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はじめに 

 

見附市議会では、議会活性化、まちづくりの取組みの一つとして、平成 25年から見

附市内の各種団体と意見交換会を実施しています。 

近年、見附市はコミュニティ銭湯の整備、空き店舗活用等により、まちなか賑わいの

創出に注力していることから、平成 30年度については、商店街の皆様の声をまちづく

りに活かすため、商店街関係者と意見交換会を行ないました。「見附市の商店街の将来

像について」をテーマとして、商店主の皆様から活発に発言いただき、見附市の商店街

の現状及び将来に向けた貴重なご意見を聞くことができました。 

今後の見附市議会の活動に活かせるよう、意見交換会の実施状況を報告書としてとり

まとめました。 

 

見附市議会 意見交換会運営委員会  



 

2 

 

１．実施目的 

コミュニティ銭湯の整備、空き店舗活用等により、近年、見附市はまちなか賑わ

いの創出に注力していることから、商店街における現状や課題などを把握し、今後の

議会活動に活かすために、商店街の皆様と意見交換会を行う。 

 

２．開催日時 

平成 30年８月 10日（金） 午後３時から午後４時 30分 

 

３．開催場所 

見附市役所５階 見附市議会委員会室 

  

４．参加者 

商店街関係者（本町中央、本町、新町、今町） 14名 

見附市議会議員 ９名 

 

５．意見交換テーマ 

「見附市の商店街の将来像について」 

①見附地区または今町地区の商店街の良い点、残念な点は何ですか。 

②コミュニティ銭湯ほっとぴあ、パティオにいがた、大凧伝承館などがオープ

ンしてから、貴店への影響を何か感じますか。 

③10年後の商店街の姿（将来像）はどのようになってほしいですか。 

④将来像の実現に向けて、どうしていきたいですか。また、提案があればお聞

かせください。 

⑤グループ発表 
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６．対話方法 

◇商店街関係者３名または４名、議員２名を１グループとし、４グループに分かれる。 

◇議員の司会進行により、前述５．意見交換テーマの①、②、③、④について、商

店街関係者から意見を聞く。 

◇参加者全員の前で、各グループで出た意見を商店街関係者から発表してもらう。 

 

７．意見交換会次第 

①開会あいさつ 

②意見交換 

③グループ発表 

④閉会あいさつ 
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８．商店街関係者の意見 

「見附市の商店街の将来像について」をテーマとし、下記について意見交換を行った。 

①見附地区または今町地区の商店街の良い点、残念な点は何ですか。 

②コミュニティ銭湯ほっとぴあ、パティオにいがた、大凧伝承館などがオープ

ンしてから、貴店への影響を何か感じますか。 

③10年後の商店街の姿（将来像）はどのようになってほしいですか。 

④将来像の実現に向けて、どうしていきたいですか。また、提案があればお聞

かせください。 

 

参加された商店街関係者から、下記の意見が出された。 

 

①見附地区または今町地区の商店街の良い点、残念な点は何ですか。 

良いところ 

◇店舗間のつながり 

・今町地区商店街の商店主同志が協力的である。 

・今町地区の商店街はまとまりが良い。 

・商店のまとまりが良い。 

◇良好な環境 

・見附地区商店街の裏道、脇道がおもしろい。 

・今町地区商店街は長さと幅がちょうどいい、雁木がいい！ 

・まちなかは便利。アーケードあり、商店、銀行、医院あり。 

・アーケードがある。 

・雨や雪の日にアーケードがあってよい。 

・夜も明るい。 

・適度にちょうどいい。 

◇新規出店等 

・空き店舗が少ない。 

・この２年間で新しい店ができた。 

・新規出店のお店がふえている。 

・銀行が商店街にしっかりある。 
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◇顧客関係 

・お気に入りのお店でゆっくりできる。 

・安心して買い物ができる。 

・お客様にわがままを言ってもらえる。 

・昔からのお客にご利用をいただき、固定のお客様が多い。 

・シニアの方が多い。 

◇アクセス・駐車 

・車のアクセスが良い。 

・道路に駐車ができるのは非常に良いことである。 

・路上に車をとめてもよい。 

・路上駐車できる。 

 

