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第 1 回ワークショップを開催しました！！

１ 開 会

２ 事務局説明

３ グループ作業

【テーマ】イベント広場の今とこれからを考えよう

４ グループ発表・意見交換

５ 閉 会

●会次第

●当日の参加者アンケート結果 アンケート主な自由回答

●仙巌園が世界文化遺産登録になった場合、特に問題になるようなことはないのか。近隣の施設との連携も取れるようなものに

していけたらよいのではないだろうか。

●色々な意見が活発に出て楽しかった。中央駅のワークショップと違う雰囲気が新鮮だった。

●今日はとても楽しかった。皆さんあつく地元のことを考えていらっしゃるなあと思った。

●地元商店街、通り会を巻き込まなければうまくいかないと思う。何もかもこの場所に求めてはいけないと思う。最低限の使用

ルールは必要。シンボリックな物も必要。

●今回の意見をベースに次回はもっと具体的に集約をしていったら良いと考える。

●回をかさねて深めていけると良いと思う。

●地元の人が魅力を感じる場所でないと他の人も魅力を感じないと思う。近隣住民が何度でも行きたいと思う場所であれば、リ

ピート率は向上し、にぎわいも生まれ、上町の活性化につながると思うので、近隣住民を意識した利活用を検討することが一

番大切だと思う。

●グループによって、議論の深まり具合に差があったので改善できればお願いしたい。

イベント広場で行う
イベントを考えよう

（討議内容）

・将来の目玉となるプロジ

ェクト（イベント）提案

※イベント時

（非日常時、特定利用時）

の利活用方策

運用ルールを
考えよう

（討議内容）

・活用推進方策（たたき台）

提示と追加提案

・運用ルールの検討（利用

時間帯、場所、予約方法、

料金、広報、利用マナー

など）

活用推進方策
・運用ルール（素案）
を考えよう

（討議内容）

・活用推進方策（素案）の

ブラッシュアップ

・運用ルール（たたき台）

提示と追加提案

イベント広場の今と
これからを考えよう

（討議内容）

・地域資源を踏まえた施

設像、利用像、施設活用

アイデアの提案

⇒こんな広場であって欲

しい

第 1 回 8 月 27 日 第４回 2 月上旬第２回 10 月下旬 第３回 11～12 月

テ
ー
マ

●当日の様子

＜できあがった成果＞（D 班の例）

４班に分かれ、イベント広場の将来像について、地域の強み・弱みと共に自由な意見を出し合いました。

グループ作業の流れ

①① 自自己己紹紹介介

はじめに、お互いの自己紹介をしました。

②②イイベベンントト広広場場のの将将来来像像ににつついいてて考考ええよようう！！

イベント広場の将来像について「こんな活用をし
てみたい」「こんな活動やイベントがしたい」など、
自由なアイデアを付箋に書き込みました。

③③アアイイデデアアをを発発表表ししななががらら将将来来像像ににつついいてて話話しし合合うう！！

提案された意見について一人ひとり発表し、意見の集約・
分類を行いました。またアイデアの背景となる、地区が持つ
資源（強み／弱み）を中心に付箋に書き込みました。

④④発発表表者者がが全全員員のの前前でで発発表表ししまますす！！

発表者を決め、意見交換の内容を全員の前で発
表し、お互いの班の意見を確認し合いました。

ワークショップで話し合いたいテーマ
（複数選択）

発言の機会 今回のワークショップについて

今回



Ａ 班 Ｂ 班 Ｃ 班 Ｄ 班

や
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た
い
活
動
・
利
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用
の
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メ
ー
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《背景》地域性を出したい／桜島が見える風景／海外か
らの観光客の好まれる／仙巌園に行く人たちが降りる
のは鹿児島駅／豊富な歴史資産

騒音の問題／車利用が多く歩く人が少ない／灰／活性
化／落ち込んだ商店街／泊まる所は足りるか／草の手
入れ／水害（地面が低い）／個別にやっている／煙やに
おいは大丈夫か／コンテナ等による閉鎖的なイメージ

