
合わせる
◇ 「わたしたちが欲しいエキまちの未来」の共有
・⼤切にしたい価値観・空間・暮らし⽅の共有

◇ まちづくりの重点エリアを定める
・やりたいことが重なる、連携が⼤切な場所

◇ プロジェクトの提案
・いつでも受付け、ストックして共有

◇ プロジェクトの実現
・PJ 実現に向けたチームアップ・PJ 実施⽀援

を⾼める
◇ 情報共有の仕組みづくり
・まちや PJ に関する情報の共有

◇ 連携体制の構築
・⺠と⺠、⺠と市の連携体制構築

    価値観とビジョンの共有
■ 未来のために⾏動する⼈たちの⽬指す⽅向を

合わせる
◇ 「わたしたちが欲しいエキまちの未来」の共有
・⼤切にしたい価値観・空間・暮らし⽅の共有

◇ まちづくりの重点エリアを定める
・やりたいことが重なる、連携が⼤切な場所

    プロジェクトの提案と実⾏
■ 未来に向けて⾏動を具体化、⾒える化する
◇ プロジェクトの提案
・いつでも受付け、ストックして共有

◇ プロジェクトの実現
・PJ 実現に向けたチームアップ・PJ 実施⽀援

    情報の共有と連携
■ 連携によってモチベーションを⾼め、パワー

を⾼める
◇ 情報共有の仕組みづくり
・まちや PJ に関する情報の共有

◇ 連携体制の構築
・⺠と⺠、⺠と市の連携体制構築

⽇ 時︓2022 年６⽉１⽇（⽔）午後７時〜９時
場 所︓駅前交流テラスすわっチャオ
参加者︓24 名

⽇ 時︓2022 年６⽉１⽇（⽔）午後７時〜９時
場 所︓駅前交流テラスすわっチャオ
参加者︓24 名

■ エキまちカイギの役割

テーマ︓上諏訪の未来を創るプロジェクトを考えよう︕ その３テーマ︓上諏訪の未来を創るプロジェクトを考えよう︕ その３テーマ︓上諏訪の未来を創るプロジェクトを考えよう︕ その３
エ キ ま ちエ キ ま ち

■ エキまちカイギとは︖■ エキまちカイギとは︖
・⾃らの欲しい未来を地域の⼈の⼒で創

る場
・⺠と⾏政がそれぞれの⽴場で、できる

ことをして、⺠と⺠・⺠と⾏政の連携
により、まちづくりの効果を⾼める場

・⾃らの欲しい未来を地域の⼈の⼒で創
る場

・⺠と⾏政がそれぞれの⽴場で、できる
ことをして、⺠と⺠・⺠と⾏政の連携
により、まちづくりの効果を⾼める場

■ 対象エリア■ 対象エリア
・上諏訪駅・湖畔・⾼島城・五蔵・   
  商店街 周辺
・上諏訪駅・湖畔・⾼島城・五蔵・   
  商店街 周辺

■ ルール■ ルール
・参加者は会員。でも出⼊りは⾃由
・他⼈をあてにせず、⾃らできることを

する
・価値観は共有するが、⾏動に関する合

意形成はしない
・⾃⽴し、継続することを前提とする

・参加者は会員。でも出⼊りは⾃由
・他⼈をあてにせず、⾃らできることを

する
・価値観は共有するが、⾏動に関する合

意形成はしない
・⾃⽴し、継続することを前提とする

◇ ⾃然 眺望がよく、オープンスペースなどがある諏訪湖
         温泉街・歴史的建造物などを産んだ上諏訪温泉

◇ 産業 ものづくり産業、⽶・花きなどの農業
◇ 空間・インフラ

特急が停⾞する駅、アーク諏訪、⻄⼝の低利⽤地
などがある上諏訪駅周辺

◇ 歴史・⽂化
諏訪⼤社、⾼島城、⿓神伝説などの歴史
特⾊ある酒蔵、古⺠家再⽣などの⽂化

◇ ⾃然 眺望がよく、オープンスペースなどがある諏訪湖
         温泉街・歴史的建造物などを産んだ上諏訪温泉

◇ 産業 ものづくり産業、⽶・花きなどの農業
◇ 空間・インフラ

特急が停⾞する駅、アーク諏訪、⻄⼝の低利⽤地
などがある上諏訪駅周辺

◇ 歴史・⽂化
諏訪⼤社、⾼島城、⿓神伝説などの歴史
特⾊ある酒蔵、古⺠家再⽣などの⽂化

■ わたしたちをかこむ資源■ わたしたちをかこむ資源

・これから進んでいくためのベースとなる価値観と、⽬指すビジョンを共有するため、第
１回カイギでみなさんより頂いた「想い」を、「わたしたちをかこむ資源」と「わたした
ちが欲しいエキまちの未来」として整理しました。

・この「資源」と「欲しい未来」は、第５回カイギで深堀りし、今後もバージョンアップ
をしていきます。

・これから進んでいくためのベースとなる価値観と、⽬指すビジョンを共有するため、第
１回カイギでみなさんより頂いた「想い」を、「わたしたちをかこむ資源」と「わたした
ちが欲しいエキまちの未来」として整理しました。