残念なところ 

◇周辺環境（住民等） 

・まちなかの住民が少なくなってきている。 

・住民が減少している。 

・学生が少ない。学校がない。学生のバイトがいない。 

・商店街のお店とのつながりが少ない。 

・一歩裏側に入ると空き地が多くなった。 

・大型店が進出している。 

・見附の３商店街がもう少し一つにまとまったほうがよい。 

・まわりの環境が整備されているのに、それを生かし切れない。 

・ＮＨＫラジオはいらない。 

・アーケードには立木もあり、開放的で明るくていいのだが、若手も少なく子供の声

がしないのがさみしい。 

◇出店者関係 

・肉屋がない。お惣菜屋もしかり。 

・店舗の業種不足。 

・スーパー等足りない業種がある。 

・生活で必要な商品が商店街ではそろわない。 



 

6 

 

・以前はスーパー、銀行、食品店など、軒並みありましたが、今は年々閉店する店が

後を絶たず、商店街として成り立っていない。 

・店が少ない。 

・オープン化が不足しているのではないか。 

・価格が高いものが多い。 

・高齢化、後継ぎがいない。 

・後継者が少なく、今後、店舗の減少が進みそう。 

・商店主が高齢化している。若い人が少ない。 

・商店街なのに土日休みの店が多い。 

・日曜に閉店しているお店が多い。 

◇空き店舗 

・商店がなくなって、車の運転が出来ない老人が増え、買物難民が増えている現在、

空き店舗を活用して利便をはかってほしい。 

・空き店舗をもっと開放させなければならないと思う。シャッターが下りっぱなし。 

・空き店舗が増えている。 

・貸し出してくれる建物が少ない。 

◇顧客関係 

・若いお客が少ない。 

・会社が少ないので、大口のお客さんが少ない。 

・一度入ったら、いやでも何か買わないといけない。 

・知らない店に入っていきにくい。 

・若い人があまり買い物をしていない。 

・イベント等で人や物が集まるけれど、継続できない。 

・買い物の時、いろいろな店を回らなくてはならないため。時間がかかる。 

・なかなか新規のお客様がふえない。 

◇アクセス・駐車 

・駅から遠い。 

・８号線からも遠い。 

・駐車場がない。 
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②コミュニティ銭湯ほっとぴあ、パティオにいがた、大凧伝承館などが

オープンしてから、貴店への影響を何か感じますか。 

◇人の流れ 

・今町側から（見附側への）集客はほぼない。 

 ・本町中央に全く影響なし。 

 ・現状では、商店に人は流れてこない。 

 ・ほっとぴあのお客様はあまりまちなかまで来ない。お金を使わない。 

・マルシェの時は多くの人が商店街には来られるが、販売につながらない。 

 ・特にない。 

 ・まだ少ないが、ほっとぴあから商店街に流れが感じられる。 

 ・土日は市外からの来店が多いと感じられる。 

 ◇その他 

 ・ほっとぴあから商店街へお客様が流れるシステムを作ってほしい。 

 ・ほっとぴあの受付で商店街マップを作って、アピールしたほうがいいと思う。 

 ・ほっとぴあに来る人の層に見合う店舗の誘致を！（政策として） 

・パティオに市外、県外のお客が多く来る。 

・大凧伝承館がどこにあるのかわからない。何の施設なのか。 

 

③10年後の商店街の姿（将来像）はどのようになってほしいですか。 

◇周辺環境 

・木造の雁木を整備して残してほしい。 

 ・まちなかに住む人達をふやしたい。 

 ・長岡のアオーレのような施設をまちなかにつくる。 

◇出店者関係 

 ・起業するのにとっかかりとしての場所。今よりも起業しやすく。 

 ・今以上に店舗が増えて人が集う商店街になって欲しい。 

 ・品揃えが商店街の魅力となる。 

 ・従来の商店街の役割は終わっている。 

 ・商店が生き残るには個性、特性を強化していく。 

 ・商店街には支援はあるが、個店に支援はない。 

 ・跡取りがいない。多分商店街としては成り立っていない。 

 ・貸し出し店舗をふやす。 



 

