0720WSの整理と「まちが望む価値」

2017/9/26 JSURP

とよはしまちなかでやりたいこと・ほしいもの（2017/7/20ワークショップより）
・⾼齢者や中⾼⽣スタッフに運営される託児スペースで世代をつなぐ
管理できる場所や仕組み

・地⽅（⽥舎）とつなぐ

⼀緒につどえる場所づくり ・古本持ち寄り
読み聞かせ

類型

望む「価値」

・海外の⽅と⽇本が共⽣/交流できる場 ・みんなで

・駅前でジェネレーションと障害者がふれあう場 ・⾼齢者と⼦供が

・海外の⼈たちとの交流を増やしたい

・旅⼈とマチがつながるゲストハウスをつくりたい！

キーワード

・まちなか図書館で⾼齢者が⼦供に

・駅周辺の豊橋ツアーを他市の⼦にやる（めっちゃイ

主体/イベント/地域/世代/⽂化をつ
なぐ

つなぐ

マドキなプラン）
・⽔上ビルに障害のある⼦のお絵かき教室 ・⾼齢者がまちなかに集まってどんちゃん騒ぎ
場所

・空き部屋を勉強部屋に ・⼦どもたちが⾃由に勉強/遊べる場

供が興味をひかれるものを駅前で毎週開催 ・⼤⼈のココニコ
HANACOYA３⼤学に広めてコータローさんのお絵描き講座

・⼤学連携イベントスペース

・⼩中⾼の屋外のど⾃慢⼤会 ・⾳楽の屋外発表会

・夜の店舗のオープン化

・新豊橋駅前でビアフェス

ジェクションマッピング

・豊橋妖怪ナイトツアー

・夜のまちなかハイキングによるパワースポットめぐり
・郊外から飲み会⽤バスを運⾏

いコンサート

・ココラアベニュー裏通りで夜市

・知らない⼈と飲み歩き

・野外シネマ

・芝⽣広場/狭間公園で週末キャンプ

・まちなか広場で夜市

・まちなか広場でほろ酔

・ぷらーっと⼀⼈で⼊りやすいお店

・すわり場

・カーフリーデー ・ホコテン ・広⼩路でリレー⼤会

・⽔遊びできる場所

・若者うんどう会

・市電の線路でビアガーデン

の陣

を⽀える交通⼿段
⼀⼈で⼊れる飲⾷店やイベント、新

夜を楽しむ
⼀⼈で楽しむ

・広⼩

多様なアクティビティが可能な、居
⼼地のよい広場・公園など公共空間

外で楽しむ

・公園で流しそう

・⻘空スポーツ教室 ・露天⾵呂

・穂の国百貨店屋上にカフェをつくて路⾯電⾞や駅を
・閉鎖した名豊ビルで肝試し

・エリアかくれんぼ⼤会

・ガチャ/値切り/テイスティング&寄付

・港のコンテナの活⽤/アート ・市電１台オレ達に好きに描かせて欲しいんだぜ
・⽔上ビル屋上でビートルズごっこ

・インスタに映える写真がとれる場所がほしい

積によるナイトライフの充実とそれ

・歩道の街路

・まちなか⾃転⾞レース

・ブ

・季節の花でいっぱいのエリア

・交通事業者と連携したミステリーツアー ・地域の⽊材で⼦どもとストリートファニチャーづくり

い ・どこかのビルでボルダリングの壁⾯を

飲⾷・⽂化・教養的コンテンツの集

・⽔上ビルで屋上ビアガーデン ・名豊ビ

・⽔上ビル空き店舗でコンサート ・⽔上ビルをリノベーションして住みたい

