
作成：会議ファシリテーター普及協会　稚内支部

アイディアのネタ集

 若者の考えと笑顔で、会場がひとつになりました！

稚内市まち・ひと・しごと創生総合戦略

～サロンで１９３個のアイディアがでた～



【今回のサロン趣旨】

　稚内市では、「稚内市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の

策定を進めており、「稚内市地方創生市民会議」において各団

体から様々な意見を伺っているが、これから進学や就職を迎え

る若い世代（学生・生徒）の考えも策定の参考とするために市

内の高校生、大学生、市の若手職員が一緒になって、

主催者代表
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　　　住み続けたいまちになる

　　　　“楽”しくて“ユニーク”な

　というテーマで話し合いました。

　稚内市政策調整部参事兼財政経営課長

「稚内が住みたいまち、

　　　　　　　アイディアを出し合おう！」

川　野　忠　司



　これは参加者から出された１９３個のアイディアを話し合って絞り込み、最後に

参加者一人３票、主催者・運営一人１票で投票した結果です。

【注意】ここで出されたアイディアはすぐに実行するためというより、今後の稚内

　　　　を考えていくためのアイディアの『ネタ』として欲しいというものです。

《ランキング結果》
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・遊べるところを増やす

アイディアランキング

３

・全国から人が集まるような場所づくり（デートスポット、ここにきたら恋愛が成就
　するスポット、動物園、遊園地、結婚式場）

・稚内で結婚したり、子どもを産んだりすると助成金がでる。夫婦で稚内に家を
　建てたら助成金が出る！制度をつくる！

１

２

５

６

・稚内の改革　⇒　稚内チャーメンランドに名称変更！

・アーケード街を元気に！！

・若者の起業を支援

・稚内にドームを！！

・牧場で音楽フェス開催

・市内の道路整備（外灯、ボコボコのところを直して誰でも歩きやす
　い道路づくり、サイクリングロード、ランニングロードなど）

・女子（高）大を増やしてほしい！

・稚内に遊ぶ場所を！！

・都会のような接客改善

・百年記念塔を派手に！

・稚内ブランドを買う時に、稚内に住んでいるとお得（お買い得）になるような
　システム（会員制等）を作る。もっと稚内ブランドを市内外に広める（ポスタ
　ー貼りまくる）

・店を増やす⇒ショッピングモール

・自然を生かして観光客を増やす

・交通手段を増やす

・市内の学校が商店街を明るく

・職の選択肢を増やして欲しい！
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【会場・話し合いの様子】

↑ 今回の会場テーマは、学生主体のため“居酒屋ランチＴＩＭＥ”？！

↑ アイスブレイクは、稚内ソウルフード「チャーメン」店名当てクイズに挑戦中、真剣です！

↑ 自分の意見を一生懸命、書き出しています、最高は14枚の意見を書きました！

↑ グループ全体の意見を、グループのアイディアに絞り込んでまとめます！
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↑ みんなで個々の意見を整理して、グループとしての意見をまとめていきます！

☆今回のサロンは、若者をメインにして、市内の高校生、大学生、市の若手職員の26名

　が参加して話し合った。このように、いろいろな人を集めて行うまちづくりを「協働

　のまちづくり」といい、今、全国で行われているまちづくりの大きな流れです。
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↓ 各グループのアイディアに、いいなぁ～と思うアイディアに投票します！（投票結果）

　
↓
参
加
者
代
表
か
ら
の
感
想
↓

急遽、余興！羊羊'Sの「ひげダンス」

　　　同級生ペア、息ピッタリで、大技も、見事大成功！ ↑ 司会と進行役のＷコン



◆　昨年の「大学サロン」でも出席させていただいたのですが、前回にまして楽しい時間、有意義
　な時間を過ごすことができました。今年で卒業ですが来年からも１人の社会人として出席したい
　と思います。ありがとうございました。

◇　初めてあった人達でしたが明るく話などができて本当に楽しかったです。

◆　今回も楽しく交流できたので、また参加したいと思った。

◆　今後の稚内に役立つ話ができたかは分かりませんが楽しかったので良かったです。景品をもら
　うこともできていい思い出になりました。

◇　最初は、知らない人がいるグループでこのサロンをうまくやっていけるか不安でしたが、交流
　していくうちに楽しくなって、地元である稚内について語って意見を出せて楽しかったです。

