




背景  

地区防災計画の普及に向けて コミュニティデザイン学科　佐藤妙衣
建築都市デザイン学科　　　新舎陸　　馮宇軒
社会基盤デザイン学科　　　遠藤大輔　番場恵梨子
地域パートナー　　　栃木県県民生活部消防防災課

目的  

方法  1stcycle 2ndcycle 3rdcycle

分析結果  アンケート結果：地区防災計画への満足度

ヒアリング結果：地区防災計画を策定する際に工夫したこと
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● 5種13分別を順守しているか

自治会加入者（陽東地区住民） 自治会未加入者（大学生）
1.2%

● ゴミ出しで困っていることはあるか

17.8%

6.7%

62.2%

自治会加入者（陽東地区住民） 自治会未加入者（大学生）

● 分別がしっかりとできている人の割合
　　 自治会加入者：85.8％　　自治会未加入者：37.5％

● ごみ出しで困っていることがない人の割合
　　 自治会加入者：22.3％　　自治会未加入者：62.2％

　未加入者は、ごみ出しに対する関心や知識が少ないため、分別が
あまりできていなくてもごみに関して困ることがないのではないか

85.8%

7.4%

5.6%

37.5%

27.1%

35.4%

2%

42.2%

21.7%

10.2%

22.3%

3.6%

13.3%

〈アンケート結果から見られた自治会加入者と未加入者の意識の違い〉

● ルールを順守し、きちんと分別している
● 資源ごみで出しているのはペットボトルとビン缶のみである
● 焼却ごみと不燃ごみの2分別しかしていない
● 危険ごみは分別せず、不燃ごみと混ぜて出している

● ごみステーションがカラスや猫に荒らされる
● 一部の集合住宅の入居者などにルールを守らない人がいる
● ごみステーションの清掃当番や管理者がきちんと掃除を実施していないことがある
● ごみステーションが遠いため、指定日ごとにごみ出しするのが大変
● 特になし

自治会加入者⇒　　分別が完璧な人が多いが困りごとも多い

自治会未加入者⇒　分別が完璧な人は少ないが困りごとも少ない

自治会未加入者に対しては、ごみに対して関心を持たせる工夫や知

識を得る機会を作ることが必要

加入者は、ごみ出しに関する関心や知識はすでにあるため、全員が

分別を完璧にするための工夫や困りごとの解決策考えていくべき

陽東地域コミュニティ活性化プロジェクト
地域名　宇都宮市
パートナー名　陽東地区まちづくり協議会様

６班　コミュニティデザイン学科　  荻野響美　今野友裕
　　　 建築都市デザイン学科　　　須田麻友
　　 　社会基盤デザイン学科　　　奥山賢人　細川雄太郎

背景

宇都宮市では平成２２年から開始された「５種１３分別」による３Rの
推進がされている。プラスチック製容器包装のリサイクルの導入によ
って初年度は、実焼却ごみ量がおよそ１２０００t減少したものの、その
後は減少することなく、現状維持が続いている。
　宇都宮市では、分別方法を検索したり、収集日をお知らせするごみ
分別アプリ「さんあ～る」を配信したり、8言語のごみ分別表を作成し
たりと様々な取り組みが行われている。しかし今回私たちが活動対象
とした陽東地区は、ごみ出しに関するマナーが住民全体に伝わってい
ないという課題を抱えており、それらの取り組みが人々に伝わってい
ないのが現状である。

↑「さんあ～る」アプリ画面

↑宇都宮市の焼却ごみの推移と目標値

分析結果

目的
私たちは、陽東地区の住民と、行政からの情報が伝わりにくい自

治会未加入者の代表として大学生を対象に調査を行い、自治会
加入者と未加入者のごみ問題に対する意識の差を明らかにする。
そして、自治会加入者及び未加入者のそれぞれに対して課題解
決のための提案をすることを目的とする。

方法

調査手法

アンケート （Googleフォーム・紙媒体）

調査対象

　大学生 （回答数48件） ・ 陽東地区住民 （回答数139件）
  大学生⇒地域デザイン科学部でアンケートを実施
  住民⇒自治会加入者には地域パートナーの方の協力のもと紙　
　媒体のアンケート用紙を配布。未加入者には、未加入者が居住
　するアパートに班員各自でポスティングを行った。

質問内容

　自分や周囲のごみ捨てマナーについてや自分が使用している
　ごみステーションの状況、ゴミ出しで困っていることなどを問う設
　問とした。

提案
〈自治会加入者に対して〉

地区ごとに色の異なる袋を配布 … 住民以外のごみ捨て防止

誰が出したか分かるようにするための工夫

〈自治会未加入者に対して〉

ポスターによる訴えかけ

リサイクルの意義を訴えかけ、分別に
対するインセンティブを図るポスター
を提案する。指示、命令に類する言葉
を使用せず、抵抗感を減らす設計とし
た。

例えば、マスキングテープをごみ袋に貼って、どれが誰のごみ
かをわかるようにしたり、ゲージがあるところはチェックシー
トを貼っておき、出したことを分かるようにしたりする。どれ
が誰のごみかを特定できるようにすることで、しっかりと分別
をしてから出すようになると考える。