・この「資源」と「欲しい未来」は、第５回カイギで深堀りし、今後もバージョンアップ
をしていきます。

・SNS 等で
PJ 情報共有

・SNS 等で
PJ 情報共有

・定期開催
・PJ の提案・相談・仕組みづくりなど
・定期開催
・PJ の提案・相談・仕組みづくりなど

・チームで検討
実⾏

・チームで検討
実⾏

・これまでファシリテーターの⻄尾さんより説明したエキまちカイギの概要です。
  今回の提案プロジェクト（PJ）の概要は２ページ⽬をご覧下さい。
・これまでファシリテーターの⻄尾さんより説明したエキまちカイギの概要です。
  今回の提案プロジェクト（PJ）の概要は２ページ⽬をご覧下さい。

■ 欲しいエキまちの未来■ 欲しいエキまちの未来
・エキまちにしかない暮らしを

⼤切にするまち
・居るだけで⼼地よく、情景を

楽しく感じるまち
・何気ない⽇常の中に⼩さな「お

⽬当て」を持てるまち
・時間と世代を超えてつながる

豊かさを知るまち

・エキまちにしかない暮らしを
⼤切にするまち

・居るだけで⼼地よく、情景を
楽しく感じるまち

・何気ない⽇常の中に⼩さな「お
⽬当て」を持てるまち

・時間と世代を超えてつながる
豊かさを知るまち

■ エキまちカイギの運営■ エキまちカイギの運営

情報
共有
情報
共有
情報
共有

会議会議会議

PJPJPJ

  情報
共有
情報
共有
情報
共有

  PJPJPJ

  会議会議会議
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１． エキまちカイギについて

２． 価値観とビジョンの共有

オンラインでも

ご参加いただきました︕オンラインでも

ご参加いただきました︕オンラインでも

ご参加いただきました︕

集中的に取組む場所を考えていきましょう

集中的に取組む場所を考えていきましょう

集中的に取組む場所を考えていきましょう



➌諏訪湖の詩➌諏訪湖の詩

・公園や広場、イベントなどで諏訪湖の詩を流し、今まで知
らなかった諏訪を発⾒する機会や、⼈が集まるきっかけ、
PR・⼝コミの起爆剤とする

・諏訪を PR し、訪れてよかったと思ってもらう

・公園や広場、イベントなどで諏訪湖の詩を流し、今まで知
らなかった諏訪を発⾒する機会や、⼈が集まるきっかけ、
PR・⼝コミの起爆剤とする

・諏訪を PR し、訪れてよかったと思ってもらう

池⽥昌⼦さん池⽥昌⼦さん

諏訪の魅⼒を詩にした⾳楽（諏訪湖の詩）を
BGM として流し、諏訪を PR
諏訪の魅⼒を詩にした⾳楽（諏訪湖の詩）を
BGM として流し、諏訪を PR

・道・拠点の整備（諏訪湖
周⾃転⾞活⽤推進計画の
予定区域に期待）

・広域連携（下諏訪や岡⾕
での拠点設置）

・ゆる散歩・ゆる⾃転⾞・
ゆるカヤック仲間募集

「週末⼀緒に楽しみませ
んか︖」（お誘い）

・道・拠点の整備（諏訪湖
周⾃転⾞活⽤推進計画の
予定区域に期待）

・広域連携（下諏訪や岡⾕
での拠点設置）

・ゆる散歩・ゆる⾃転⾞・
ゆるカヤック仲間募集

「週末⼀緒に楽しみませ
んか︖」（お誘い）

➊歩きやすい街へ ➊歩きやすい街へ 

・⾃動⾞から⾃転⾞・電動キックボード・徒歩へチェンジする
スイッチングステーション（拠点）・貸出ショップづくり、ま
ち案内ツアーの企画

・観光客や市⺠に、古い街並みや⽔の魅⼒などを知ってもらう
ことで観光収益などを得て、⾃電⾞や歩⾏者が楽しく通⾏し
やすい街づくりへつなげる

・まずは東バル跡地での実証実験を⾏う

・⾃動⾞から⾃転⾞・電動キックボード・徒歩へチェンジする
スイッチングステーション（拠点）・貸出ショップづくり、ま
ち案内ツアーの企画

・観光客や市⺠に、古い街並みや⽔の魅⼒などを知ってもらう
ことで観光収益などを得て、⾃電⾞や歩⾏者が楽しく通⾏し
やすい街づくりへつなげる

・まずは東バル跡地での実証実験を⾏う

藤森未起さん藤森未起さん

⾼すぎる⾃動⾞依存からの脱却⾼すぎる⾃動⾞依存からの脱却

・持ち運びに便利な発電装
置を制作し、実⽤化する
協⼒者募集

・温泉の活⽤・使い⽅など
を⾒直す

・持ち運びに便利な発電装
置を制作し、実⽤化する
協⼒者募集

・温泉の活⽤・使い⽅など
を⾒直す

HELP!HELP!

