 

以上のようなワークショップでの検討成果を地域住民や一般市民に向けて、説明と意

見交換を行うため、意見交換会（説明会）ならびに、まちづくりフォーラム（成果報告

会）を企画し実施した。

これは、ワークショップなどの会議に参加しなかった一般市民に向けて、①社会実験

などの実施に関わる告知を図ること、ならびに、②まちづくり交付金事業を中心とする

東部地区で実施されているまちづくりの動きを知ってもらい、活動への参加を促すよう

に企画し、実施した。

実施したこれらの活動は次のとおりである。

2007.1.26 道の社会実験説明会 

2007.2.5 意見交換会（大只越公園） 

2007.2.6 意見交換会（薬師公園） 

2007.2.15 意見交換会（只越町商店街） 

2007.2.25 意見交換会（大渡町商店街） 

2007.2.26 意見交換会（大町商店街） 

2007.3.23 東部地区まちづくりフォーラム 
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2.5 まちづくりフォーラムの実施
これまで、まちづくりを考える会を中心に取り組んできたワークショップ、社会実験

の開催状況を広く市民の皆さんに知ってもらい、これからのまちづくりについての意見

交換を行い、協働によるまちづくりの気運を高めることをねらいとして、東部地区のま

ちづくりを考える会主催によるフォーラムを開催した。

(1) 開催の概要

開催場所：釜石市市民文化会館 2階 中ホール

日  時：平成 19年 3月 22日(金)18:00～21:00
来場者数 72名

(2) 開催プログラム

表 2.2 まちづくりフォーラム実施プログラム

No. 項 目 内 容 時 間
0 ポスターセッション 東部地区のまちづくりに係り実施した主な

作業経緯・結果、新聞掲載記事及び他県に
おける事例などについて、ポスターなどを
展示。グループメンバーが待機し、来場者
に対して検討経緯と結果を説明。

18:00

－ 開 会 開会の宣言と本フォーラムの進め方。 19:00
1 主催者挨拶 東部地区のまちづくりを考える会 準備会

工藤誠(釜石青年会議所)
19:00

2 基調講演 小疇弘一 氏(NPO 法人まちづくり学校)に
よる基調講演。タイトル：「協働のまちづく
りを実践する」

19:05

3 これまでの経緯報告 松本（㈱建設技術研究所）より、都市再生
整備計画に関わるワークショップ、社会実
験など一連の取り組みについて経緯を報
告。

19:45

4 発表者の紹介 各ワークショップの発表者の紹介。 19:55
5 グループ別説明・意見交換 

(4テーマ) 
ポスターセッションの配置（4 つのグルー
プ）になり、説明と意見交換。各展示コー
ナーで15分の説明・意見交換を計4回実施。
来場者は、展示コーナーでの説明・意見交
換の終了ごとに時計回りで次の展示コーナ
ーに移動。すなわち、すべての展示コーナ
ーの説明・意見交換に参加することになる。
各展示コーナーには記録係を配置して、意
見の要点を付箋紙などにメモして模造紙に
貼付・整理する。

20:00

6 まとめ 小疇弘一 氏より、これからの進め方につい
ての提言。

21:00

－ 閉 会 閉会 21:05
注：時間は当初計画である。
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(3) 場のデザイン

主催者あいさつ、基調講演、これまでの経過報告に引き続き、テーマ別のブースによる意

見交換を行った。ブースは図のように４つのテーマに分けて配置した。参加者は各ブース

15 分を区切りとして説明を聴くとともに、意見交換して、次の展示コーナーに移動する。
これにより、すべての展示コーナーの説明・意見交換に来場者が参加することになる。各展

示コーナーには、必要に応じて記録係を配置し、意見の要点を付箋紙などにメモして模造紙

に貼付・整理した。

：説明役
：記録役

ステージ

Ａコーナー　青葉＆道路
　　　　　　　　新里氏＆ＪＣ

Ｄコーナー　青葉ビル計画のＰＲ
　　　　　　　　その他 Ｃコーナー　まちなみ整備　ＮＰＯ

Ｂコーナー　公園改修計画　　ＹＥＧ

図 2.6 グループ別意見交換時の展示コーナーの配置
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参加者からの主な意見は表に示すとおりである。

表 2.3 グループ別の説明・意見交換における来場者からの主な意見

指 摘 対 象 意見の内容と回答 
病院前通り社会実験 （実験中）渋滞は発生しなかったのか？
大通り 大町駐車場を思い切って無料に（時間制限で）。

商店街を歩かせるために魅力ある店舗が 2～3店ほしい。
大渡橋橋詰広場 橋の下流（対岸）に公園あり。利用者を見たことがない。立派な

施設だが、行きにくい。利用しやすい公園にしてほしい。
広さは？⇔500㎡
人工物は２つ必要なのか？必要という意味は？⇔今後考えてゆ
く。
犬の散歩が出来るようにしてほしい。⇔結論は出ていない。
対岸の緑地が利用されていない。

薬師公園 階段が急だが改良はするのか？⇔改良の余地はあるが難しい。今
後の課題。
桜の市民オーナー制を考えています。自ら管理することも考えて
いる。
大砲の弾は本州で初のもの。活かす方法はないのか？⇔負の遺産
の側面もあり。議論が必要。
平和を発信する意味もある。⇔同感。
ゆっくり登って、急に降りる方法があるということか？⇔そうで
す。
市の公園は個性がない。桜の公園はよい。
桜に関心があるのは 15～20 日/年。他の季節も楽しめるようにし
たらよい。
多種の桜を植えるのは狭いので難しい。ソメイヨシノ＋α。大島
桜（食べれる）。１年通じて楽しめるようにしたほうが良い。
最低限の管理は必要。⇔オーナー制でがんばりましょう。