自治会加入者に対するアンケートで、ごみ出しで困っているこ
との自由記述欄で「住民以外の人が勝手にごみを捨てていく」
という回答が多く見られた。地区ごとに袋の色を揃えることで
他地区の住民が捨てにくい環境とすることを目指す

図1　ポスターの例

ピクトグラム

オリンピックでも使われたピクトグラ
ムを、ごみの分別に応用する。日本語
の読めない外国人でも今日は何のゴミ
を出していい日なのかを理解しやすく
することを目的としている。さらに、
一目で何のごみの回収日か分かること
により、ごみ出し曜日の間違いを防止
できる。上のピクトグラムは燃えるご
み、下のピクトグラムは資源ごみを表
している。それぞれのごみを出す曜日
にこのピクトグラムをゴミステーショ
ンに掲示し利用する。

図2　燃えるごみのピクトグラム

図3　資源ごみのピクトグラム





https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/02/0207
07/03.pdf

https://100spoons.com/event/kidspark181121/

•
• • • !!



•
•
•
•

•
•
• BBQ
•

3
7

2

24

14 16
20

6
3

9

3

91

2

0

2

0
1

0

2

1

1

1

1

0

5

10

15

20

25

30



⇩

⇩

→





Facebook

QR7 WS



背背景 目的

方法

小山市のインバウンドに関しては以下の課題がある。
①小山市の知名度が低い
②インバウンド活動のための観光資源（スポット・土地・資源）が
乏しい
しかし、、、！！！
表１から、小山市に宿泊する外国人のうち台湾人は２位
表２から、台湾からの教育旅行生を多く受け入れている
ということが分かっている。
そこで台湾人を対象としたインバウンドを考えることにした。

小山市に訪れる台湾人を増やすことを目的とする。
～目的達成のために～
①アンケートやインタビューの調査結果から台湾人の興味・関心を把
握する。
②そのニーズに合う小山市の観光資源を探す。
③魅力を最大限に伝える、有効なPR方法を考える。

分析結果 提案
アンケート、インタビュー調査から多くの台湾人が観光するにあた
って紙媒体ではなくインターネット上で情報収集することが判明した。
アンケート調査から、既存のPR動画に対して「店名、地名、場所
などが分かると更に良い」や、「日本語の動画を見ることで日本語の
勉強になる」という意見が得られた。この結果から、
①場所がわかる
②言語対応を日本語にする
③場所ごとの短い動画
の要素を含んだ動画が良いと考察した。
また、インタビューの結果からは、台湾人の嗜好が分かった。具体
的には、「着物を着て季節を感じられるイベントが人気」であること、
「日本のラーメン、パンケーキなどが魅力的に感じられる」こと、
「君の名は。が大ヒットした」ことがわかった。この結果から、
④着物×紅葉
⑤グルメ紹介
⑥間々田紐のPRが有効的
の素材を取り入れるべきと考察した。
これらをまとめると以下の図になる。

これらの分析結果から、小山市の魅力を最大限に伝える有効なPR
方法として、若者向けの動画が適切であると考えた。動画に取り入れ
る要素は分析結果であげた６つのうち、以下の４つである。
①場所がわかる③場所ごとの短い動画④着物×紅葉⑤グルメ紹介
動画は５本作成し、大きく２種類に分類できる。１種類目は着物を
着て紅葉スポット（須賀神社、城山公園、思季彩館）を巡る動画、２
種類目は小山市のグルメを紹介する動画である。動画は個々のスポッ
トごとになっており、１本15秒ほどで作成したため、ピンポイント
で気になった動画をYouTubeで気軽に視聴できる。また、動画の最
後には住所を載せることで場所をわかりやすくした。
また、②言語対応を日本語にするについては、動画の説明をやさ
しい日本語で概要欄に掲載し、教育旅行生や日本語を勉強したい台湾
人が勉強も兼ねて見られるようにした。

動画の活用法として、既存のマップにQRコードを掲載することを
提案する。その理由として、「①場所がわかる＋③短い動画」が実
現でき、最適であると考えたからである。
マップに動画のQRコードを掲載することのメリットとしては、そ
の場所の具体的なイメージが掴めることと、アイディアの斬新さによ
って視聴者の好奇心を刺激し視聴回数を上げることなどが挙げられる。
QRコード付きマップのイメージ図は図３の通りである。