●眺望と豊富な歴史資産を生かし発信する場

《提案》常設でイベント施設や商業施設が必要か／毎月
行うイベント／シティビュー（観光循環バス）バス停誘
致／結婚式ができるような施設／クルージングイベン
ト／歴史イベント／流鏑馬／外国人観光者ガイド窓口
／若い作家のアートイベント／海をテーマにしたイベ
ント／上町の歴史・文化を発信するイベント／甲冑を着
てウォーゲーム・サブカルチャーイベント・西南の役合
戦絵巻（マニア向けの他がやっていないような企画）／
JR関連イベント
●地域の活性化の起点となる広場

《提案》地域の商店活性化イベント／さるっきんぐの本
部／夏祭り（広域的な）／食のイベント（B級グルメ・
グルメコンテスト）／フリーマーケット／マルシェ（軽
トラ市）／特産品（マルシェ）／新鮮野菜や果物の即売
会／校区内運動会／ジョギング大会／フットサル大会
／校区内ゲートボール大会／あいご会の球技大会
●人を呼び込むことのできるイベント

《提案》キャンドル（ダウンライト）／プロジェクショ
ンマッピング／宝探し／特大ビアガーデン／ニコニコ
会議／お化け屋敷／オヤジロックフェスティバル／バ
ンドコンテスト／JAZZ フェスティバル／カラオケ大会
／アイドルのライブ／浴衣を着てファッションショー
／野外音楽フェス／劇場／ドライブシアター／歌舞伎
●地元の人がゆったり日常使いできる憩いの場

《提案》子供とお年寄りがのんびり／足湯／芝生と青空
を楽しむ／健康セミナー（講義と実践）／朝の体操（健
康的な朝活）／朝・昼ごはんの出店がある

●地域の資源を生かしたイベントを発信できる場
《背景》立ち止まる人が少ない／夜暗い／イベントがな
い／会場がない／若い人が泊まらない／伝統的なお祭
りがある／観光資源が多い（展望・歴史・水族館）／駅
が近い／立地が良い／地元の名産のアピールの場／イ
ベント広場から JR七つ星等が見え、JR からイベント広
場が見える／近隣住民の利用も主とする
《提案》薩摩藩のイベント／明治維新 150 年のイベン
ト／大小に関わらず毎週イベントを催す／六月灯の会
場／大相撲上町場所／中央駅前広場と連携したイベン
ト／地元の食材を食べるイベント／サマーナイト花火
大会観覧席／JR と連携したイベント／地元の歴史を知
るイベント
●子供たちと一緒に運動を楽しむ場
《背景》地元の人たちの絆がある／スポーツをする場所
が少ない／子供たちが利用できる施設（遊ぶ場所）が少
ない／幼稚園の運動会を行う場所がない
《提案》保育園・幼稚園の運動会／自転車の練習ができ
るスペース／子供向けアスレチック／幼児から小学校
低学年までの小さい子供が楽しめる遊具の充実／タグ
ラグビー大会
●健康づくりの場
《背景》地域運動会がある／地元の人たちの絆がある／
学校のグランドはあいている時間しか利用できない為
時間的な規制が多い／周辺にグランドゴルフをする場
所がない／スポーツをする場所が少ない／健康づくり
で人が集まるのではないか
《提案》校区対抗運動会／ゲートボール場／歩くスペー
スに上り下りできる小山を作る／グランドゴルフ場／
水族館までウォーキングコースの整備／プール
●ゆっくりくつろぐ休憩の場
《背景》景観がいい／ベンチが少ない／ゆっくりくつろ
ぐスペースがない／木陰が少ない／店舗・飲食スペース
が少ない
《提案》買い物した後休憩したい／足湯／移動販売（コ
ーヒー・弁当）／家族でお弁当を食べたい／樹木を多く
したい／ベンチの設置（小さいものをたくさん、石のベ
ンチなど）
●その他～観光～
《背景》観光資源が多い（展望・歴史・水族館）／駅が
近い／観光地間のルート（アクセス）に問題がある／観
光地があるけどわかりにくい／アピールが足りない
《提案》石橋公園からのルートを確保／観光循環バス／
周辺観光地の案内施設（案内板等）

