
千歳市「チーム土竜」
最終発表

【参加学生】
荒谷ゆい・佐々木のぞみ・三河はるか・開発かける
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自己紹介1

佐々木のぞみ荒谷ゆい

開発かける三河はるか

札幌市立大学4年

【趣味】
フォント眺め
イラスト描き
様々な創作物の鑑賞

札幌市立大学4年

【趣味】
旅行

一番思い出に残っている
のは九州の五島列島

大谷大学2年

【趣味】
ゲーム全般
担々麺食べ歩き

北海学園大学2年

【趣味】
よさこいとシャチ



千歳市の基本情報

平成30年度の観光入込客数

約497万7200人

1

うち外国人観光客数…約21万人

日帰り客数
約469万人

宿泊客数
約29万人



千歳市の基本情報1

平均年齢が全国（46.4）より
約3歳も若い（42.9)、

平均年齢が低いまち



千歳市の基本情報1

平均年齢が全国（46.4）より
約3歳も若い（42.9)、

平均年齢が低いまち

観光客も多く
平均年齢も高い

…なのに！！！



千歳市の課題

観光客・市内の学生が

街中に出てこない

1



ｇ

千歳市の課題1

【観光客の動き】

札幌市新千歳空港

JR・高速バスJR・高速バス

千歳市

どうしても千歳市が目的地までの
「通過点」になってしまいがち…



ｇ

千歳市の課題1

【若者の動き】

札幌市の中心部
千歳市の大型
商業施設など…

JR・高速バスJR・高速バス

千歳市
商店街など

どうしても若者向けの場所が多い
都市部に人が集まりがち…



ｇ

千歳市の課題1

【市内の建物】

JR・高速バスJR・高速バス

ホテルやタウンプラザなど機能が
集まっている建物ですべてが済む
ため、街中に行く必要性がないと
判断されてしまう…



商店街のまちあるき（千歳市視察）
2

街中の商店街に注目した、

まちあるきによる
魅力と課題発見



商店街のまちあるき（千歳市視察）
2

商店街中心にまちあるきしながら、

感じたことをふせんの色ごとに分けて
書いてみました

わくわく

どきどき

楽しかった事

なるほど！

気付いた事

旗づくりに

活かせそうな事

しんみり、、

がっかり、、

ちょっと残念

だったこと



商店街のまちあるき（千歳市視察）

この辺りはかなり

わくわくしてる

ちょっと寂しめな

ゾーン

発見とわくわくが

ごちゃ混ぜになってる

2
まちあるきの結果を
マップにまとめると…



商店街のまちあるき（千歳市視察）

今回はここの

商店街に注目！
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商店街のまちあるき（千歳市視察）
2

ニューサンロード商店街
数十年の歴史を誇り、「五感を満足させる街」
として地域の人に愛される商店街。



商店街のまちあるきー所感
2

どこか懐かしく、
歴史を感じる
街並みと建物



商店街のまちあるきー所感

〇ニューサンロード商店街の、精力的かつ
長い歴史のあるさまざまな取組
〇実は空き店舗がほとんどない
〇お店の魅力的なスタッフさんたち

2



商店街のまちあるきー所感

主に外国人向けのホステル Air Hostel LCC 若者の活動応援スペース イロイロリビング

2

外国人や若者に向けた施設もあり、
地域の学生が商店街のシャッターの
イラストを描くなど、かなり活動的



商店街のまちあるきー課題発見

「商店街」としてまとまりのある景観ではなく、
どこからが商店街なのかわかりづらい

(昭和の時代にはアーケードがあったが、安全上の問題などから撤去されている）

2

私たちの想像する「商店街」 「ニューサンロード商店街」



商店街のまちあるきー課題発見

〇営業時間帯のバラつきによって、昼間の人通りが
少なく見えてしまう
〇どんな店なのか、開いているのかわかりづらい

2



商店街のまちあるきー考察

古き良き街並みを生かしつつも、

「商店街」としてまとまりがある
景観をデザインすることで、
・商店街を知ってもらう
・楽しんでもらう
・魅力を伝える
きっかけに発展して
多くの人が訪れるようになるのでは？

2



商店街のまちあるきー考察

景観をさらに生かす方法として、

千歳市民が商店街の魅力を認識し、
自らでそれを伝えられるようになれば、
市民の街への愛着向上と観光客の増加に

発展するのではないか！

2



作戦3

商店街を中心に人通りを増やせ！

「陽を望むモグラ作戦」



「陽を望むモグラ作戦」3

千歳市以外の人に

よる商店街の魅力

や現状の把握と、

課題の発見

千歳市民による

商店街の魅力の

発見、再認識

千歳市民による

商店街の魅力の

発信・魅力の創

作（環境作り）

観光客や市内の

人々などに、

商店街まで足を

運んでもらう

1 2 3 4

作戦の目標は4段階あり、
長期間での達成を目指すものである

今回のメイン



商店街活性化ワークショップ

千歳市民による

商店街の魅力の

発見、再認識

2

4



商店街活性化ワークショップ4



商店街活性化ワークショップ4
開催予定日：2月23日
対象：千歳市内の中高生
場所：イロイロリビング

内容：ニューサンロード商店街の

まちあるき、特定のお店で
ヒアリング・観察を行い、
商店街の魅力を探る。
その後、ヒアリングした
お店の特徴や魅力を伝える
「旗」をデザインする。

目的：中高生のうちから、自分の
住む街の商店街の魅力を
知り、周知したりさらに
魅力をつくったりする能力
を身に着けてもらうための
第一歩目とする



商店街活性化ワークショップ4

私たちの想像する「商店街」

ワークショップのテーマ

「ニューサンロード商店街」

商店街「らしさ」の要素

■統一感（まとまり）と”入り口”