13班 コミュニティデザイン学科 松田恵実 吉澤優希
建築都市デザイン学科 倉持魁大
社会基盤デザイン学科 白須玲音 和栗辰樹パートナー：小山市市民生活部国際政策課

⑥間々田紐の
PRについては、
今回は範囲を
JR小山駅周辺
に絞ったため取
り上げられなか
ったが、今後の
展望としてJR
間々田駅周辺を
はじめ、小山市
全体の紹介をし
ていきたい。

表１:令和元年度小山市外国人
宿泊者数

図2:作成した動画のワンシーン

図３：QRコード付き観光マップ（引用：小山市観光協会おやま駅西口MAP）図１：分析結果まとめ

ら、ら

・アンケート調査
〈対象者〉20代以上の台湾人12名（日本国内・国外在住を問わない）
〈形式〉小山市在住の台湾人及び台湾に知人の多い日本人のフェイスブッ

クにアンケートを掲載
〈内容〉既存の小山市PR動画を見てもらい動画内容と小山市に関して質問
・インターネット上でデータ収集
〈内容〉台湾人観光客の興味関心、動画での効果的なPR方法などについて
・インタビュー調査
〈対象者〉日本に在住経験のある20代台湾人女性と男性 各1名
〈形式〉ZOOM （所要時間：各1時間）
〈内容〉観光への意識や文化を把握するための質問
・現地調査

1位 中国 929人 10.8％
2位 台湾 683人 8.0％
3位 韓国 323人 3.8％
4位 米国 217人 2.5％

その他 6415人
計 8567人

2018年 全体：165人 台湾：136人
例）樹徳家商高等学校

福山國小学校
溪洲國小学校

2019年 全体：92人 台湾：91人
例）金門県中学合同教育旅行

台湾高雄技能優秀生国際研修

表２:受け入れた教育旅行実績

「着物を着て夏祭りなど、
台湾にない自然体験がしたい」 ④着物×紅葉

⑤グルメ紹介

⑥間々田紐のPR

日本語の動画で勉強したい！ ②言語対応を
やさしい日本語に

課

店名・地名・場所
が知りたい！

①場所がわかる
（１動画につき１スポット）

気楽に動画を見てほしい ③場所ごとの短い動画

日本のラーメン、パンケーキ
好き！

君の名は。が台湾で大ヒット！

新型コロナウイルス感染拡大収束後の
インバウンド関連調査・堤言

出典：令和元年栃木県外国人宿泊数調査 出典：小山市HP
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背景 目的

方法

インターネットの普及によって情報に質と鮮度が求められるよう
になり、その速さに置いて行かれている高齢者が問題となっている。
高齢者にどのようにしてオンライン社会へ適応してもらうかが今回
の課題である。スマートフォンは最も身近にあるインターネット機
器であり、SNSやホームページも容易に閲覧できる。市でもSNS等
を用いて情報発信をしているが、あまり活用されていないのが現状
である。そこで今回の活動ではスマートフォン講座を開催したり、
広報紙を用いたりして存在の周知及び誘導を目指した。

急速なオンライン化によって高齢
者に重要な情報がうまく届いていな
いのではないかと予想した。そこで、
高齢者のスマートフォンに対する考
え方や意識、情報の入手手段につい
て調査を行うことによって、高齢者
に重要な情報を早く正確に伝える媒
体とその方法について考える。

分析結果 提案

さくら市
総合政策部総合政策課 金田侑子氏 田中恵子氏

【スマートフォン講座】
実施日 6月15日
対象者 60代から80代の男女20人
初心者コース
・Wi-Fiのつなぎ方
・ホームページの見方
・QRコードの読み取り方
・LINEの使い方
・さくら市を友達追加

【HP作成】
高齢者向けスマホ講座で使用した資
料を修正し、講座に参加できなかっ
た方や復習したい方向けに作成した
資料をさくら市HPに公開した。

【広報紙作成】
作成日程 9月下旬～11月中旬
発行日 12月1日

実践コース
・マチイロアプリの使い方
・音声アシスタントの使い方
・LINEの実践

スマホ講座開催 広報紙発行
締切10/5

効果検証

資料内容
・基本知識
・さくら市HP
・LINE
・マチイロ
（情報アプリ）

・音声アシスタント機能

現地での広報紙認知度アンケートにて「スマートフォンを使いた
いと思わない」と回答した方に、なぜ使おうと思わないのかを尋ね
る質問をした。結果は自由記述回答20件のうち、11件がスマート
フォンの必要性を感じていない・電話機能だけで間に合っていると
いう内容であった。

12月初旬のさくら市HPへ
のアクセス数を見ると、
100件ほど増えている。
12月1日発行の広報紙へ
の記事の掲載内容に反応
した人が少なからず存在
することが分かる。