●全国に誇れる情報発信の場
《背景》騒音の問題／人を呼び込む工夫が必要／場所を
生かす／人材を生かす
《提案》観光スポットとしてお台場ガンダムのような等
身大模型の設置（遠方からでも目立つように）／わかり
やすいモニュメント／ライブイベント(無名のバンドを
誘致してメッカを作る)／オールナイトコンサート／野
外フェス（時間を制限する（夜９時までなど））/桜島を
背景としたバルーンフェスタ
●人が集まるイベントが行われる交流の場
《背景》騒音の問題／人を呼び込む工夫が必要／歴史・
伝統／地域の連携／回遊性を生かす／人気スポーツ
《提案》コンサート／野外フェス／ちびっ子サッカー大
会／フットサル（練習・大会）／早朝から使えるスペー
ス（吹奏楽・合唱など）／祭り／中央公園や県民交流セ
ンターと連携したイベント／子供が喜ぶキャラクター
ショー
●地域の特性を生かし誰もが楽しめる広場
《背景》ペットも共存できる／ルールの徹底が必要／今
まであった地域特性を生かす／歴史・伝統／地域の活動
／住民が利用しやすい仕組みづくり／日常的な維持管
理の問題
《提案》フリーマーケット／地域の特性を生かした体験
イベント／ペット連れの人が楽しめるドッグラン／ド
ッグコンテスト／糸島市の伊都菜彩のような物産展／
歴史が学べるスペース（修学旅行生や地元の子供たちに
開放する）／地元及び県内の伝統芸能の発表の場／文化
的活動の場として活用／多くの人が関われる仕掛け（花
壇など）／地元町内会や通り会の自主的な運動へつなげ
る／指定管理者制度の活用

●多様なイベントが行われる場
《背景》地域資源をつなぐことが大切／非日常的な空間
にしたい（インパクトがあるように）
《提案》毎年恒例のイベント／大隅の B 級グルメ大会
（屋根の下で）・味バトル／県内各地域の物産展／手づ
くり・手作業技術者のイベント／飲食イベントには給排
水施設が必要／周辺の史跡・公園めぐりや散策の拠点
（それぞれをつなぐ整備が必要）／景観のよさを生かし
てブライダル会場、ベンチ・カフェ／プロジェクション
マッピング／お祭り広場（県外からのイベント誘致）
●上質な日常が送れる憩いの場として
《背景》口コミで話題が広がるように／愛着を持たせる
工夫もいる／ロケーションがいいとみんなに好かれる
《提案》ベンチやいすの工夫（ネーム入り）／芝の上で
読書／芝の上でビール／芝の上で寝転がりたい／芝の
上でパブリックビューイング／おしゃれなカフェレス
トラン
●スポーツ交流の場
《背景》エコフレンドリーな公園にしたい／常に人が集
まるように／国内外に上町をアピールする
《提案》できるだけ自動車を使わずに来る／健康志向の
スポーツ大会開催（老若男女参加）／朝活イベント（仕
事前に体を動かす、太極拳、ラジオ体操）／スポーツコ
ミュニティの場／フットサル会場として（平日夜・土日）
／外国人選手を招待したスポーツイベント・全国的に開
催されるイベント（⇒運営費が必要）／美容イベント（屋
内、市民・県民が参加する美容ショー）／ランニングコ
ースの起点になる施設
●コミュニケーションの場
《背景》あいさつやコミュニケーションが大切／まちな

かの新しいライフスタイルになるように

《提案》高校生・若者がフットサルなど気軽に球技でき

る公園に／大ラジオ体操／物々交換イベント／近所以

外でもママ友づくりができる場／花火大会の日に開放

する

○その他～周辺開発も大切～
《背景》記憶の残る駅（昔を偲ぶことができる）／地域

を活性化させることが大切

《提案》鹿児島駅の再生（レトロ調の駅に）／駅周辺の

アクセスをよくする／駅周辺の開発を急ぐ／駅周辺の

活性化（ホテル誘致などで外国人を呼びこむ）

将
来
像

を
一
言
で

「上町いこいとつどいの広場」 『できないことより、できることが多い広場
に！』

●当日の成果 広場の将来像 ～イベント広場の今とこれからを考えよう～