◆　いろいろな方と話せて楽しかったです

◇　明るく楽しい雰囲気で話し合いができたので、とても楽しかったです。

◆　楽しくサロンができた。もっと他の人達も参加していくといい。高齢者の意見も聞くことも重
　視するといいと思った。

◇　思ってたより楽しかった。

◆　サロンでせっかく出会った方々とのつながりをサロン以外でもつくれたらいいかな
　（一緒に遊ぶなど）

◆　色々な楽しめるような工夫がされていて、よかったです。

◇　自分の班の投票数がのびていたのでよかった。

◆　２回目のまちづくりサロンで、今回も楽しかったです。お茶をこぼしてしまった時にふいてく
　れた方ありがとうございました！！

◇　高校、中学をまわってやってみたらたくさんの意見が集められると思う

◆　稚内をこれからも頑張って支えてください。

◇　このサロンでいろいろなことを学んだので、今後の生活に活かしていきたいです。

◆　チャーメン食べたいです。

◇　普通ならありえないアイデアもたくさんありとても面白かったです。もっとこのサロンの存在
　を押し出しても良いと思います。また出席したいと思いました。

◆　ジャンケン勝ちすぎてゴメンナサイ※スタッフで分けました

◇　すごくグループ内でワイワイ楽しくできたのでよかったです。たくさん意見とかでたし、山田
　さんとかグループ内を盛り上げてくれたのでよかったです。またこのような機会があれば出たい
　と思いました。
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◇　本日はこのようなサロンを開催していただきありがとうございました。

◆　今日出てきた意見がきちんと反映されて、若者にも高齢者にも住みやすい町になったらいいな
　と思います。

◇　高校生や、学生がしっかりしている子たちが多くて刺激になりました。自分の立場でできるこ
　とを見つけて行動していけたらいいなあと思いました。

◇　初めて会う人とも話し合いができてよかった



テーマ：稚内が住みたいまち、住み続けたいまちになる

　　　　　　　　　　　“楽”しくて“ユニーク”なアイディアを出し合おう！

グループ：1 メンバー：簑島　海（稚高1）、櫛引　隼人（防災安全課）、清野　恭大（大学3）、

阿部　瑞希（谷高3）、木村　咲季（谷高2）

○やる

・イベントの回数を増やす

・お祭り

・イベントを積極的に

・コスプレパーティー

・スタンプラリー

○あそぶ

・ルスツみたいなもの

・ショッピングモール建設、つくる

・アミューズメントパークを作る

・レジャー施設がほしい

・大きなお店をつくる（イオン）

○呼ぶ

・アーティストを呼んでライブをする

・芸能人を頻繁に呼ぶ（毎日呼ぶ）

・ドームを作る（ライブ、野球ができるサイズ）

・スポーツを見たい、生で！！

○元気に！！

・ライブハウス商店街に

・駅が浮いている

・北地区を賑やかにする

・学生が楽しめる場所を！！

・商店街を一新する

・学生が気軽に集まれる場所を作る

・海外のスイーツのお店（パンケーキetc）

・アーケード街の活性化

・家族が楽しめる場所を！！

・中央商店街を元気にする

○任せる！！

・北洋漁業を復活させる

・減税

・地下鉄をつくる

・公共料金の減額（特にガス）

・バスの本数を増やす

・古い建物すべて壊し、新しい建物建設（綺麗に見える）

・安定した企業を増やす

・お年寄りが住みやすいような対策をする
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テーマ：稚内が住みたいまち、住み続けたいまちになる