アンケート結果から、情報取得手段として利用率の高い広報紙
を活用して、スマートフォンやSNSの利便性を紹介することが効
果的だと分析した。表からも広報紙や回覧に定期的な案内を掲載
するとアクセス数が増加すると考えられる。

表１ さくら市HPアクセス数推移

①広報紙の活用
スマートフォンに関する知識や機
能について、定期的に広報紙へ掲
載する。広報紙から情報を得る読
者に、スマートフォンを身近に感
じてもらいたい。

図1 下野新聞掲載記事

図2 さくら市HP QR
コード

図3 広報紙12月号

図4 アンケート調査の
様子

図5 掲載記事

【スマホ講座アンケート】
日にち 6月15日
対象者 講座の参加者
内容 ・講座の感想

・スマホの活用意欲
・情報化社会への認識
・情報取得手段
・求めるイベントや企画
などについての計8個の質問

【現地での広報紙認知度アンケート】
実施日 12月21日
実施場所 さくら市市民活動支援センター・さくらスクエア

氏家図書館前・氏家公民館前・喜連川公民館・道の駅きつれがわ
内容 市の情報発信についての認知度及び高齢者の情報収集手段についての

アンケート
・広報さくら・さくら市HPについて
・スマートフォンの使用について (87件の回答)

※アンケートの際、ティッシュにさくら市のHPのQRコードの読み取り方
を載せた紙を入れ配った。

19班 コミュニティデザイン学科 木町元彌
建築都市デザイン学科 柏倉遥 關菜摘
社会基盤デザイン学科 小泉大輝 土田晃久

重要な情
報を早急
に周知

オンライン
化を推進

高齢者は
取り残さ
れている

高齢者はどう
いったことに苦
手意識を持っ
ているのか？

②スマートフォン講座
高齢者向けのスマートフォン講座を定期的に開催する。ス
マートフォンに関する悩みを解消することで、より情報の
入手手段として活用してもらうことを期待する。

③体験コーナー
公民館や図書館にタブレットやスマートフォンに触ること
ができる体験コーナーを設置する。このスペースには駐在
の職員がおり、気軽に悩みを相談できる環境になる。
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地域食堂を楽しもう

さくら市にある社会福祉法人愛美会が運営す
るつきみの杜では「つきみ食堂」という地域
食堂を開催していた。しかし新型コロナウイ
ルスの影響で食堂は休止。施設でクラスター
が発生したこともあり、その不安感から食堂
の再開に踏み切れない状態である。
そこで、食堂再開に向けた取り組みを行って
いくこととした。つきみの杜には「地域交
流スペース」が広くとられており、この場
所を有効に活用していく。

調査から考察した地域食堂の役割

①食堂を再開させる
・他の食堂ではどのような活動をしている？
・どんなステップを踏んで再開に向かう？

②つきみ食堂に求められる姿の提案
・地域食堂の機能とは？
・様々な人に足を運んでもらうには？

施設の案内図

■半構造化インタビュー調査
・パートナーが考える再開への方針把握
・宇都宮市内の地域食堂の実態を知る

■イベントの開催
・会食に頼らない交流イベントの計画
・会食も実施できるように段階を踏んだ開催

エリア：栃木県さくら市
パートナー：社会福祉法人 愛美会

①定期開催
過去のつきみ食堂参加者推移によると
参加者は回を追うごとに増える傾向

今回の調査で行ったようなイベントも
含め、食堂を継続して開催することで
利用者数は増加していくと考える。

誰かと一緒に食事ができる場所 様々な体験を提供してくれる場所

社会と関わることができる場所 困っていなくても行っていい
みんなの居場所

地域食堂

背景

目的

方法

食堂が食事を提供するだけの場に
↓

コロナ禍で会食が困難になる
↓

食の他にも食堂の役割を見出さないと
活動が一切できない
再開の道が見えない

↓
「誰でも気軽に立ち寄れる」
もともとのコンセプトの薄れ

課題

1

2

3

4

分析結果
■宇都宮市内の地域食堂での現地調査

イベントの様子は
こちらからご覧ください！

5

提案6
②コロナ禍での対応策

①2021.7.27「夏のステイホーム㏌つきみ」
参加者：13名（班員含め）とつきみの杜職員
内容：オリジナルベンチの作成・夏休みの宿題を用いた学習支援
（全4回を予定していたが、残り3回はコロナウイルス感染拡大により中止）
備考：感染拡大の影響でポスター配布を近くの児童センターのみに限定

