
・人通りが今より少なくなっている。
・商店街自体がなくなっている。
・現時点の経営者がサジを投げる（撤退する）
・高齢化が進み、賃貸もままならない（管理で
きない）

・周辺の住民が減ってほしくない。
・お客様が減少していく。お店が残っているか。
・諏訪の通りがあるでしょうか。不安。
・１０年後に自分の店が営業しているか。不安。
・全てが飲食店になっているかも。不安。
・昼間開いている店が少なくなっている。
・空家だらけになっている。
・商店街が（大手）グループ企業だけになって
いる。

・交通が不便になっている。
・老朽化が進んで汚れる。
・バブル時代の名残りが忘れられず、賃貸料が
更に上がる。

・治安が悪くなっている。
・シャッターだらけになり、治安が悪くなって
いる。

・路上駐車だらけ（長時間）になっている。
・路上がゴミだらけ（空き缶、飲食ゴミなど）
になっている。

・大雪の始末がつかなくなっている。
・下品な店だらけ（呼び込み、ぼったくり）に
なっている。

・駐車場だけが増えてる
・商店生鮮三品がなくなる
・店が減らない
・今の店がそのまま
・店舗がなくなってる
・空店舗が不良のたまり場になっている
・売店舗がヤクザに買われてしまう
・駐車場だけが増えてる
・飲食店だけになっている
・物販店がない
・商店街がなくなっている
・廃墟の街並みになっている
・キャバクラばっかりになっている
・振興組合が消滅している
・そして借金が残る
・通りが汚い
・車の路駐が今より増えている
・車の方向通行がワルカッタ
・駐車スペースを作らない
・人通りが少ない
・昼は通り道、夜は危ない道
・店同士、人同士のつながりがない
・今いる人がいなくなる
・よそ者が占拠している
・知らない住人が多くなる
・人が住人でない
・「にぎわい」「まつり」がない

・道路が対面通行に
・シャッター通りになってほしくない
・飲んで帰る時大声で歩いてアーケード反響が
大きい

・人通りが少なくなってほしくない
・車だけが通る道になってほしくない
・車が通って欲しくない！！
・商店街が夜の飲食店の通りになっている
・現在昼の商店！！それとも夜の町、どっちか
はっきりしない

・商店街が駅からさくら野までの単なる通り道
になっている

・諏訪町商店街がシャッター通りになっている
・商店街がシャッター街になっている
・店舗がますます減っている
・各商店がバラバラになっている。商店街に一
体感がない。

・ゴミが散らかっている
・意外と朝、ゴミが多すぎである
・街のイメージが悪くなってほしくない
・若い人がいない。商店街に若い人がいない。
・治安が悪くなってほしくない。
・駐車場が増えている（空き店舗が駐車場に）
・車の違法駐車がたくさんある
・毎日車が駐車しているが、駐車してほしくな
い

・アーケードがなくなってほしくない！！
・天候が悪くなると、来街者が急激に少なく
なっている

２０２３年（今から１０年後）の諏訪町を考える。

今回は、３つのグループにわかれて、今から１０年後、２０２３年に、諏訪町がどのようになっているのかを想像してみました。

はじめは、「２０２３年にはこうなっていてほしくない」という状況を想像しました。現状の課題がさらに進行している状況、また、
周辺環境の変化（人口の減少やライバルの台頭）などによって、このまま悪い方向に進んでいくとどのようになるかのイメージです。
目指すべき状況を想像するために、まずは、目指したくない方向を共有しました。

＜２０２３年にはこうなってほしくない＞



・現在営業中の方が継続営業している(4)
・子どもが喜んでいるイベント（きゅうり天
王・宵宮）が残っている(3)

・休憩所（ベンチなど）の設置(3)
・イベントの時の賑わいが残っている(1)
・老舗が残っている！(1)
・そば屋、八百屋さん等現在あるお店が残っ
ている(1)

・昼間やっているお店が残っている(1)
・駐車レーンの確保してほしい(1)
・アーケードの名残として何か残っている(1)
・片側だけでもアーケードがあってほしい(1)
・最寄品店が残っている！
・今の人が残る。
・ブランド専門店など目玉となる店舗がある。
・おいしい飲食店が残っている。
・昼間営業する店舗が増えている。
・イベント全てが大規模になっている。
・祭りきゅうり
・イベントきゅうり天王、C-１グランプリ他
・おしゃれな街路灯の設置