8 

 

◇顧客関係 

・外国人もふつうに買い物にくるまち。 

 ・若者が来やすい商店街。 

・お店と客のコミュニケーションを通したつながり。 

 ・お客様に特典を！ 

 ・若い人が楽しめる街になってほしい。 

 ・高齢化に伴い、購買のアドバイザー、話し合う場所になればいい。 

◇その他 

・若い人を地元に根付かせるよう、雇用面を強化してほしい。 

・10年後に商店街自体あるのか？ 

 ・歩いて行動することのすばらしさを再認識できるようにしていく。 

 ・逆転の視点が必要であって、ハードで人は流れて来ない。 

 

④将来像の実現に向けて、どうしていきたいですか。また、提案があれば

お聞かせください。 

◇出店者関係 

 ・惣菜や食品関係の店が出て来てほしい。食堂や喫茶店も。 

 ・お店が増えても、来客につながるのか？ 

 ・商店のつながり。 

・もっと情報交換してほしいです。 

・いろいろなことを一度若い人に任せたらどうか。 

・外の店より長い時間、営業する。 

・集合体ではなく、個が自由に活動したらよい。 

・あかりや香りで人を呼び込む。 

◇支援 

・もっと若い人が出店できるような補助を考えてほしい。 

 ・既存の商店への支援を！ 

・店を貸す側にももっと補助金を出す。150万円くらい。リフォームしても２年で回

収できる。持っていても税金がかかるだけで、貸したほうがよい。 

 ・商店街のイベント継続するのが大変になっている。市が主導で行っていけないか。 
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◇交通・駐車場 

・駐車場の整備。 

・周辺部の人達がまちなかに来れる交通手段を。コミュニティバスがなく、商店街に

行けない。 

・バス停の間隔を短くした方が利便性が向上する（300ｍ）。 

◇情報発信 

 ・商店街には良い店があるという市民への長いスパンでのすり込み。 

 ・商店街情報の発信を考えて増やす。 

・店舗の立地場所をＰＲパンフレットで市民、市外に発信していく。 

◇その他 

・ほっとぴあ利用者は商店街への散歩的な出入りを自由にしてみてはどうか！ 

・これからは独り身の老人も増えると思うので、空き店舗を利用して、老人が寄り添

って生活できるシェアハウスが出来たらと思う。 
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９．意見交換会アンケート結果 

今後の参考としたいため、参加された商店街関係者にアンケート用紙を配付し、下

記について記入を依頼した。 

（１）意見交換会に参加して、良かった点、悪かった点を教えてください。 

（２）意見交換会に参加して、新たに気づいたことがあれば教えてください。 

（３）その他何かあればお聞かせください（議会に対してなど）。 

 

アンケートのコメントは次のとおり。 

 

（１）意見交換会に参加して、良かった点、悪かった点を教えてください。 

良かった点 

 ・いろいろな店主の意見が聞けて良かった。 

 ・情報交換できて良かったです。 

 ・多くの方々の意見を聞くことができて、意見や考えを共有できて良かった。 

 ・いろいろな角度からの意見を聞くことができて、良かった。 

 ・見附の商店の方と話せて良かった。 

 ・良い点、悪い点、共に感じていることは、皆さん近いということを実感できたこと。 

 ・商店主の共通の悩みや要望を聞くことができてお互い良かった。 

 ・色々な話が聞けてよかった。 

 ・若い人の意見がとても良かった。 

 ・初めての事で色々な人達と話ができて良かった。色々な意見と聞けた。 

 ・自分だけでは知らなかったことがわかった。 

 ・個店の情報交換ができた。 

 ・良い機会でした。 

  

悪かった点 

 ・特になし 

 ・時間が短く残念 

 ・進行の人の話が長く、もっと若い方々の意見を聞きたかった。 

 ・お店の時間をさいて来ているので、どうにか役に立ててほしい。「やる」だけのよう

な気がします。 
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（２）意見交換会に参加して、新たに気づいたことがあれば教えてください。 