大只越公園 名称は青葉公園に変えるべき。⇔同感。
薬師公園とこの公園を結ぶ導線がほしい。お墓の上の階段は傷ん
でいる。直せばトレッキング気分で利用できる。⇔同感。お寺と
相談したい。
ピンクと緑という話があったが、この公園にピンクはないので
は？⇔連結する通路で（薬師公園と）結びたいと思います。

青葉通り 今の木はうっとおしい。周りの緑が豊かなのでばっさり切っても
よいのでは？
疑問点。端から端まで同じ道路形態とするのか？
飛び出す人への配慮が必要。
イベントのイメージは？
ちょっとした日陰はほしい。
緑はほしい。
水路の上に人工地盤を形成して公園にしたら。
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(4) フォーラムのまとめ

今回のまちづくりフォーラムの開催により、東部地区の整備にむけた住民の意識高揚のき

っかけを築くことができた。今後ともこの動きを継続し、発展させていくため、今回のフォ

ーラムの実施結果を検証した。これらの中で、とくに次の方法が市民の関心を高める上で効

果があったものと見られる。

①参加のデザイン：きめ細かな告知

②場のデザイン：グループのサイズを変える方法

③プロセスのデザイン：聴く・話す・動くのバランスのとれた構成

1) 講師からのコメントから

講師：小疇弘一 氏が話されたコメントから、次の２点を今後のまちづくりのポイントと

してあげることができる。今後のフォーラムを含む住民参加の仕組みの中に、これらのポイ

ントを基調として位置づけながら、進めることが肝要である。

a) 住民の意識を変え、まちづくりの主役にすること

意識の改革：住民にはまちづくりを行う責任と権利がある。仕組みをつくる：まちづ

くりはしくみづくり、そのための人づくりが重要。反対者の意見を大切に：別の目でみ

ることが必要、計画や事業に反対している人ほど仲間に入ると強い。

b) まちづくりは終わりのない長距離リレー

「まちづくり」におわりはない。一山を越えるごとに、互いにねぎらいながら継続し

つづけることが大事。まちづくりは長距離レース。しかもゴールがない。一人で走りつ

づけることはできない、バトンタッチが必要。成功体験を重ねて、自信をつけること。

反対と否定からは何も生まれない。坂を越えたら楽しさと笑いが必要。

(5) フォーラムの企画について

フォーラムについて、①参加のデザイン、②場のデザイン、③プロセスのデザインの３

つのポイントから、企画そのもののを検証した。

① 参加のデザイン

きめ細かな告知 

参加者７２名。金曜日の団らんの時間にもかかわらず、想定参加者数に近い参加を獲得

できた。この背景には、ワークショップからの継続的な参加や、まちづくりに対する熱意

をうかがい知ることが出来る。また、広報やチラシなどきめ細かな告知が奏功したものと

見られる。

このように、まちづくりの動きが徐々に、地域に浸透していることは、望ましいことで

はあるものの、先の講師のコメントにもあるように、別な視点、反対する人の意見を取り

込みながら、議論や活動を広げていくことが重要であることを考えると、今回獲得した参

加者数はまだ、途上であるといえる。

今回のような、告知方法、企画内容での参加の規模が見極められたと考えると、別の企

画や手法を組み合わせながら、参加層を広げていくことが重要である。とくに、会議に参

加しない市民にも興味を持ってもらい、意見をもらえるように、重層的な広報手段を展開

することが必要であると見られ、次のような広報手段もあわせて考える必要がある。
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印刷媒体：広報・チラシ・ニューズレター

ＷＥＢ媒体：インターネットによる広報

場の媒体：掲示板・案内解説板・社会実験・ワークショップ・説明会

人を媒体とした広報：説明員による周知・口コミ

 

② 場のデザイン

グループのサイズを変える：スクール形式→ブース観覧方式の組み合わせ 

限られた時間内で効率的に、これまでのワークショップの経緯を説明するため、４ブー

スの設置と観覧方式を採用した。この結果、次のような利点が得られたものと見られる。

少人数での意見交換が出来たこと

参加者が飽きることなく、説明を聞けたこと

 

また、一方で次の点を課題に挙げることが出来る

同じ説明を繰り返すため、説明者の負担が大きい

全体での議論が不十分（点線）

このように、参加者には概して高い満足度が得られたものと見られるものの、説明者の

準備や全体議論の場など、若干の改良の余地があるものと考えられる。

③ プロセスのデザイン

聴く・動く・意見をのべる のバランスのとれた構成

全体を、講演を聴く、説明を聞く、意見を述べるのプロセスは、全体にバランスのとれ

た構成となった。とくに、ブース観覧方式の使用により、参加者が自ら身体を動かして移

動するプロセスを加えたことは、参加者を飽きさせず、参加者に興味関心を持ってもらえ

ることにつながったと見られる。

今後のこのような企画に際して、聴く・話す・動くといった要素を巧みに組み合わせな

がら、検討することが肝要であると考えられる。
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2.6 住民参加型業務のまとめ
本業務をとおして、まちづくり交付金事業を進めるうえで重要な、住民参加の体制を構築