・人と人のつながりが残ってほしい(2)
・今がんばってるお店全部がある(2)
・現商店が残ってほしい(1)
・今がんばっているお店に残っていてほしい
(1)
・みちのく芸能まつり(1)
・“きゅうり天王”おまつりが残っていてほ
しい(1)
・諏訪神社が残ること(1)
・諏訪太鼓が残る(1)
・市役所がそのままある(1)
・道路がアスファルトではなく、今の石だた
みで残ってほしい(1)
・やっぱりアーケードが残ってほしい(1)
・きゅうり天王、夜宮が残る
・おまつりがさかんになる
・諏訪神社が残っていてほしい
・神社、さくら野がある
・新穀町、諏訪町の永遠のライバル！
・C1グランプリの開催
・組合としての組織が残ってほしい
・高齢者施設
・住んでいる家（住人）

・きゅうり天王が残ってほしい(2)
・歩行者が安全に歩ける状況(1)
・昔からあるお店が残っている(1)
・現在のイベント・お祭りは残っていてほし
い(1)

・八百屋はあると思う。鬼柳。(1)
・諏訪町の昔の活気が続いてほしい！
・コミュニティスペースが残って欲しい！！
・諏訪町ファンが残って、続いてほしい！！
・夜の静けさ！
・諏訪町の名前はずーっと残っていると思う
・アーケードが残って欲しい
・一方通行が残っている
・一方通行は１０年後もあると思う
・タイル舗装の一部でも残っている
・レンガ敷きは残って欲しい
・古い店は残って欲しい
・現在の（飲食店）お店はそのまま残ってほ
しい

・ソバ屋は１０年後あると思う残っている
・きゅうり天王のイベントが残っている
・諏訪神社の祭りは残っていると思う
・きゅうり天王お祭りは残っていると思う

＜２０２３年にこれは残したい＞

次に、今、諏訪町にあり、１０年後も残っていてほしいものについて共有を行いました。
これは、現在の諏訪町の宝、大切だとそれぞれの方が思っているものが表現されています。
また、次ページの「２０２３年に新しく生まれてほしい」には、現状、諏訪町には存在しませんが、機能として商店街に求められて
いるものの傾向がうかがえます。

今回は、この残ってほしい、生まれてほしいの検討のあと、「１０年後、諏訪町の周辺環境（駅前、本通り、新穀町、新町の各商店
街、さくら野）やライバル（郊外店や車社会）などの状況も踏まえ、諏訪町にとって必要であると共感したもの」に投票を行い、み
なさんがより共感するものの傾向を共有しました。※（）の中の数字になります。



・おしゃれな服屋さんが生まれている(3)
・昭和を残した商店街味わいのあるレトロ感

(3)
・寺子屋的な交流の場ができている(3)
・おしゃれな街路灯(3)
・駅までの無料交通手段の整備“無人運
行”(3)

・イベント用ステージができている(3)
・新しいアーケードができている(2)
・若い経営者をどんどん受け入れ活性化を生
む(2)

・市営の店舗兼住宅または事務所(2)
・側道整備荷おろし等への活用(1)
・病院、医院、介護施設(1)
・賑わいが生まれている(1)
・居住箇所が増えている(1)
・マンションが建っている(1)
・美味しい惣菜屋が生まれている(1)
・ローカルフードのお店が生まれている(1)
・新しいジャンルのお店ができている(1)
・若者が経営している店（昼間営業）(1)
・誰でも受け入れできる店親切(1)
・新しい祭り（イベント）が毎月ある！(1)
・魚屋と肉屋が生まれている。
・下品でないお店がたくさん営業する。
・平屋の百貨店（衣食住）商店街
・休憩所、ベンチなど
・駅から十字路商店街までお店がつながって
いる。

・地下街ができている。
・せめて片側のアーケード
・駐車レーンなどの便宜を配ってほしい。
・駐車レーン
・パーキングが出来ている（無料）
・バスが通る（停車）可能に
・空き店舗を利用したイベント、週末（子ど
も店長）

・子どもが集まる遊園地的な公園(5)
・新アーケード(4)
・音楽のある商店街(4)
・産地直売所(4)
・喫茶店がある(3)
・ゲームセンター(2)
・銭湯（諏訪ノ湯）(2)
・生鮮産品の商店（市場）(2)
・大駐車場北側か南側(2)
・無料の駐車場(1)
・生鮮三品の店がある(1)
・茶店、お休み処(1)
・マンション等できて消費者が増える(1)
・高齢者住宅(1)
・モニュメント(1)
・通から入れる駐車場(1)
・ファッション衣料男女共！今でいうユニク
ロ、シマムラ(1)