◇意見交換会について 

 ・グループセッションは良いと思うが、全体の発表は不要に思います。 

・今後は消費者の立場で商店街に対するアンケート等で情報を収集したらどうか。 

・商店街の若い店主のみで意見交換会を行ったらよいのでは？ 

 ・やはり個店が輝くことが第一でもっと若い方々が商店街に関わってほしかった。 

 ・商店主と高校生（中学生）の若い人から意見や考えを聞いてみたい。 

 ・グループ分けは、商店の人１名＋その他の人一人（進行役）にして、議員さんのグル

ープ（商店外の人）、商店街を外から見れる人達の意見をまとめてもらいたかった。 

◇その他 

 ・商店街の他店ともっと話がしたい。 

・商店主同志の話し合の場を増やしていただけたらと思います。議員さんも含めて。 

・思ったよりも商店街に対して悲観的な人が多かった。 

・住みやすいとの声あり、ただし、商売となると別であるが・・・。市外からの客を呼

び込む総合力を創っていく総意が必要。 

  

（３）その他何かあればお聞かせください（議会に対してなど）。 

・今後も意見交換会を開いてほしい。 

・またこういう機会を設けて欲しい。 

 ・（意見交換の結果を）役に立ててほしいです。 

 ・新規出店のみではなく、やる気のある既存店への改装費等の補助を強く願います。 

 ・要するに個々の努力になる訳だが、市の方でも商店街をもっと応援してもらいたい。 

 ・建物オーナーに対しての補助を手厚くして、とりあえず、貸しの看板がふえて欲しい。 
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10．意見交換会の振り返り（参加議員の感想） 

■人口減少（高齢化・若者不足）などが懸念される中、個店がそれぞれ努力している

様子が伺えました。個人的に感じたのは商店街のスケールメリットはあるのか、

商工会の支援のあり方や役割や機能をどうリンクさせるのか、後継者不足の問題、

各商店街の既存店と空き店舗活用の起業家との接点や連携のあり方、価格ではな

いサービスの提供や模索（お客とのコミュニケーションや情報発信など大型店で

は出来ないサービスをどうカスタマーサービスに結び付けるか）、そんな疑問点

や課題が見えてきました。今回は圧倒的に時間も足りなく、今後も継続的に意見

交換が出来たら良いと感じました。 

■今回の意見交換は、商店街店主の方で、場所・扱う商品・出店年数も様々でしたが、

いろんな意見を聞く事ができて、良かったと思います。昨年から今年にかけて、

本町新町には新規出店もあり、ほっとぴあが出来た事も含めて、商店街に来る人

が増えたと感じておられるようです。お聞きした意見の中で、「一つ一つのお店

の魅力が、相乗効果で商店街の魅力となるよう、空き店舗を有効活用して欲しい」。

また「子どものうちから顔なじみになり、商店街は楽しくて買い物しやすい所と

思ってもらいたい」。私もそうなってもらいたいと考えます。初めて話をした商

店主さんもいらっしゃったので、交流の場にもなったようです。 

■商店街関係者の皆さんの多くは、コミュニティ銭湯ほっとぴあから商店街（まちな

か）への誘客が感じられないとの認識であり極めて残念な結果でした。一つの施

設に頼ることに無理があり、たとえ 20万人の集客施設であっても商店街へ繰り出

そうと思わせる魅力を感じさせる商店街でなければならないと思います。従って

行政、商店街、商工会、観光物産協会が知恵を出し合い、思い切った提案をする

べきと感じました。幸いにもいろいろな意見が聞けて良かった、情報交換できて

良かった、今後もこのような意見交換会の場を持ってほしいなど好意的であった

ので、今後も機会を捉えて意見交換会を実施してはどうか。 

■まずは営業時間にわざわざご足労いただいた商店主の皆さんにお礼を申し上げま

す。見附地区・今町地区、既存の商店や新規出店者、地域性を考えるとバランス

のとれた方々にご参加いただけたのではないかと思います。参加されたある店主

の方のおはなしを伺ったところ、お店の営業時間を考えると時間設定はちょうど

いいという事でしたが、個人的にはもっともっと時間が欲しかったです。こうい

った機会を大切に、今度は商店街関係者と若者、商店街関係者と消費者といった
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グループで意見交換ができればよいのではないかと感じました。直接ご意見を伺