し、まちづくりに向けての市民が意識を高めるためのきっかけを作るに至った。

【本年度業務による成果】

①東部地区のまちづくりに向けて、議論や活動などが始動したこと

②市民のまちづくりに向けての考え方や思いを共有する機会が得られたこと

③技術的な検討結果をわかりやすく説明し、市民の合意を促すこと

今後、事業に関わる計画をとりまとめ、市民主体の動きを築きあげるためには、以下の事

項が課題となる。

①より多くの人の参加を促すための場づくりを進めること

②これまでの意見を受けて、技術的検討をすすめること

③技術的な検討結果をわかりやすく説明し、事業実施に向けた市民の合意を促すこと

これらの課題に対応するため、ワークショップを核とした議論の場を継続して、企画・運

営することが重要であると考えられる。とくに、特定少数の参加によるワークショップだけ

でなく、公開型の討論の場を設け、議論の対象を広めるとともに、内容を深めていくことが

肝要である。

今後の協働の場づくりのイメージを図のようにまとめた。ポイントは次のとおりである

① 市民のうちの関心の高い層から、無関心層を取り込み、参加者の拡大を促す

② 常設のまちづくりサロンや市民からの提案を受け入れる制度など、新しい取り組みを

実施する

③ 事業実施に向けた合意形成を促すため、市民の意見を反映した技術的・行政的判断結

果を市民に公表すること

 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

社会実験 

意見交換会 

H18年度 

準備会 

H19年度 

 

 

 

 

 

関

心

層 

無
関
心
層

新たな取り組み 
・まちづくりサロン 
・まちづくり提案 
・その他

事業実施に向けた合意形成 

継続と発展 

継続と発展 

図 2.7 参加者の拡大・展開のイメージ 
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3. 社会実験の実施

3.1 社会実験の概要

(1) 実験の概要

本検討で実施した社会実験は表 3.1に示すとおりである。

表 3.1社会実験の概要

区分 社会実験 検証項目 

①にぎわいづくり社会実験 ・キッズマート 

・人工芝敷設 

・夢灯り点灯式 

イベントの場としての潜在需要 

市民・来街者・商店主の反応 

イベント実施に際しての問題点 

②みちの安全社会実験 病院前通り幅員構成変更

（歩車共存道路整備にむ

けて） 

交通量の変化（自動車・自転車・歩

行者） 

自動車の走行速度の変化 

効果に関する市民の実感 

市民・事業者の反応（歩きやすさ・

運転への影響） 

(2) 結果の概要

青葉通りでの、①「人工芝設置」「キッズマート」「夢灯り点灯式」のにぎわいづくり社会

実験、ならびに②「病院前通り歩車共存道路」のみちの安全社会実験のそれぞれの実施結果

を総合し、考察を加えた。概要は以下の通りである。

①にぎわいづくり社会実験

・人工芝設置の結果、日常時の憩いの場としての潜在的な需要が検証された

・実施に対して、来街者には好評、商店主から課題が提起（商店街の主体的な運営）

・青葉通りのイベント実施に関わる問題点を検証（植栽・柵・広さなど構造的な問題）

②みちの安全社会実験

・交通量：平日の自動車交通量は減少、歩行者が増加した

・走行速度：自動車の走行速度は平平均 1.7km/h減少した。
規制速度 30㎞/h以下で走行する自動車が実験前に比べて 1.5倍。
40㎞/hを超えて走行する危険車両は実験前に比べて 4割減少

    減少量は、朝夕の通勤時間帯（7:00～9:00、17:00～19:00）で変化が大きかった
    区間では、薬師公園～仁平商店前での減少が大きい

・効果の実感：自動車走行速度の減少を実感した意見が約半数で、効果が認められる。

・歩きやすさ：ほぼ半数が歩きやすくなったと答え、効果が認められた。

・自転車通行：走りにくくなったとの意見がやや多い。理由にポール設置が挙げられている

・運転の変化：８割近くがよりストレスを感じている。とくに対向車が多く半数弱。

・実験断面に対して：賛成、変えないがともに４割程度。
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3.2 にぎわいづくり社会実験

(1) 実験の概要

 

11/9 キッズマート 

12/2 青葉通り人工芝敷設 

歩きやすいみちに 
13:00～16:00

・ワークショップで出された意見「青葉通り の
グレーチングが歩きにくい」より実施
・準備会メンバーで設置
・来街者、商店街、保護者、児童にアンケート調
査を実施
・準備会で会場設営・撤去やアンケートの聞き取
りを実施