・ファッションの最先端の店舗街(1)
・すてきな舗道
・再度安価なメンテアーケードふっかつ！
・消雪機能ある道路
・商店街のイメージキャラクター
・歩行天道路、終日、人にやさしい
・新イベント、夜市、朝市
・集客施設
・公衆トイレ（キレイな）（安心な）（明る
い）（安全な）

・イベントホール
・ミニ公園ができる
・子どもの遊べる自然な公園がある
・毎日がおまつりイベントで楽しい街！
・カルチャ―スクール（クラブ）
・休憩所がある
・市場のような店
・娯楽店舗パチンコなど
・学生が安心して遊べる店舗
・イタリアンレストラン

・ファミリーが楽しめる街になっている(4)
・車が簡単に駐車できる大きな駐車場ができている(4)
・デートに使える商店街が生まれている！！(3)
・商店街のイメージになるようなお店・名物を売る店
ex)北上コロッケ(3)
・車がスピードを出しにくいような構造(3)
・諏訪神社を中心にした商店街になっている(2)
・小さい子が遊べるスペースが生まれている！！(2)
・高齢者にやさしい街になっている(1)
・家族・ファミリーで楽しめる商店街が生まれてい
る！！(1)
・商店街に新しいアーケードができている(1)
・諏訪町商店街全部開業していると思う
・新しいアーケードが生まれている！！
・子供の遊び場のある子供の店ができると、その家族
が来店する店があるといい
・１０年後若者達が買物に来る街になっている
・落ち着いて休めるような雰囲気のお店
・ドラマが生まれている！！
・笑顔が生まれている！！
・人通りが生まれている！！
・活気が生まれている！！
・新しいシンボルが出来ている
・歩行者天国が生まれている！！
・空き店舗にそれぞれ店が出来、人があふれている街
になっている
・商店街の一体感。イベントも増えたら…
・商店街の駐車場ができてほしい（パーキングエリ
ア）
・駐車場が１０年後、多くのスペースがある場所が出
来ると思う。
・人も車も安全に通行できる商店街になっている
・歩行者が休憩できるスペースがあってほしいex)ベ
ンチ
・お年寄りが憩えるスペースが生まれている！！
・昔のお店が一新して生まれている！！
・エンド―チェーンが生まれている！！
・土日にシャッターを開けてほしい

＜２０２３年に新しく生まれてほしい＞



○○○の商店街・諏訪町
・「とりあえず」の商店街・諏訪町

→賛成：特に用がなくても「とりあえず」と思い浮かぶ「銀座」のような
→賛成：インパクトがある若い人に
→賛成：用事がなくても行きたくなるから

・一階建ての百貨店と呼べる
→賛成：何でもそろっているから
→賛成：１階店舗、２階以上住居等に徐々にしていく
→賛成：新しい表現

・長屋百貨店（古さを生かしたい）
→賛成：かっこいい響き
→賛成：直感でしょう！

・毎日が盆暮正月の諏訪町
→賛成：栄えてるっぽくてよい
→賛成：楽しそうでよい

・なつかしい商店街・諏訪町
→賛成：直感②でしょう！

・「誰でも来れる」…
→賛成：来てくれないと商売にならない

・大人も子供も喜ぶ
→賛成：分かり易い

・家族連れで楽しく買物（飲食）出来る商店街
→賛成：休日に行きたくなる

・イベントの多い（たのしい）
→賛成：これから増やしたい

・低費用で開業しやすい商店街（通り）
→賛成：若年経営者を呼び込むと、お客さんも若くなる

・駅と百貨店の客が乗り降りする商店街
・歩くのが楽しくなる
・子どもと高齢者が住んでてくつろぐ商店街
・ゆりかごから墓場までの諏訪町
・子どもが喜ぶ商店街・諏訪町
・昔なつかしの
・昭和情緒漂う商店街
・味わいのある商店街・諏訪町
・昔から未来商店街
・「用足しが済む」商店街・諏訪町
・大型店にまけないようなイベントできる商店街
・（夢・希望）叶える商店街
・居住人口の多い