　　　　　　　　　　　“楽”しくて“ユニーク”なアイディアを出し合おう！

グループ：2 メンバー：沼田　翔哉（谷高1）、板谷　瞭（稚高2）、中島　拓人（大学1）、

良本　未菜（稚高3）、福原　利奈（農政課）

○カップル

・若者に対し、稚内人だけではなく、外からも来たいと思わせるデートスポット

・結婚式をあげる場所を増やす

・プロポーズしたら結ばれやすくなる的な場所をつくる

○観光

・特産品をもっと全国にアピールする ・観光地をいっぱいアピールする

・稚内だけという名産みたいなのをつくる ・宗谷丘陵を冬でも入れるようにする

・鹿公園をつくる ・山にロープウェイ

・稚内ブランドの売り出し方の工夫、ポスターをもっと増やす

○店・遊び場

・若者が集まれる場がたくさんあったらいいな ・喫茶店を増やす

・子どもが遊べる場所をいっぱい作る！でかい公園 ・遊園地

・若者に起業させる（空き店使用） ・外国人向けのバーを作る

・バッテイングセンターをつくる ・動物園をつくる

・閉まってるシャッターに絵を書く、有効利用する ・子供や学生が遊べる場所を増やす

・商店街（アーケード街）をもっとうまく活用する ・稚内公園に遊園地をもう一度！

・駅前ばかりではなくアーケード街にもお店をもっと出す（学生に起業させてみる）

・もう少し気楽に遊べたり、たまり場にできる所をつくる

・小さいミニラウンドワンをつくる（みんなが飽きないような場所づくり）

○イベント・おまつり

・冬のイベントを増やす ・そのための会場を時間はかかっていいので作る

・祭りなどの行事を増やす ・稚内で全国に知れ渡るようなイベント

・アーティストやお笑い芸人を呼ぶ ・雪使うイベント（稚内ゆきまつり）

○医師不足問題

・医者を増やしてみんなが安心して暮らせるようにする

・良い医者をたくさんよべるようにする

○老人福祉

・おじいちゃん、おばあちゃんが健康で長生きできるような場所づくり

・誰でも入れるような老人ホーム（規制がゆるい）

○稚内限定の免税制度

・夫婦で家を買ったら安くなるシステムをつくる

・免税の制度ができる

・結婚をしたらお金をあげる

・子どもを産んだらお金をあげる

・お金を出してあげて外に出して資格を取らせ、稚内で起業させる

○自然

・海岸をキレイにしてみんなが来れるようなビーチを作る

・稚内は自然がすごく目立っていいので、自然を大事にして

　住むところを増やす

・自然環境を豊かにして、住む場所を増やす

○仕事

・風車をいっぱいつくる、雇用ＵＰ

・情報が集まる場にする。仕事などを増やす

・風車の施設拡大、山にもっと立てる

○稚内市のまち整備

・港の整備

・きれいな道路をつくる

・道路、歩道を整備してほしい

・サイクリングロード、河川の整備、ライト（外灯）を明るく

・プレジャーボートが自由にできるように港を整備

○施設

・稚内にしかない施設をつくる ・スポーツ用品店を増やす

・スポーツができるところをいっぱい増やす
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テーマ：稚内が住みたいまち、住み続けたいまちになる