12/9 夢灯りイルミネーション点灯式（～1/21 イルミネーション点灯） 

青葉通りにイルミネーションを点灯 
15:00～17:30

・光のページェント点灯式にあわせて、コンサー
トを開催。保育園・小中高校生の参加。

・当日来場者、商店街、点灯式後来街者にアンケ
ート調査を実施

・準備会で会場設営・撤去やアンケートの聞き取
りを実施
・1/21までイルミネーションを点灯

釜石小・双葉小児童による商業体験 
11/9 13:00～15:00

・ＮＰＯ＠リアスサポートセンターを中心に準備
会が開催

・青葉通りに道路および中央緑地帯にテントを設
置し、野菜や水産加工品などを販売

・来街者、商店街、保護者、児童にアンケート調
査を実施

・準備会で会場設営・撤去やアンケートの聞き取
りを実施



20

(2) 結果の概要

人工芝設置、キッズマートならびに、夢灯り、それぞれ

の社会実験結果から導かれる課題、今後の対応について次

のように整理した。

1) 実施に対して、来街者には好評

人工芝設置により、来街者の６割が利用の希望を示して

おり、青葉通りの日常的な憩いの場としての潜在的な需要

が明らかになった。

キッズマート、夢あかり光のページェント点灯式のいず

れにおいても、来街者の評判は概して良好であった。良い

試みなので継続を希望する声が多く、市民の期待は全般に

高いと見られる。

2) 商店街の主体的な運営が課題

一方、商店主では、継続を希望するのは半数程度で、続

けて欲しくないという否定的な見解が１５％もあったこと

は特筆すべきである。この背景には、売り上げや客足に直

接結びつかなかったという、実感が影響しているものと見

られ、企画立案・運営に対して、商店主が主体的に関わら

なかったことも、不満の遠因として考えられる。

今後、この種のイベント企画に際しては、商店主にとっ

ての利益に配慮しながら、企画の目標についての合意を形

成した上で、企画立案への参加を促すことが重要である。

また、ここで、商店主にとっての利益は多様で、企画段階

で共通の認識にたって、進めることが肝要である。

また、アンケート結果に見るように、商店

主のイベントに求める期待としては、次のよ

うなことが考えられる。

① 商店街の存在感の顧客へのアピール、

② 商店主の意識向上・交流機会創出

③ 客足・売り上げ増

このうち、客足・売り上げ増などイベントによ

る直接的な効果に対しては、それほど多くない。

この背景には、取扱商品や客層が必ずしも、イベ

ント内容と合致することがないからであると見ら

れる。イベント開催に際して、その目的を売り上

げ増といった直接効果をねらうものか、地域社会

への貢献としてとらえるのかなど、基本的な姿勢

を明確にすることが必要であり、商店街が一体と

夢灯り商店主アンケート 
「イベントに期待するもの？」 

4

12

18

13

26

1

0 5 10 15 20 25 30

売り上げの増加

客足の増加

取り組みを通じての商店主の意識向上

取り組みを通じての多様な交流

商店街の存在感のアピール

その他

アンケート対象：大渡、大町、只越
商店街及び青葉通り周辺商店
有効回答数：54票
アンケート方法：訪問配布留置き、

訪問回収による

散歩などに
きてみたい

43%

その他
13%

特に変わら
ないと思う

28%
通勤や買
物・通院な
どの時に立
ち寄ってみ
たい
16%

人工芝設置来街者アンケート 
「以前より来てみたいと思うか？」 

アンケート対象：夢灯り点灯式来場者
有効回答数：61票
方法：街頭面談聴き取りによる

続けて
ほしくない

15%

継続して
実施すべき

48%改善や条件
整備が必要

37%

キッズマート商店主アンケート 
「イベントについてどう考えるか？」

分からない
2%
未回答

7%

いい試みな
ので続けて
欲しい
90%

続けて
欲しくない

1%

キッズマート来街者アンケート 
「イベントについてどう考えるか？」

アンケート対象：キッズマート来場者
有効回答数：66票
方法：街頭面談聴き取りによる
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なって進めるためには、このような企画の目的に

ついての合意に基づき、商店主が主体的に関わる

ことが枢要である。

3) 青葉通りのイベント実施に関わる問題点を検証

にぎわいづくりイベントに関するアンケート調査結果よ

り、イベント時の青葉通りは、広さ・人の流れを阻害する

構造（植栽・柵など）が利用上の問題点として、挙げられ

ている。

このように、イベントを実施してみての青葉通りに対し

て、問題点を上げる声が大きかった。広場自体の大きさの

問題や、人の流れを阻害する植栽や柵など、構造上の障害

が明確になったことから、物理的な配置計画について、こ

れまでのワークショップ参加メンバーや、沿道住民、イベ

ント開催に意欲的な市民を巻き込みながら、さらに詰めて

いくことが重要である。

3.3 にぎわい社会実験 今後の対応方策
以上の結果を踏まえて、今後の次のように進めることが必要である。

① 憩いの場としての利用に配慮した計画を検討すること： 

   散歩や用事の時に立ち寄るスペースとしての期待が高いことから、憩いの場

としての機能向上をめざした計画を検討する。 

② 商店街のまちづくりに対する主体的な参加を促すこと：

   イベント企画に意欲的なグループなどの参加を促し、参加と協働についての

議論と活動の場づくりを支援し、主体的な活動への展開を図る。

③ 緑地施設とイベント利用の両立を図ること：

   植栽やベンチなどの緑地施設がイベント時の支障となっていることから、休

憩施設等の更新に際して、憩いの場としての機能向上とイベント利用が両立す

るような施設配置を検討すること。設計作業を進めながら、まちづくりに関わ

る団体の参加により、意見を反映させる。

キッズマート保護者アンケート 
「イベント時の青葉通りの問題点？」

30

9

9

9

13

10

0 5 10 15 20 25 30 35

イベントの開催には
スペースが狭い

柵が通行の妨げ
になっている

植栽・花壇のために
利用しにくい

グレーチング（水路を覆う鉄製
の網）があるため、歩きにくい

ベンチや休憩のための
施設が使いにくい

その他

アンケート対象：キッズマート参加児
童の保護者

有効回答数：57票
アンケート方法：学校配布・留置き・

学校回収による
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3.4 みちの安全社会実験

(1) 実験の概要

安全なみちづくりをめざして、道路幅員構成のうち、車線幅を狭め、歩道幅を広げること

によりを実験的に実施した。実験の概要は以下の通りである。

実 験 区 間

至 遠野市

至 大船渡市

至 東前町

社会実験区間 : L=500m(大渡町仁平商店前～青葉通り) 
社会実験期間：平成 19年 2月 19日（月）～3月 4日（日) 

市道大渡只越町 1号線 

社会実験路線：市道 大渡只越町 1号線(市民病院前道路) 