ラタモリに来て欲しい ・インスタ映えする写真を撮りたい

貸す

フォーム

・パブリックビューイング

ル下バスターミナルをオアシスに ・デザインの統⼀（〜豊橋駅）

・空き家活⽤のシェアハウス

情報のプラット

・⽔上ビル通りをオープン

・市電とダッシュ競争

・hご校舎天国を違う場所でやってみる

・岡崎のQURUWAみたいなまちじゅうを使った⼤型マルシェ

で貸⾃転⾞屋

誰でも表現できる⾝近なメディア

たな魅⼒や異⽂化と出会う機会

・ランニング/サイクリングコース

・ペデから向⼭までの総踊り

路から萱町あたりでエコカーレース ・どこでも路上縁台

・⽔上ビルの空き店舗を貸しアトリエスペース

つながる

・穂の国百貨店の屋上でキャンプ/プール/スケートリンク ・⾼いビ

・道路の落書き ・歩道開放/歩⾏者天国で⾃転⾞/ローラースケートなどを親⼦で楽しむ

・駅前ウルトラかくれんぼ/ドロケー

・夜間ホコ

・夜フェス（佐久島みたいな）

樹の下で休憩スペース（パークレット） ・カーフリーゾーンの導⼊により公道を客席に活⽤

⼀望

・とにかく⼦供が頑

・穂の国百貨店/ホテルアークリッシュ/サーラプラザの壁⾯でプロ

・PLATで星空上映会

めん

・⼩中⾼⽣の屋外お笑いコン

・まちなかの情報を発信するメディアをつくる

・はしごナイトの昼版 ・街なかスタンプラリー

カフェ/パークレット/カーフリー化 ・歌声広場

居場所をつくる

・交換⽇記

テン/ビアガーデンを⽔上ビルで ・夜間のお帰りバス

ルの屋上でBBQ

まちのたまり場、シェアハウス

・駅南広場で⾳楽のプ

・MERRYミュージアムをここにこで

・若⼈/グループで歌/演劇

・発表の場をまちなかで ・誰でも絵を描いていいカベ

気軽に滞在できるサードプレイス、

・ミュージシャンや演者が、お⾦を

・誰でもまちなかでやりたいことを付箋に書ける掲⽰板

張っている姿を⾒る ・⼩中⾼のダンス⼤会

・ここにこ以外に⼦

・⼤⼈の趣味体験コーナー

・駅前広場を若者の発表の場に ・ココラスタジオでまちなかアワー放送

ちゃんともらって発表できる場所
ト⼤会

・⾼齢者に限定しない居場所

・⽔上ビルで気軽に学⽣が泊まれるシェアハウス ・

・公園にミニライブスペースを ・SNSやyoutubeでのライブ配信
チフェス

・10〜20代がまちなかで遊ぶ

・⽔上ビル空き店舗

・広⼩路通りを通⾏⽌にして区画で
・ビートルズのジャケ写を撮りた

・⽔上ビル道路で⼈間トーローTime夏

・愛知⼤学吉⽥城跡キャンパス

まちをカッコよく使いこなしたり、
SNSの活⽤のほか、デザイン性と品
格あるまちなみ

オシャレに/カッコ
よく楽しむ

わくわく
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とよはしまちなかでやりたいこと・ほしいもの（2017/7/20ワークショップより）
・⼩さい遊園地