・過去つきみ食堂を利用したことのない
ユーザーの獲得
・民生委員や市議会議員も参加し、
施設の枠を越えた協力体制
・幅広い年代の参加

・思いの外、参加者数が伸びなかった
・運営側が参加者に教える場面が多い
（両者がより関われるような運営体制）

◯利用者の目的は
食事だけではない

◯継続する
（居場所を奪わない）
◯地域との連携

1回目
20名

2回目
22名

3回目
32名

4回目
46名 …

しかし

「入居者家族も立ち入れないのに
地域の人は出入りしてよいのか」

という声も…

①昭和子ども食堂

②宮っ子元気食堂

成果 課題

②2021.12.18「つきみの杜でクリスマス」
参加者：約30名（班員含め）とつきみの杜職員
内容：松ぼっくりを用いたクリスマスツリー作りのワークショップ・お菓子の配布
備考：下野新聞による取材が行われた

③2022.1.14「つきみ食堂再開」
近隣の小学校でコロナ陽性者が出たため中止
備考：学生とパートナーとの会議に変更（2022.2.5からの「雛めぐり」について）

■イベントの実施状況

コロナ禍ではあったがお弁当配布などを続けていた。
やめると食べられない人が出てくるし、居場所がなくなる。

普段の生活のストレスが理由で来る大人もいる。
やってあげてるじゃ続かない。地域に密着することが大切。

緊急事態宣言中も休止することなく運営。
サンタさんが一度も来たことがない子供や

夏休みどこにも連れて行ってもらえない子もいる。
地域食堂には食事の提供以外にも役割がある。

食堂を楽しみに仕事を頑張っているという
ああああ お母さんたちもいたし、

あの人元気かなと気になる人もいるつきみ
の杜

他の地域食堂のように対面で
実施し続けるのは困難

コロナと付き合いながら
交流もしたい…

販売機と仕切りを置き、
駄菓子や弁当を販売する
販売機越しに接触を控えつつ
コミュニケーションできる

つきみの杜キャラクターの
まもるちゃん１号（仮）として
2月の雛めぐりから実施予定

手動販売機
の設置



新たな着眼点

提案 1「フットゴルフ検定」

フットゴルフクイズ

問題 1

問題2

問題3

問題4

問題5

問題6

問題7

問題8

問題1 問題2 問題3 問題4

問題5 問題6 問題7 問題8

日本フットゴルフのワールドカップが開催されたことがある。

フットゴルフのルールが作られたのは、オランダである。

さくら市にはフットゴルフを盛り上げるアイドルがいる。

フットゴルフのカップの大きさはサッカーボールが四つ入る大きさである。

フットゴルフをプレーする時は、サッカースパイクを使ってはいけない

フットゴルフのプロの選手は、日本に 200 人くらいいる。

セブンハンドレットクラブには、キャプテン翼の作者がつくったフッ
トゴルフコースがある。

ボールを蹴る前であれば、少しだけボールを動かして良い。

◯ を下の欄に記入しよう！

全問正解目指して頑張ろう！
答えはブースに出すともらえるよ！

エキスパート





24班
コミュニティデザイン学科
建築都市デザイン学科
社会基盤デザイン学科

武田 剛士
奥田 千聖　滝沢 菜智
浅田 裕亮　五月女 隼輔

地域名　　　　　   下野市
地域パートナー名　下野市 総合政策部 総合政策課

石橋まちなかリノベーションⅢ

1． 山口精肉店
10：00 ～ 20：00（休み：水・木）　　3 台
0285－53－0149　　meatshop_yamaguchi
冬：15 時頃　夏：17 時頃
マスク、アルコール消毒＋夏場はガラス窓を全部開放

・コスパ・ボリューム・鮮度、全て良し！全世代に大人気！
・市内の学校給食にも提供！安心のお肉です。
2． たかはし肉店
　9：00 ～ 19：30（休み：日・祝）　　　5 台
　0285－53－0168　　@TakahashiNiku10
　17 時から 18 時ピーク
　パーテーション、店内 4 人制限
・時短料理にオススメのメニューがもりだくさん！
・SNS、YouTube にも進出！県外からも人気です。
3． ミヤザワストアー
　9：00 ～ 20：00（休み：日）　　10 台
　0285－53－0116
　夏：17 時半～ 18 時　冬：16 時半～ 17 時

アルコール常備、スタッフのマスク着用、出入り口は開放
・チェーン店には負けん！高品質・低価格が魅力的です。
・高ランクの野菜・果物・魚が毎日勢揃い！

4． コーヒーハウス PARCEL
　10：30 ～ 21：00（休み：土）　　7 台
　0285－53－3606　　コーヒーハウスパーセル @Hu6aQu
　冬：15 時頃　夏：17 時頃
　パーテーション、消毒あり
・がっつりメニューからドリンクまで、お持ち帰りも OK ！
・壁一面のコミックスがあります。
5． 芽瑠詩
　11：30 ～ 18：00（休み：月）　　8 台
　0285－53－3048　　merushi04210421　　
　冬：15 時頃　夏：17 時頃

アルコール消毒
・頼んでみなくちゃ分からない !? 唯一のメニュー：日替わりランチ
・まるで、異世界。温かくノスタルジックなお店です。
・お土産にも○、手作りアクセサリーも販売中、、、。