〇社会実験の概要 
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(2) 結果と考察

1) 交通量・走行速度の変化

実験期間中の変化として、平日の自

動車交通量は減少、歩行者は全般的に

増加、自転車は大きく減少した。

また、自動車の走行速度は平均

1.7km/h減少したことがわかった。
これらから、社会実験での車線幅の

減少やポール、イメージハンプの設置

による効果が認められる。

一方、時間帯で見ると、朝夕の通勤

時間帯（7:00～9:00、17:00～19:00）
で変化が大きく、交通量の多い時間帯

で、車線幅減少などの影響が大きいも

のと考えられる。

また、区間では、薬師公園～仁平商

店前での減少が大きいことから、市民

病院前のカーブで、車線幅の減少に加

えて、イメージハンプの設置の効果に

より、以前より大きく減速しているも

のと見られる。

また、当該道路の規制速度 30 ㎞/h
以下で走行する自動車は、実験前に比

べて、107台増加し、実験前の 1.5倍
に増えている。一方、40 ㎞/h 以上の
『危険運転車』は、58台減少し実験前
に比べて、４割減少したことがわかる。

これらを総合すると、自動車の走行

速度が減少したことから、当該道路の

安全性は格段に向上したといえる。と

くに、通勤時間帯での速度の減少は、

通勤通学者の歩行安全性向上の面か

ら、効果があったものととらえられる。

さらに、これらにともなって、大型

車を中心とした交通量の変化が見ら

れ、車線幅の減少を嫌って、通過交通

（本来この道路を通らなくてもよい

車両）の通行が減少したと見られる。

実験前［人］ 実験中［人］ 増減％
歩道有り 300 347 16
歩道なし 81 98 21
歩道有り 146 198 36
歩道なし 44 86 95
歩道有り 111 50 ▲ -55
歩道なし 84 55 ▲ -35
歩道有り 111 70 ▲ -37
歩道なし 67 52 ▲ -22
大型車 113 102 ▲ -10
普通車 3822 3707 ▲ -3
大型車 21 25 19
普通車 2036 2094 3

▲：減少したもの指す

休日

自動車
平日

休日

病院前通り

歩行者
平日

休日

自転車
平日

表 3.2 交通量の変化 

走行速度の分布の変化 単位：台
実験前 実験中 増減 実験前比

30㎞以下 216 323 107 1.50
30～40㎞ 589 540 -49 0.92
40～50㎞ 145 87 -58 0.60
５０㎞超 8 8 0 1.00
合計 958 958 0 1.00

表 3.3 

走行速度の変化

0

50

100

150

200

250

300

350

400

走行速度(㎞/h)

度
数
（台
）

実験前
実験中

実験前 2 36 178 348 241 109 36 4 4 0
実験中 6 63 254 337 203 62 25 6 0 2

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

平均速度

　　実験前　34.9㎞/h

　
　　実験中　33.2㎞/h

図 3.1 走行速度の変化

通勤時間帯と昼間の走行速度の比較 km/h
実験前 実験中 差

7、8、17、18時 33.5 31.7 1.8
それ以外 34.0 32.9 1.1
7、8、17、18時 36.0 33.2 2.8
それ以外 36.1 34.9 1.2

平
日
休
日

時間帯
表 3.5 

実験前 実験中
平日 上り 33 31

下り 37 33
休日 上り 39 31

下り 39 36

平均速度 [km/h]
薬師公園～仁平商店前

平均走行速度の変化表 3.4 
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2) 社会実験に関する意見

アンケート調査結果を総括すると、自動車走行速度

の減少や歩きやすさを実感した意見が約半数にのぼ

り、社会実験による効果が認められる。

一方で、自転車にとっては、走りにくくなったとの

意見がやや多く、この理由にポール設置が挙げられて

いる

また、自動車運転者にとっては、８割近くが、対向

車などに対してよりストレスを感じるようになった

と答えており、結果として、速度の減少を導いている

ものと見られる。

社会実験の実施結果として、どのような道路になれ

ばいいかとの問いに対しては、実験断面に対して、賛

成、変えないがともに４割程度で拮抗しているとみら

れる。

3.5 みちの社会実験 今後の対応方策
以上を総合すると、基本的に社会実験による断面を

採用することにより、「歩きやすく、安全な道」の実

現の可能性が明らかになったといえる。

また、今回の社会実験は全般に、自転車にとって、

不評であるものの、原因はおおむね、ポール設置によ

るものと見られるため、これらの再検討により、対処

が可能であると見られる。

しかしながら、沿道住民ならびに、運転者へのアン

ケート調査結果では、今回の社会実験の断面に対して、

賛否が拮抗している状況であることから、今後さらに、

議論を深める必要があるものと見られる。

これらを総括すると、今回の社会実験により、自動

車や自転車、歩行者の通行がどのように変化するかを

観測することが出来た一方で、住民にとって、今回行

なった実験内容(区画線引き直しとポールの設置)で
は完成後の道路の姿、とくに歩道の舗装や電柱等の支

障物など、歩行空間の状況がイメージしにくかったも

のと見られる。

以上の結果を踏まえて、今後の次のように進めるこ

とが必要であると考えられる。

今のままの
歩道・車道の
幅のままで、
変えないほう
がいい

41%

社会実験の
幅に比べて、
歩道をより狭
く、車道をより
広くすべきだ
と思う

8%

社会実験の
幅に比べて、
歩道をより広
く、車道をより
狭くすべきだ
と思う

4%

今回の社会
実験の歩道・
車道の幅に
なればいいと
思う
38%

その他
9%

図 3.3 どのような道路がいいと思うか 

アンケート対象：地区住民・
事業所等
有効回答数：501票
アンケート方法：訪問配布・
留置き・訪問回収による

歩きにくくな
る
3%

歩きやすくな
る

55%

わからない
16%

変わらない
26%

アンケート対象：地区住民
有効回答数：238票
アンケート方法：訪問配布・
留置き・訪問回収による

図 3.2 歩きやすくなると思うか？ 
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① 道路のあり方についてのさらに議論を深めること：