うことができ、有意義な意見交換会でした。 

■今回は商店街関係者との意見交換会として、昨年に引き続きワークショップ形式で

開催させていただきました。商店街や中心市街地を考えるときに商店主はもとよ

り、消費者や近隣に居住されている地域の方々、或いは同じ商店主であっても年

代や性別、そしてターゲットとする顧客の違いなど様々な視点からの意見や考え

方があると思いますが、そんな中でも今回は主に商店主の方々にお集りをいただ

き意見交換させていただきました。中でも比較的若い年代の方々や新たに出店さ

れた方々からは忌憚のないご意見や要望も出ていたようで、そうした奇抜で新し

い取り組みを応援し後押ししてあげられる大人の存在が必要だと感じました。商

店街ばかりやっているわけにもいきませんが、機会を見つけて別な視点からの中

心市街地へのご意見をいただける場をつくり継続性を持たせて発展させていける

といいと感じました。また、意見を聴く側の議員もファシリテーターとして、持

論を言いすぎずに上手に相手の意見を引き出し活発に意見が出るようなムードを

作れるように勉強する必要を感じましたし、できないのであれば外部からファシ

リテーターを招いて自分たちも意見交換の輪に入ることもできるのではないでし

ょうか。今後は年に 1回といわずに、2回 3回と回数を増やし議会として市民の

意見を聞く場を積極的に設けていく必要があります。 

■まちなか賑わいづくりの創出に何らかのヒントを得られることを期待していたが、 

参加された商店主の方々からは意見や要望が出された中で、建設的な意見はあま

り出されなかったように感ずる。コミュニティ銭湯、パティオにいがた、大凧伝

承館などがオープンしてからの商店街への賑わいには何ら影響ないとの意見が多

くあったことからも、箱物を作って賑わいを創出する思考から脱却し、基本的に

は商店主(組合)が賑わいを考えるオリジナリティ(創意)が必要であり、行政はその

ような仕掛けづくりを提供しそれを支えることである。個店が個性だけで客とつ

ながっても全体的な商店街の活性化にはつながらない。 

■商店街の商店主の皆様のご意見を聞かせていただきまして、大変参考になりました。

新規出店の数を増やすことだけに力点を置くのでなく、新たな人の流れを生むよ

うな施策を求められていると実感しました。市民の憩いの場となるような商店街

になるよう、新たな魅力づくりをしなければならないと思います。 
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■限られた時間の中で、なれない議員のファシリテーター。そのような進行の中で商

店街における現況を提案いただき、それを知ることに感謝しています。最初から

の設営、会の進行は事務局に大変ご苦労をいただき、時間を考えれば大変うまく

出来たと感じています。新しく開店された事業所の方々、既存商店の方々との見

解の相違は多少見られるのはしょうがないのかな？ほっとぴあが商店街にもたら

す効果にも厳しいご意見を頂くなど、立場によって考えは様々ですが、これら提

案、頂いた意見を参考に、執行部担当課と議会が一体となり中心市街地の活性化

を多角度から考え、提案出来ればと感じています。またこのような機会を継続的

にというご意見もあり、何度か回数を重ね、議論を深めることも重要と思います。 
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おわりに 

 

このたびの意見交換会と通じて、地元商店街の良い点や残念な点、現状の課題等、商

店街商店主の率直な意見を伺うことができたことは、議会としても大変貴重な機会とな

りました。参加いただいた商店街関係者の皆様におかれましては、ご多忙の中ご参加い

ただき、誠に感謝申し上げます。 

皆様からいただいた意見をもとに、議会としても商店街の活性化に向けた取り組みに

活かしてまいりたいと思います。 

 

見附市議会 意見交換会運営委員会 

 