6． 大松山運動公園
　［石橋図書館］9：00 ～ 19：00（休み：金）　　第 1 ～ 3　計 467 台
　0285－52－1124
・カンピくんが滑り台に !? 大人気の巨大遊具
・親子のイベント盛りだくさん！学びの宿・石橋図書館
・芝生・アリーナで Let’ s スポーツ！（要許可）
7． 中央公園
・滑り台、ブランコ、ジャングルジムなど、遊具がたくさん！
8． 石橋にぎわい広場
・ちょっとした休憩からイベントまで、マルチに活躍する広場
・通り抜け・遊び・休憩 OK ！
・芝生・あずまや・トイレ有
9．    公園、三角公園、栄町 3 開発公園
・遊具＋ベンチのポケットパークです。日常のオアシスに！
10． コミュニティセンター
・集会やイベントにうってつけの 2 施設！

・ハムカツ、コロコロ漬け、コロッケが
お子様におすすめ！

・豚一頭買いでいろんな部位を提供！

・スタミナ漬け、焼き豚フレークがお子様におすすめ！
・揚げたてタイム・半額タイムで美味しくお得に！

・様々なお客様と仲良くなりやすい、
  「つながり」の場

・お子様世代も来店

・手作りで素材にこだわった惣菜
・忙しい方々に、デリバリーも OK ！

〈参考文献〉
http://www.mlit.go.jp/pri/kouenkai/syou-
sai/pdf/kenkyuuhapy-
ou11.03.15/siryou2.pdf

「子育てに適した居住環境に関する研究」
(国土交通制作研究所酒井達彦)

閲覧日　2022/1/14

田 剛士

1．背景

2．目的

3．これまでの流れ

5．結果Ⅰ 6．調査Ⅱ（インタビュー調査） 7．結果Ⅱ

9．提案

・株式会社東洋経済新報社による全国の市区を対象とし
た「住みよさランキング」で下野市は県内・北関東で1位、
関東で９位と評価されている
・町には個人経営の店、スーパーも多く、大きな公園、遊歩
道もあり生活に適している
　しかし見学後、、
→石橋駅周辺は若者が少なく、活気が感じられない。

　若者を巻き込んだ地域内経済の活性化を目指す。
（特に２０～３０代、子育て世代）

　特に子育て世代にターゲットを絞り、子育て世代が石橋
地区にてより生活しやすい環境づくりを行う
→・子育て世代が生活する上で必要になる情報（親子で　
　参加できるイベント、子どもと入りやすい店舗）をさらに
　石橋地区外の人々に宣伝する
　・子育て世代を石橋地区内に取り込む

【1st】若者が主催するウォークラリーの開催
　昔の魅力を若者主体で企画・運営し、多世代が参加す
ることで、地域の魅力を多世代に感じてもらうため
→《問題点》
　・対象者の幅が広がりすぎると企画の実行に無理が　

生じる
　・明確な効果も出にくい

【2nd】子育て世代にやさしいまちづくりマップ作り
　石橋地区内の子育て世代を対象に、石橋地区の子育て
世代にやさしい場所を調査・整理した石橋地区の子育て
世代向けのマップ作り　　
→《改善点》
　対象者を子育て世代のみに限定することで、より実用
　的な情報になる
→《調査》
　大松山公園で遊ぶ未就学児の保護者に聞き込み調査

【3rd】マップ作りに向けた情報の整理
→《調査》
　子育て世代が利用できる個人経営の店舗・地元のスー
パー（チェーン店の飲食店・スーパー除く）に現地調査
→成果物の作成（マップ作り）

〈結果〉
・多くの人が石橋地区外から来ている
・大手のスーパーマーケットや大型商業施設を利用する
傾向がある
・一方で、地元の店舗は認知度が低い

〈今後の方向性〉
・石橋地区外の店舗の共通点をピックアップし、地区内      
の店舗にて代用する
・石橋地区内の子育てにやさしい施設を現在利用するこ
とができるか、どのように利用されているのかを調査・発
見し、それらをマップに落とし込む
・石橋地区内に住んでいる人々を対象としたマップ作り
を進め、石橋地区を子育てにやさしい地区としてアピー
ルし、さらに地区外からの利用促進につなげる

〈目的〉
・石橋地区の店舗・公園等の実態を調査する
・子育てに役立つポイントがあるか探す

〈日時〉
2021年12月21日（火）　14:00～19:00

〈場所〉
石橋地区の店舗

〈インタビュー内容〉
・家族連れで訪れる時間帯や時期
・一番売れている商品、おすすめの商品、子どもの好きな
商品
・アクセスのしやすさ
・感染症対策
・子育て世代に向けた魅力