○○○の商店街：諏訪町 を考えよう

「アーケードのある商店街：諏訪町」のあとの未来の諏
訪町の目指すべき方向である
「○○○○の商店街：諏訪町」を考えてみましょう！！

これまでの話し合いの中で、「こうはなってほしくな
い」、「今の宝のこの部分は残したい」、現状にはない
「こんなもの」ができてほしいということを検討し、ま
た、諏訪町周辺の機能やライバルの存在を意識した中で、
特に１０年後の諏訪町に必要であると思うものの意識を
共有しました。

この検討をもとに、１０年後の目指すべき諏訪町のテー
マを検討しました。

また、ほかの方が考えたテーマに対し、賛成であれば、
賛成意見を付箋に書いて貼ることで、どのような方向性
がよいかどうか、みんなで検討しました。



・なつかしく、新鮮な商店街
→賛成：昔良き時代を感じる。
→賛成：昔からの良さを残し、新しい良さをプラスする方向性が良い。
→賛成：新しいものだけを追いかけるのではなく、昔の物も残す！

・人とのつながりが素敵な町！
→賛成：人とのつながりを目指しているから。
→賛成：人と人、人と商店街がつながることで街が元気に変わっていく

と思うから
・子ども・高齢者にやさしい街諏訪町

→賛成：お年寄りが増えてきているので、弱い人たちに目を向けていく
ことが必要だと思う。

→賛成：子ども・高齢者にやさしい＝誰にでもやさしいまち
・いっぱいおまつりのある諏訪町

→賛成：お祭りがあると盛り上がる！
→賛成：とても賑やかなイメージを持つ

・歴史の香り残る諏訪町商店街
→賛成：歴史あるということで来てくれる人は少なからずいると思う。

・北上名物食べ歩き商店街
→賛成：人間やっぱり食べるもの

・人と街が一緒になって文化を作り上げる商店街
→賛成：一方だけが力で作っても、かりそめの文化にすぎないと思う！

・心も体もいやされる商店街
→賛成：心がいやされる

・家族の思い出が生まれる諏訪町商店街
→賛成：「思い出が生まれる」という言葉に未来の明るさを感じる

・時代の架け橋な商店街
・明るくさわやかな風が吹く諏訪町
・名物を売る諏訪町
・大人にも子どもにもカップルにも愛される商店街
・家族が楽しめる諏訪町
・誰もが楽しめる諏訪町商店街
・車で来られる諏訪町商店街
・人と車にやさしい諏訪町
・大きな駐車場のある諏訪町
・だれもがじまんできる商店街
・昔ながらの店が元気な町
・２０２３年活気あふれる商店街明るい諏訪町
・未来ある明るい商店街諏訪町
・明るい街商店街えがおのある諏訪町
・より進化したアーケードの下で活気ある町！

・新アーケード誕生の諏訪町
→賛成：雨の降らないスペース（ストリート）
→賛成：なってほしい、あってほしい気持ち

・人情味あふれる商店街
→賛成：だれにもやさしさを
→賛成：人と人との和を大切に、どこでもだれにも声がかけられるから

・最先端をいっている商店街
→賛成：市内だけではなく遠方からの集客が見込めるから
→賛成：過去、諏訪町は先進的だった。やっぱり失敗をおそれず、実行

していこうと、これを！
・笑顔あふれる商店街・諏訪町

→賛成：売り手も買い手もみんなが笑顔が一番
→賛成：笑顔がいちばん

・青空市場の門前商店街
→賛成：市場は町の中心（胃袋）

・街が遊び場（諏訪町）
→賛成：わくわくする。楽しそう。口にした時の流れがいい。ちょっと

オシャレな感じがする。
・おまつり大好き！商店街

→賛成：活気がある
・安心、安全、やすらえる商店街

→賛成：売ってるものにも施設にも、全てに共通して言えることだから
・ほっこりした

→賛成：ゆっくりお買い物をしたくなる。
・にぎやかな商店街

→賛成：「にぎやか」の言葉にすべてが含まれていると感じる
・つながりの商店街・諏訪町
・人も車も仲良く出来る諏訪町
・みんなが楽しめる商店街
・人が楽しく人にやさしく人が安心してあそべる商店街
・人にやさしい人が集まる
・安心・安全の商店街・諏訪町
・下町雰囲気…道路を広くしない
・流行の最先端ファッションストリート
・原宿通り的ファッション店
・神社通り（神社へ向かう）
・なごやか
・おしゃれな
・ゴチャゴチャ人通り～