❷温泉熱を活⽤し（CO2 を全く出さない環境にやさしい） 
温度差発電で街を明るく照らす

❷温泉熱を活⽤し（CO2 を全く出さない環境にやさしい） 
温度差発電で街を明るく照らす

・温泉と湖⽔、川の⽔を活⽤し、環境にやさしい温度差発電で、
街なかの案内標識、公園・湖畔の街灯などを照らす

・湯⼩路平温泉の看板の発電（24 時間点灯）実績あり

・温泉と湖⽔、川の⽔を活⽤し、環境にやさしい温度差発電で、
街なかの案内標識、公園・湖畔の街灯などを照らす

・湯⼩路平温泉の看板の発電（24 時間点灯）実績あり

鉄羅康夫さん鉄羅康夫さん

温泉の余り湯を使った発電で、輝く温泉の街とする温泉の余り湯を使った発電で、輝く温泉の街とする

・約 15 分の詩・メロディー
を流せる場所、諏訪の魅
⼒を発信する歌詞を募集

・約 15 分の詩・メロディー
を流せる場所、諏訪の魅
⼒を発信する歌詞を募集

皆
さ
ん
と
市
へ

皆
さ
ん
と
市
へ

皆
さ
ん
と
市
へ

皆
さ
ん
と
市
へ

皆
さ
ん
と
市
へ

皆
さ
ん
と
市
へ

・市では、皆さんの提案や HELP! を受けて、皆さん
が⽇常的に交流・情報交換する場を設置します

・現在、エキまちカイギの Facebook を⽴ち上げ
る準備をしており、誰もが閲覧・コメント可能
な公開ページと、プロジェクトを着実に実⾏・推
進していくために限られたメンバーで情報共有
するグループを設定する予定です

・市 HP などで、Facebook の公開をお知らせします

・市では、皆さんの提案や HELP! を受けて、皆さん
が⽇常的に交流・情報交換する場を設置します

・現在、エキまちカイギの Facebook を⽴ち上げ
る準備をしており、誰もが閲覧・コメント可能
な公開ページと、プロジェクトを着実に実⾏・推
進していくために限られたメンバーで情報共有
するグループを設定する予定です

・市 HP などで、Facebook の公開をお知らせします

１）事前に、提案し
たいプロジェク
トを募り、今回
は３名の⽅にプ
レゼンしていた
だきました

１）事前に、提案し
たいプロジェク
トを募り、今回
は３名の⽅にプ
レゼンしていた
だきました

３）皆さんの書き込みを
⾒て、プレゼンターや
⻄尾さんと⼀緒に意⾒
交換し、各プロジェク
トの今後の動きなどを
共有しました

３）皆さんの書き込みを
⾒て、プレゼンターや
⻄尾さんと⼀緒に意⾒
交換し、各プロジェク
トの今後の動きなどを
共有しました

２）プレゼンの後、参加
者の皆さんにはカード
や zoom のホワイト
ボード機能を使って、
プレゼンターへの質
問・提案・情報を書き
込んでいただきました

２）プレゼンの後、参加
者の皆さんにはカード
や zoom のホワイト
ボード機能を使って、
プレゼンターへの質
問・提案・情報を書き
込んでいただきました

皆さんのカキコミ

皆さんのカキコミ

皆さんのカキコミ

皆
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へ

皆
さ
ん
へ

・情報やプロジェクトの進捗を共有す
るためのアイデアをお寄せください

・また、３名の⽅がプロジェクトを進
めていくための「HELP!」にもご協⼒
をお願いします

・情報やプロジェクトの進捗を共有す
るためのアイデアをお寄せください

・また、３名の⽅がプロジェクトを進
めていくための「HELP!」にもご協⼒
をお願いします

QR コードからアクセスして、⼊⼒フォームよりアイデア・情報をお寄せください︕

QR コードからアクセスして、⼊⼒フォームよりアイデア・情報をお寄せください︕

QR コードからアクセスして、⼊⼒フォームよりアイデア・情報をお寄せください︕

HELP!HELP!

HELP!HELP!

次の
動き
次の
動き

HELP!HELP!

⾃動⾞からスイッチングする
拠点設置の提案
⾃動⾞からスイッチングする
拠点設置の提案

・ゆる散歩やゆる⾃転⾞など
をしながら、アクションを
考える

・ゆる散歩やゆる⾃転⾞など
をしながら、アクションを
考える

・⼦どもや市などを巻き込みな
がら、簡単な実験から始める

・⼦どもや市などを巻き込みな
がら、簡単な実験から始める

・諏訪の魅⼒を紹介する歌詞を
募集

・諏訪の魅⼒を紹介する歌詞を
募集

次の
動き
次の
動き

次の
動き
次の
動き

３．プロジェクトの提案

今後も皆さんに提案して

いただく機会を設けます今後も皆さんに提案して

いただく機会を設けます今後も皆さんに提案して

いただく機会を設けます

４．市からのお知らせとお願い