  社会実験による観測結果と歩行空間の完成イメージをあらためて住民に伝えて

道路のあり方についての議論を深める。このため、効率的な住民説明会を開催

して、整備に対する理解と意見収集に努める。

② 駐停車帯の設置など詳細配置の検討：

  沿道住民の抵抗要因として、自動車の駐停車への影響が推測されるため、①に

あわせて、駐停車の処理について議論・検討し、詳細配置などを明らかにする。

③ 自転車通行についての検討：

  今回の社会実験断面では、自転車通行が課題となることが認められたため、道

路断面内で自転車通行をどのように取り扱うかを再検討する。
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4. 参考資料

まちづくり交付金事業 整備方針概要図 

『まちづくり通信』（ワークショップニューズレター） 

社会実験に関わるアンケート調査結果の概要 
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まちづくり交付金事業 整備方針概要図 
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まちづくり通信（ワークショップニューズレター） 
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社会実験に関わるアンケート調査結果の概要 

キッズマートアンケート 夢灯りイルミネーションアンケート

＜来場者＞ ＜保護者＞ ＜商店主＞ ＜点灯式来場者＞ ＜点灯式後　来街者＞ ＜商店主＞

売り上げ 客足
売り上げ 客足

売り上げに変化が無かった理由

日常の商店街活動から見
て、今回のような青葉通り
でイベントを継続的に開催
することについて、どのよ
うに思われますか。

いい試みなので続けて欲しい・継続すべきが最も多かった。
商店主にとっては、改善が必要という意見が4割近くあった。

＜商店主＞

商
店
街
の
取
り
組
み
お
よ
び
効
果
に
つ
い
て

・キッズマート開催にあたり新たな取り組みをした商店主は1割未満で、売り上げ･
客足ともに変化がないところがほとんどであった。
・その理由としてイベントの客層が店の客層と異なると答えた人が最も多かった。

今回のように夜間に開催される
イベントが、日常の商店街活動
からみて、商店街活性化に効果
があると思われますか。

得られる効果として具体的に何を期待しますか。

商
店
街
の
取
り
組
み
お
よ
び
効
果
に
つ
い
て

・良い試みだと評価する人が半数を超え、点灯式来場者ではほぼ全員、商店街では約9
割が良いと回答した。
・点灯式後 来街者にとっては親しみやすくなった人が約7割であった。

＜商店主＞

イ
ベ
ン
ト
の
是
非

イ
ベ
ン
ト
の
是
非

・点灯式に併せて新たな取り組みを行なった商店主は、1割強であった。売り上げ及
び客足に変化は見られない人が9割を超えた。
・しかし夜間開催イベントが「効果がある」と回答した人は6割を超えた。
・夜間イベントに期待する効果は、「売り上げ」「客足」等の直接的効果よりも、
「商店街の存在感のアピール」や「商店主の意識向上」といった間接的効果に期待
が寄せられていた。

今回のキッズマートのよう
な道路をつかったイベント
について、どのようにお考
えですか。

今回のキッズマートのよう
な道路をつかったイベント
について、どのようにお考
えですか。

キッズマート開催に関連し
て新たな取り組みを行ない
ましたか。

今回のキッズマート開催期間中、普段（10月）と比較し
て、店の売り上げや客足に影響がありましたか。

今回のような夜間のイベン
トについて、どのようにお
考えですか。

店頭期間中の夜の青葉通り
は、以前に比べて親しみや
すくなったと思いますか。

夜間におけるこのようなイ
ベントについて、どのよう
にお考えですか。

今回の夢灯り点灯式の開催
に向けて新たな取組みを行
いましたか。

今回の夢灯り点灯式の開催期間中、普段に比べ店の売り
上げ・客足にどのように影響しましたか。

6
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イベントの時間が短かったため

イベントの来街者が
店の客層と異なっていたため

来街者の総数が
少なかったと見られるため

その他

分からない
2%
未回答

7%

いい試みな
ので続けて
欲しい
90%

続けて
欲しくない

1%

いい試み
なので続け
て欲しい

99%

続けて
欲しくない

1%

続けて
ほしくない

15%

継続して
実施すべき

48%改善や条件
整備が必要

37%

行わ
なかった

94%

行った
6%

売り上げは
変化無し

94%

売り上げが
増えた

4%
売り上げが
減った

2%

客足は
増えた

6%

客足は
変わらない

94%

続けてほ
しくない

0%

わからな
い
2%

いい試み
なので続
けて欲し
い
98%

非常に良
い試み

25%

良い試み
62%

良い試み
だと思わ
ない
4%

あまり良
い試みだ
と思わな
い
9%

その他
1%

以前に比べ
て親しみや
すくなった

68%

以前より親
しみにくく
なった

3%

以前と変わ
らない
28%

普段どお
り

98%

増えた
2%

減った
0%

減った
3%

5%

変化なし
92%

行わな
かった

86%

行った
14%

その
他
11%

効果
が無
い
25%

効果
があ
る

64%
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1

0 5 10 15 20 25 30

売り上げの増加

客足の増加

取り組みを通じての商店主の意識向上

取り組みを通じての多様な交流

商店街の存在感のアピール

その他

イベントについて　まとめ
・キッズマートおよび夢灯りにつ
いて「いい試み」と考えている人
が、キッズマートとの商店主が半
数以上おり、イベント実施は支持
されていた。
・イベントに合わせて新しい取り
組みをした商店主は、キッズマー
トで1割弱、夢灯りで1.5割であっ
た。売り上げ・客足についても通
常と変化が無いと回答した人が
ほとんどであった。
・売り上げに変化がない理由とし
て、「イベント来街者の客層が異
なっている」が最も多く挙げられ
た。
・商店主のイベントに対する期待
は、直接的に利益がでる直接的
なものよりも、「商店街のアピー
ル」「商店主の意識向上」などが
多かった。
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4.2  青葉通りの使いやすさについて
夢灯りイルミネーションアンケート