商店街のお店の 「旗」を作る！

商店街『らしさ』をつくろう！



商店街活性化ワークショップ4

イロ カタチ ロゴ

旗づくりの着眼点・ポイント



商店街活性化ワークショップ4

探検シートと質問カードを活用！
商店街の探検シートと質問用紙を使って、お店の人にヒアリングし
たり、「おっ」と思ったポイントをメモしてもらうことで、
ニューサンロード商店街の魅力を後から見返したり再認識したりと
いったことに役立たせる

わくわく

どきどき

楽しかった事

なるほど！

気付いた事

旗づくりに

活かせそうな事

しんみり、、

がっかり、、

ちょっと残念

だったこと



商店街活性化ワークショップ4

たくさんの協力のもと
15名の中高生が参加
してくださり、いざ

開催へ…



商店街活性化ワークショップ4

たくさんの協力のもと
15名の中高生が参加
してくださり、いざ

開催へ…

と思ったのですが
コロナウイルスの影響で
中止！！！！！！！！！！



商店街活性化ワークショップ4

千歳チームのみんなでデモンストレーション
9月のまちあるき結果を参考にしつつ、実際にイロイロリビングで
ワークショップを行ってきました！



結果5
様々な視点からの「旗」が生まれました

①お店の「印象」を取り上げたもの

三番館（喫茶店）の旗
〇お店の入り口に向かう階段
と、扉のマークに三番館
らしさを感じて旗にした

〇階段の色をそのまま旗に
使い、これを見て入店する
人がわくわくするしかけに



結果5
様々な視点からの「旗」が生まれました

②旗のテンプレートを考えて作成したもの

お店の頭文字や販売しているも
のを枠組みの中に納めることで
統一感を出している。
実際に商店街に飾られたときを
イメージして作成。
色はお店の雰囲気から浮かんだ
ものがチョイスされていること
が多い。



結果5
様々な視点からの「旗」が生まれました

③お店の意外性（ギャップ）に注目したもの

〇駄菓子屋なのにカラオケ大会
がある
〇音楽用品メインのお店なのに
雑貨や骨董品が置いてある

店本来のメイン商品とギャップ
のあるものを並べ、見た人の

興味を惹かせる。



結果5

旗を構成する要素は同じでも、着眼点の違いに
よって印象がまったく異なることがわかった。
まちあるきやヒアリングが効果を出していると
思われる。

今回参加者の心情や行動にもたらされるもの

→商店街に対する興味関心
→商店街の魅力発見
→実際に飾られたら…という想像から
くるリアリティに基づいた旗づくり



結果5

良かった点
〇コンセプトシートがあったことで、自分の
考えがまとまり、旗づくりの助けになった
〇グループで話しながら作成することで、
お互いにインスピレーションがはたらいた
〇20歳以上の参加者でも十分に楽しめた内容
であったこと

など



結果5

反省点
〇想像よりも旗づくりに時間がかかったこと
〇ペンと色鉛筆だけではイメージしていた色を
作り出せず、意図するものが的確に伝わら
なかったこと
〇ワークショップの「旗づくり」の行程のみの
デモンストレーションだったため、まちあるき
や評価の行程の反省ができなかった

など



結果5
今後…

よりワークショップの内容を精査し、

参加者が自分の発想をしっかりと再現
できるような環境づくりを行う必要がある

例：旗づくりに絵具を用いる
デジタルペイントを採用する
案をデザイナーにリデザインしてもらう
タイムスケジュールを見直し、旗づくりの
時間をもっと増やして落ち着いた環境で
制作してもらう など



展望ー次年度やりたいこと6

今回実現できなかった
学生向けワークショップを

確実に開催したい！

千歳市以外の人に

よる商店街の魅力

や現状の把握と、

課題の発見

千歳市民による

商店街の魅力の

発見、再認識

千歳市民による

商店街の魅力の

発信・魅力の創

作（環境作り）

観光客や市内の

人々などに、

商店街まで足を

運んでもらう

1 2 3 4

目指すはここの達成！



展望ー魅力を発信するまでの過程6

「てくてくニューサンロード商店街」で作成した

旗を実際に設置し、商店街の街並みを
生かしつつ「らしさ」を生み出していく！

1



展望ー魅力を発信するまでの過程6

「てくてくニューサンロード商店街」で作成した

旗を実際に設置し、商店街の街並みを
生かしつつ「らしさ」を生み出していく！

1

全てのお店の旗が
並ぶことが理想！



展望ー魅力を発信するまでの過程6

「てくてくニューサンロード商店街 ２てくてく目」で、

学生や地域の方に焦点を当てた

「まちガイド」
育成ワークショップを開催！

学生目線から観光客に千歳の魅力を
発信する手法を考え、毎年度ごとに
継続＆ブラッシュアップを目指す！

2



6 展望ー最終目標

商店街の魅力発見や創作 商店街の紹介やガイド

千歳市の中高生の
部活動やボランティア活動の一環

として取り組まれるようになってほしい！



展望ー最終目標6

千歳市民が活発な行動をする様子が

観光客の目にも止まりやすくなり、
興味を持ってホテルなどから
街中に来てくれるようになる！！



千歳市「チーム土竜」
最終発表

ご清聴ありがとうございました！！