　　　　　　　　　　　“楽”しくて“ユニーク”なアイディアを出し合おう！

グループ：3 メンバー：三上　竜平（稚高1）、大野　拓海（谷高2）、勝又　万由子（大学1）、

阿部　萌花（谷高2）、堀　耀太（収納課）

○企業

・大手企業を連れてこい！

・人を呼び戻す

・出掛ける所がいっぱいある

・若い人が行きたい店とか増やす

・大きいお店をつくる

・起業

・ショッピングモール

・ショッピングモールの中に西條をいれる

・ドームなど芸能人がきてＬｉｖｅができる

○重要

・市民一人ひとりの意見が反映される

・サロン

○テレビ

・稚内を舞台にしてドラマやアニメをつくる

・聖地巡礼（ジブリとか…）

・北のカナリアたち

○教育

・高校、大学を増やす

・専門学校

・医療大をつれてこい

・地元で生かせる人材づくり

・種類が増えれば、稚内に残りながら、勉強しながら

　働ける

○稚内

・ふるさと納税でもらえるものを豪華にする

　（カニ、ウニ、ホタテ）

○自然

・海をもっとキレイに ・外灯を増やす

・自然が多い ・夜でも明るい町

・ハマナス（花）を推す！

・明るいところをかたよせるのではなく、

　バランスよく明るい街

〇お祭り

・名物だけでお祭り

　（ホタテとか、北寄貝とか鹿肉とか昆布とか）

・大規模なお祭りをやる

・海産物が個人で獲れる場所欲しい

○施設

・みんなのいこいの場になるような大きくて

　きれいな公園をつくる

・遊園地とか、水族館

・子どもでも楽しく住める

・体育施設を増やす

・外にバスケなどができる場所をつくる

・水族館を大きくしたり、

　子どもから高齢者まで楽しめるようにする

・テニスコート

・新しくする

・観光客でも楽しめる

○名物

・市民になってくれたら特典が付いてくる（名物）

・名物を増やす

・最北名物をつくる（または、もっと推していく）
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テーマ：稚内が住みたいまち、住み続けたいまちになる

　　　　　　　　　　　“楽”しくて“ユニーク”なアイディアを出し合おう！

グループ：4 メンバー：都留　稜太（稚高1）、渡辺　一樹（谷高3）、大野　颯太（大学4）、

板垣　絢子（稚高3）、斉藤　日花里（谷高3）、伊原　大貴（財政経営課）

○自然

・海をきれいにする

・自然の豊かさを生かす工夫をする

・サイクリングロード（コース）が欲しい

○大学

・大学を大きくする

・大学の発信力を増強

・大学や専門学校を増やす

・大学と連携したイベント企画（ボランティア）

・奨学金制度の充実

○イベント

・たくさんイベントをやる

・かまくらレストラン

・牧場で音楽フェス

○観光

・東京タワー的なものを作る

・百年記念塔を派手に

・プロジェクションマッピング

・観光地としての宣伝をする

○娯楽

・自由に遊べる場所を増やす

・動物園をつくる

・ラウンドワン

・水族館の種類や数を増やす

○会社

・起業⇒商店街

・企業誘致

・雇用拡大

○商業

・もっと大きな商業施設を建てる

・色々な商品の数を増やしてほしい

・一ヶ所に商業施設をまとめる

・ブランド店をつくる

・電気屋さんを増やしてほしい

・イオンをつくる

・セブイレブンやローソンなどをつくる

・飲食店を夜遅くまで営業してほしい

○まち整備

・街灯を増やす

・市内の学校が商店街を明るく（アイスキャンドルロード）

・冬に各町内会でアイスキャンドルづくり⇒主要道路を明るく

・自転車が走りやすい道にする

・街並みをきれいにする

○くらし

・新幹線を通してほしい

・タクシー料金を安くして欲しい

・バスをワンコインにする

・家賃を安く

・ＩＣカード
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テーマ：稚内が住みたいまち、住み続けたいまちになる

　　　　　　　　　　　“楽”しくて“ユニーク”なアイディアを出し合おう！

グループ：5 メンバー：志和　大輔（谷高3）、加藤　将大（稚高3）、米田　彩華（谷高1）、

山田　慎也（土木課）、竹元　彩（会計室）

○就職

・職の選択肢を増やす

○接客

・店員の接客態度を都会のようによくする

・美人店員がほしい

・イケメンほしい

○環境

・きれいなまちにする

・大きい噴水がほしい

○施設

・お金を使わなくても、ゆっくりできる場所がほしい

・音楽フェスがほしい

・野球などができるドームがほしい

〇観光ＰＲ

・観光スポットを全国にどんどん紹介する

○学校

・女子高をつくってほしい

・女子大をつくってほしい

〇遊ぶ場所

・小さい子どもが遊べる施設をつくってほしい

・もっと遊べるところがほしい

・ゲームセンター

・イーオン（遊園地）

〇交通機関

・新幹線がきてほしい

・地下鉄

・高速道路

〇医療機関

・医者、病院を増やしてほしい

・病院内の課を増やす（マッサージ課もほしい）

・美人の看護師もほしい

〇ショッピング

・遅くまでやっている店があるといい

・商業施設ができればよいと思います

・ローソン、セブンイレブン、サンクスができてほしい

・大きいスポーツ屋がほしい
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「稚内市ひと・まち・しごと創生総合戦略」 

若者による、若者のための ま ち づくりサロン 
（２０１５年９月１２日 開催） 

 

   ■ 主     催：稚内市政策調整部財政経営課経営グループ 
   ■ 運営･進行：会議ファシリテーター普及協会 稚内支部  