キッズマートアンケート

＜来場者＞ ＜保護者＞ ＜商店街＞

修景作業後の青葉通りについて
＜点灯式来場者＞ ＜点灯式後　来街者＞ ＜商店主＞

＜来場者＞ ＜保護者＞
（スペースが狭いという設問はなし）

＜商店街＞

修
景
後
の
歩
き
や
す
さ
の
変
化

問
題
点
の
有
無
に
つ
い
て

具
体
的
な
問
題
点

修
景
後
の
効
果

・修景作業後、「歩きやすくなった」と感じた人は、来場者は7割、点灯式後来街者は約5割、商店主は5割弱であっ
た。
・修景後、来場者は「散歩」または「通勤などの用心のときに立ち寄りたい」と回答した人が過半数を超えた。
・一方、点灯式後の来街者は「歩きやすくなったが来る機会は変わらない」と回答した人が3割であった。
・商店主は、歩きやすくすることによる効果は「ない」と回答した人が多く、約4割だった。

歩きやすさは変わったと思われますか。青葉通りに人工芝を敷いたことについて
どう思われますか。

歩きやすさは変わったと思われます
か？青葉通りの具体的な問題点

・「スペースが狭い」という意見が、保護者および商店主で最も多かった。
・来場者はベンチや休憩施設が使いにくい、柵が通行の妨げになっていると感じてい
た。

半数以上が「問題がある」と回答。商店街は中でも多く、8割近くであった。

青葉通りの問題点として、お気づきの問題点がありましたら、挙げてください。

具
体
的
な
問
題
点

青葉通りの具体的な問題点
＜点灯式来場者＞

以前に比べて来てみたくなりましたか。 青葉通りに人工芝を敷きましたが、景観
についてどう思われますか。

青葉緑地を歩きやすくすることにより、
商店街へのにぎわいに効果があると思

＜点灯式後 来街者＞

・点灯式来場者では全ての項目に大差は無い傾向にある。
・点灯式後の来街者は、「夜の照明が少なく危険」と回答した人が最も多かった。
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　　　　青葉通り使いやすさ
まとめ
・半分以上の回答者が、「青葉通り
には問題点がある」と考えている。
・具体的な問題点は、「イベント開催
時スペースが狭い」ことや「夜間は
照明が暗い」ことなどが主にあげら
れる。
・柵、ベンチや歩きやすさなどを問
題として考えている人も多く、多岐
にわたっている。
・修景作業後は、歩きやすくなった
と感じる人が、半数以上であった。
・来場者は、修景後にも来たいと感
じる人が、約6割であったが、点灯
式後来街者および商店主は「来る
機会が増える」「効果がある」と考え
る人が約2割にとどまった。
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4.4　大渡只越町1号線　交通量調査
実験区間内速度調査　走行速度ヒストグラム 目的地までの所要時間測定

交通量調査 青葉通り～観音寺入り口
実験前［人］ 実験中［人］ 増減％ 平日 通過時間 順位 1位との差 通過時間 順位 1位との差

歩道有り 234 210 ▲ -10 1 松原交差点経由 7分28秒 1位 - 8分31秒 3位 +41秒
歩道なし 82 80 ▲ -2 2 大渡橋経由 8分03秒 3位 +35秒 7分58秒 2位 +8秒 ▲
歩道有り 112 91 ▲ -19 3 青葉通り・千鳥町経由 7分58秒 2位 +30秒 7分50秒 1位 - ▲
歩道なし 28 47 68 実験前 実験中 1 松原交差点経由 9分10秒 3位 +2分30秒 7分41秒 3位 +1分45秒 ▲
歩道有り 51 25 ▲ -51 上り 32 32 2 大渡橋経由 6分40秒 1位 - 5分56秒 1位 - ▲
歩道なし 65 14 ▲ -78 下り 33 32 3 青葉通り・千鳥町経由 7分53秒 2位 +1分13秒 7分7秒 2位 +1分11秒 ▲
歩道有り 81 32 ▲ -60 1 松原交差点経由 8分56秒 3位 +2分17秒 8分20秒 2位 +1分19秒 ▲
歩道なし 34 35 3 2 大渡橋経由 6分39秒 1位 - 6分59秒 1位 -
大型車 69 61 ▲ -12 3 青葉通り・千鳥町経由 7分40秒 2位 +1分1秒 8分21秒 3位 +1分22秒
普通車 3075 2875 ▲ -7
大型車 23 25 9 上り：市民文化会館方向 1 松原交差点経由 6分10秒 2位 +34秒 5分5秒 1位 - ▲
普通車 1828 2094 15 下り：仁平商店方向 2 大渡橋経由 5分36秒 1位 - 5分15秒 2位 +10秒 ▲

休日 3 青葉通り・千鳥町経由 7分21秒 3位 +1分45秒 6分52秒 3位 +1分47秒 ▲
実験前［人］ 実験中［人］ 増減％ 1 松原交差点経由 7分32秒 2位 +2分14秒 6分14秒 1位 - ▲