・芝⽣広場で巨⼤オブジェの展⽰

ストリートバスケ

サブカルチャーを育む施設

・芝⽣広場で⾻董市

・駅前⼤通り/吉⽥城で⼿筒花⽕による観光客もてなし

・イオンがほしい

・東三河⾷べ歩き ・画廊の連携

・まちゼミ

連携した展⽰/イベントを！ ・公園とかで⼤⼈も使える遊具
歌声喫茶

・作品展 ・いろはひふみをPLATで

・駅⻄テーマパーク

・芝⽣広場でミニコンサート

・朝市や昼市

・⼣涼み会

・公園でランチ会

・サーラプ

・⽔上ビルで落語

・バラバラでなく互いに

・軽トラ市（毎週末、駅周辺広場） ・

・⽔上ビルで何かに特化したアート展

・個⼈の喫茶店でモーニングが⾷べたい

・マニアックな映画観賞

・ワンコインランチ

・１⽇中いてもあきないカフェ

パッケージによる駐⾞場の無料化

・１⽇他⼈の⽣活をトレード

い

・イベント時間の巡回バス

・地下駐⾞場から地下街への連絡

・週末駐⾞スペース

・誰でも使える綺麗なトイレ ・きれいで快適なベンチ・休憩スペース

む

・か

つり

東三河の地域情報を発信するスペース ・VR/ARで市内外の情報を！

ワンストップに楽し

・まちなか広場でもっと催事企画を増や
・南⼝広場でカラフルべちゃべちゃま

・ナゾの覆⾯レンジャーズ

魅⼒的なコンテンツの⾼密度な集積

・seboneイベントで⼦供にフリー

き氷早⾷い⼤会inトキワ ・⽢党トキワ祭 ・⾬の⽇商店街とは別の１⽇仮想商店街
・打倒ライザップ

望む「価値」

・まちなか映画館跡地めぐり ・国⽴

・ときわ通り古書店街で古本市

ペインティングをする企画をしてほしい ・時々昼間からビールを飲みたいバル
す

キーワード

・松⼭公園で⼦ども朝市 ・駅前広場3on3

・空き店舗を活⽤した懐かしい映画ポスター展⽰と映画語り

フィルムセンターを誘致
ラザで蚤の市

・ミリオン通りの紙芝居

類型

・無料の送迎バス ・

・⼿ぶらで⾝軽に歩きた

・濡れず汗かかず凍えず快適に歩きたい ・

シェアサイクル、タクシーライドシェア、駐⾞場と駐輪場のパッケージ等による交通政策とセグウェイやWHILL、トゥク
トゥクなどの新交通システムの導⼊を組み合わせることによる「移動」の快適化
⾞など

・街中バリアフリー ・お年寄りもベビーカーでも⼊れる施設

・街中と郊外を結ぶパークアンドライド ・輪タクor⼈⼒⾞
・街中託児
ペース

・レンタルベビーカー

・⽔上ビル空き店舗でスーパー

・街中全⾯禁煙化

・図書館で託児

・⾼齢者の⽅の⼊所相談ができるス
・⾃⽴と介護の中間く

・駅前に住む⾼齢者の⽅が買い物できるような場所を増や

・会社の駐⾞場を休⽇限定の⾃転⾞置き場に

ろでPR ・駅前⼤通りから⽔上ビルのルートをつかって⾞椅⼦のレース
・医療や公共サービスの集約 ・早朝の介護予防教室

安価/無料な駐⾞場

・災害時のトイレで実験ショー

・⾼齢者がなりやすい病気を診れる病院ストリート

らいの⾼齢者がサポートしてくれるこども園
す

歩いて回れる範囲で楽しめる

・⼦育てパパの防災訓練

・常駐⼦育てマネージャー

・⾼齢者の⽅が安⼼して暮らせる街

・⼈⼒⾞やトゥクトゥク、２⼈乗り⾃転

・ノーマライゼーションを⽬⽴つとこ

リティの確保、バリアフリー/ノーマ
ライゼーション、地域情報の整理、

快適に過ごす

⼦育て、防災

・トイレマップと⼀番綺麗なトイレコンテスト

・⼟⽇はボランティアティーチャーを多くして少⼈数で指導

の情報/駐⾞場/時刻/イベントの情報がわかるスマホアプリ

機能の集約、モビリティ/アクセシビ

・どこでも放置OKのショッピングカート

り直してサーラと百貨店⽩河にアリーナ ・散歩をたのしんでできるしくみ

・店

・ほの国百貨店を作

・気兼ねなく⾃転⾞でまわりたい ・駐輪場

・広⼩路はサスペンションがあってもベビーカーやシルバーカー、スーツケースが引きにくい/ヒールの靴で歩きにくい ・
ここにこ/PLAT/豊橋駅/豊橋公園を無料で結ぶ交通⼿段
（みずのうえ）

・豊橋版こどもがわらうとせかいがわらう

・学⽣のバイト先の発掘

・百貨店跡地に保育園・病院など

チャレンジショップ ・ハローワークでの託児
⽤）

・まちじゅうのフリーペーパー/ショップカードが置いてある場所
・ものづくりトライアルビレッジ

・空き店舗チャレンジショップ

・中⾼⽣による⽔上ビル

・⽔上ビル空き店舗でパン屋（障害者雇

・まちなかにオフィスを持つと法⼈税優遇にしてオフィス⼈⼝を増加させる

多様かつ柔軟な活躍の選択肢の提供

・駅前に働きやすい環境を！

とよはしまちなかの
リブランディング

かいてき

⾃由に活躍できる

いつしか憧れの対象でなくなった豊橋駅前を、
再び憧れの街に

わくわく
つながる

かいてき