〈結果、考察〉
・地元の店舗にも子育てに魅力的な点が多く見られた
(例：たかはし肉店　時短料理おすすめのメニューあり)
・店舗の魅力を発信する手段が少ないと考えた

〇石橋地区のマップ作り
・石橋地区内の人々に石橋の魅力を再認識してもらい、
若者の人口を増やす
・石橋地区外の人々にも魅力をアピールすることで興
味を持ってもらう

〈マップ記載内容〉
マップには、見た人が訪れる場所の情報を分かりやす
く得るために、マップ下部には店舗の基本情報、マップ
内には子育て世代にぜひおすすめしたいポイントを明
記した。

■基本情報
・営業時間
・駐車場
・電話番号
・SNS
・ピーク時間
・感染症対策
・店舗特徴

■おすすめポイント
聞き込み調査して分かった子育て世代へのおすすめ

〈目的〉
・石橋地区内の子育て世代が地域のどの店舗・施設を利
用しているかを探る
・子育て世代が生活する上で、店舗・施設に求める条件を
探る

〈日時〉
2021年10月26日（火）13:00～16:00

〈場所〉
大松山公園（下野市大松山1－7－1）

〈対象者〉
大松山公園を訪れていた、未就学児を
子に持つ保護者１０組程度

〈インタビュー内容〉
・出身地（地区内在住か否か）
・子どもを連れてよく行く場所とその理由
・他の保護者と情報共有できる、繋がることができる場所
・日常的に利用するスーパーマーケットやドラックストア
・どのような施設を石橋地区に求めるか

8．参考データ

〈マップのこだわり〉
・訪れた場所を需要に応じてそれぞれ、ジャンルで分類
（shop-買い物できる、café-話せるところ、play-子どもと遊
べる）し、一目でわかるようにした
・1stサイクル2ndサイクルで得た基本情報と聞き込み調
査で子育て世代に役立つ情報を調査した、結果Ⅰ、Ⅱを
下に班で簡潔にまとめ、厳選したおすすめポイントを反
映したマップである

〈マップの広報〉
作成したマップは、紙媒体とデータの2種で広報する。
■紙媒体
A1版に印刷して、インタビューに協力してくださった店舗
さんや市役所、大松山運動公園の図書館等の公共施設に
掲示させていただく。
■データ
インターネット社会で、情報をSNSによって入手する親世
代が増えている。そこで昨年度制作したインスタグラムを
活用し、投稿して拡散する。

・「子育てに適した居住環境に関する研究」によると、生
活利便性は地域の安心、安全性とほぼ同様、地域全体
の満足度に与える影響が大きい
・日用品を購入する店舗(スーパーマーケット、飲食店
など)、公共交通機関へのアクセスなどへの満足度が地
域全体の満足度に影響を与えやすいことがわかる
・地域オリジナルの店舗がこれを担うことが出来れば、
住民と繋がる安心感や地域文化の振興など複数の効
果をもたらしやすいと考えられる

魅力はあるが、子供がいない場所 子育てにこにこマップを見る　　  　　子育てに魅力的な場所を発見
地域内のまちの活性化

4．調査Ⅰ（聞き取り調査）

写真1　聞き取り調査の様子

写真2　調査の結果一覧 写真3　石橋駅

例）

図1　マップがもたらす効果
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“More”だれもが外出しやすい街づくりプロジェクト
～駐車場編～

毎⽇⽣活のしづらさを感じている⼈は40.6%にも及ぶ。障がい者が⽣活の
しづらさを感じている⼀例に駐⾞場があげられる。街中の駐⾞場が障がい
者にとって使えない、使いづらい状況にある。そのため、障がい者が外出（
移動）しづらい街になっている。今回は⾞いす利⽤者に焦点を当てる。

障がい者⽤駐⾞場の使われ⽅や数の調査や障がい者⽤駐⾞場に関する
施策を調べる
⇒障がい者⽤駐⾞場への理解を深めるとともに、課題の検討や解決策を⾒
つけていく

方法
〈現地調査〉
対象敷地としてオリオン通り周辺とジョイフル本⽥を選定
〈県庁へのインタビュー〉
ZOOMにて開催
思いやり駐⾞スペースつぎつぎ事業についての質問
〈その他調査〉
先⾏研究の⽂献調査、パートナーとの話し合い

分析

NPO 法人アクセシブル・ラボ 代表理事 大塚訓平
29班 コミュニティデザイン学科　
　　 　建築都市デザイン学科    
　　 　社会基盤デザイン学科　　

・現地調査
⾞いすマークがない駐⾞場でも運転席
側が1m以上あいていると⾞いす利⽤
者も⾞を⽌めることができる。
しかし、運転席側が1m以上あいている
駐⾞場でも、バリカーやロック板が邪魔
をして⽌めることが出来ない駐⾞場が
あった。
⇒駐⾞場の作り⽅のマニュアルの作成