歩道有り 300 347 16 2 大渡橋経由 5分18秒 1位 - 7分48秒 2位 +1分34秒
歩道なし 81 98 21 3 青葉通り・千鳥町経由 8分05秒 3位 +2分47秒 9分9秒 3位 +2分55秒
歩道有り 146 198 36 1 松原交差点経由 6分52秒 2位 +13秒 7分21秒 2位 +5秒
歩道なし 44 86 95 実験前 実験中 2 大渡橋経由 6分39秒 1位 - 7分16秒 1位 -
歩道有り 111 50 ▲ -55 上り 32 34 3 青葉通り・千鳥町経由 7分27秒 3位 +48秒 8分36秒 3位 +1分20秒
歩道なし 84 55 ▲ -35 下り 33 34 ▲：通過時間が減少したものを指す
歩道有り 111 70 ▲ -37 ＜目的地までの所要時間測定について＞
歩道なし 67 52 ▲ -22
大型車 113 102 ▲ -10
普通車 3822 3707 ▲ -3
大型車 21 25 19
普通車 2036 2094 3 観音寺入り口～仁平商店前

▲：減少したもの指す 平日
＜交通量調査について＞

実験前 実験中

上り 33 31
下り 37 33

休日

＜実験区間内速度調査について＞ 実験前 実験中

上り 39 31
下り 39 36

平均速度 [km/h]

・青葉通り～観音寺入り口までは、平日はピークがわず
かに速度の速いほうへ移動し、休日はピークの山が分散
した。
・観音寺入り口～仁平商店までの区間は、平日および休
日ともに速度が低下した。
・実験中の休日朝7時～8時に最高速度64kmが測定され
た。

自動車
平日

休日

・歩行者は実験前と実験中で、青葉通りは休日歩道なし
側を除いて減少し、病院前通りでは増加した。
・自転車は、実験中は実験前に比べおおむね減少した。
・自動車については増減が見られるが、増減の幅は±
20％以下であった。平日は、大型車・普通車ともに減少
し、休日は増加した。

平均速度 [km/h]

休日

休
日

7:00

病院前通り

歩行者
平日

12:00

休日
平均速度 [km/h]

17:00

自転車
平日

12:00

休日 17:00

自動車

青葉通り 通過ルート 実験中実験前

平
日

7:00

休日

・通過順位1位が多いのは「大渡橋経由」で、平日および休日の7:00以外は全て1位で
あった。
・到着順位が実験前と実験中で変わったのは、平日7:00、7:00、休日7:00であった。
・平日7:00は「青葉通り・千鳥町経由」が2位から1位となった。
・平日17:00では「青葉通り・千鳥町経由」が2位から3位となった。

歩行者
平日

平均速度 [km/h]

平日

休日

自転車
平日

　　交通量調査について　まとめ
・通行量については、実験中での平日の自動車通行量が実験前と比較し
減少したが、減少幅は最大で-12％であった。
・自動車の通行速度は、青葉通り～観音寺入り口前までは大きな変化は
見られなかったが、観音寺～仁平商店前までの区間においては全体的に
速度が低下した。
・目的地までの所要時間について、実験前と実験中で、平日および休日の
朝7:00と平日の17;00で変化が生じた。平日7:00は「青葉通り・千鳥町経
由」が2位から1位になったが、他の時間帯では3位であった。
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みちの安全社会実験 
 大渡只越町 1号線 交通量調査 
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4.5　大渡只越町1号線　アンケート調査
自動車

体感した効果 歩行者
車の交通量 ＜北側＞ ＜南側＞

車のスピード

自転車 社会実験幅員について
＜北側＞ ＜南側＞

車の騒音

走りにくくなった原因
＜北側＞ ＜南側＞

路上駐車

・「走りにくくなった」人が最も多かったが、「走りやすくなっ
た」「走りにくくなった」「変わらない」各回答率は近い割合で
あった。
・「走りにくくなった」理由として、北側、南側ともに「赤色ポー
ル」が最も多く、次いで路上駐車、電柱の順であった。

・「車のスピード」「路上駐車」については、
減少したと感じた人が多く、それぞれ5割、4割
であった。

・北側、南側とも「歩きやすくなる」と回答した人が約半数だっ
た。

実験区間での自動車の運転はどう
変わりましたか。

より注意をはらったり、ストレス
を感じたりしたこと

市民病院前道路 (市道 大渡只越町1号線)は、どのような道路にな
れば良いと思いますか。

・わずかに「現状のまま」
がいいと回答した人が多い
が、「社会実験の幅員がい
い」と答えた人と大差が出
なかった。

・約8割の人が注意をはらうようになったと回答した。注意をはら
う内容は、「対向車」が最も多く、次いで「自転車」であった。
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　　　　道の安全社会実験　まとめ
・車のスピードが落ちたと考える人が半数近くおり、路上駐車も減少し
たと考える人も3割強であった。
・歩行者にとって、歩道幅員が増えたことにより歩きやすさが向上した
と思われる。
・一方自転車にとっては、「走りにくくなった」という回答が「走りやすく
なった」をわずかに上回った。その原因として赤色ポールを挙げる人
が4割と最も多かった。
・自動車運転者は、実験前よりも注意をはらうようになったと8割の人
が回答した。注意をはらう対象は、1番が「対向車」、2番が「自転車」、
3番が「歩行者」であった。
・道路幅員は、「今までのままがいい」「現在の幅員がいい」という意見
に2分した。今後もひき続き議論する必要があると思われる。

大渡只越町 1号線 アンケート結果の概要 

効果についての実感 