・県庁へのインタビュー
おもいやり駐⾞スペースの不適正利⽤
が多い。
おもいやり駐⾞スペース利⽤証の不正
利⽤の罰則は定めていない。
利⽤証には有効期限があるものとない
ものがあリ、有効期限がある利⽤証は返
却か各⾃で処分するかのどちらか。
⇒おもいやり駐⾞スペースつぎつぎ事
業の認知拡⼤
利⽤証の不正利⽤の対策

提案

背景 目的

・思いやり駐車スペース利用証の改善案（対象：行政）
1.有効期限切れの利⽤証を回収するようにし、当事者による処分をやめさ
せる
2.利⽤証を有効期限ありのものだけにする
3.利⽤証をカード⽅式でなく、シール・ナンバープレート⽅式にする

1m以上 ・駐車場の規定（対象：設計者）
1.4m以上

ロック板は運転席
と反対側

後ろのスペース設ける

タイヤ⽌めを置かない

バリカー等を
ゼブラゾーンに置かない

ゼブラ―ゾーンはで
きたら両端に作る

・啓発活動（対象：小学生）
1.⾞いす利⽤者が⾞に乗り降りするときの動画の視聴
 ・⾞いす利⽤者が⾞に乗り降りするときの動画を⾒てもらい、乗り  
 降りの際にどれくらいスペースが必要なのかなどを理解してもらうこと
 で、障がい者⽤駐⾞場の必要性を認識してもらう。
2.『この駐⾞場は⾞いす利⽤者が駐⾞できるか』クイズ
 ・写真の駐⾞場が当事者のことを考えられた駐⾞場なのかのクイズ  
 を⾏う。写真中でどの部分がよくないのか（駐⾞することができない理
    由）を考えてもらう。当事者の⽬線に⽴った専⽤の駐⾞場の重要性を伝
 える。
3.当事者の⽅の視点に⽴った話を聞く機会を設ける
 ・普段不便に感じること（例：使える駐⾞場がどこにあるかわからない
 ➡アプリの提案）や不適切利⽤の現状（➡利⽤証の提案）などをまとめ
 ⾞いす利⽤者の⾞移動の⼤変さを伝え、適切な駐⾞場の使い⽅への意
 識の向上を図る。

一般
車いすマーク
車いすマークがないけどとめられる

2%1%

97%
一般
車いすマーク
車いすマークがないけどとめられる

1%

90%

9%

一般
車いすマーク
車いすマークがないけどとめられる

9%
0%

91%

写真1．障がい者用駐車場の様子

写真2．バリカーとロック板が
　　　  邪魔をしている駐車場

図1．車いすマークがなくても
　　  止められる

図2．餃子通り、オリオン通り、ユニオン通りの駐車場数

写真3．思いやり駐車スペース
           利用証

西城竜尋　白金励大
中澤佑希　山口颯太
熊谷あすみ

オリオン通り周辺では全体の駐⾞場の
数に対しての障がい者⽤駐⾞場が少な
い（図2）。
ジョイフル本⽥では不正駐⾞が⾒られ、
思いやり駐⾞スペースも正しく使われ
ていないところもあった。
⇒⾞いす利⽤者がとめることが可能な
駐⾞場についての認知拡⼤ヘ

・その他調査
駐⾞場の設計を変えることにより、駐⾞
場⾃体の⼤きさを変えずに、障がい者等
⽤駐⾞場の数を増やす先⾏研究¹があ
った。
⇒駐⾞場⾃体ではなく、思いやり駐⾞ス
ペースのシステム⾯での改善へ

⾞いす利⽤者は利⽤できる駐
⾞場が限られるため事前に駐
⾞場を調べておくが、空いて
いるかはわからない。
⇒駐⾞場が空いているかリア
ルタイムで分かるように

・アプリの開発（対象：当事者）
障がい者⽤駐⾞場が空いているかどうか
がわかるアプリの実装。
スマートパーキングを駆使しつつ、障がい
者⽤駐⾞場があいているのか、また⾞い
す利⽤者が停められる⼀般の駐⾞場もあ
るかが確認出来るアプリを作成。または既
存の駐⾞場アプリに落とし込む。⾞の出⼊
間を感知するIoTセンサー、センサーとサー
バーをつなぐゲートウェイ、リアルデータに
収集(クラウドサービス)、スマートフォンに
よるオンライン決済で空き状況を確認・決
済する駐⾞場アプリPPPARK!様に話をお
伺いしたところ、データがあれば実装可能
とのこと。

写真4．アプリのイメージ ¹ 清⽥勝ほか,パーキングパーミット制度における障害者⽤駐⾞スペースの不適切な利⽤実態と改善に向
けての取り組み,都市計画論⽂集 54(1),2019-04-25
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