


あなたは このまちで なにができる？

つくり つかう、協創のまち 安城。



要する
にだ



とは。

三河安城を自慢のまちに。みんなでまちをつかってつくる。

「つかう.meet」は、対話と共同活動のプラットフォームです。

令和２年９月にスタート。

毎月１回、ソトでミーティング。

２団体から始まり、今は約70名のメンバーで構成。

対話



なぜつかう?その動機。
出発点 ～つかう.meet 8th  で共有した、我々の使命～

まちに住んでいるひとを ソトに 連れ出そう！

まちで働いているひとを ソトに 連れ出そう！

まちで活動したいひとを ココに 呼び寄せよう！

そのために、わたしたちは

まずは まちを つかっていこう！

まずは まちを しってもらおう！

一緒に まちを つかっていこう！

それが、

みんなの 自慢のまち になる一歩。

対話の場から 共同活動の場へ

UPDATED??

対話



これからやってみたいこと!

まちの自慢を創っていこう！

★勉強できる場 7th

三河安城に勉強スペースがない！

★スポーツできる場 7th

安西先生、バスケがしたいです！

★活動の準備ができる場 6th

活動でつかう資材を置くスペースを

つくってみたい。

★活動を重ねる場 13th

寒い夜だから…

一人は寂しい！！

対話



これからやってみたいこと!

つかう.meetのファンを集めたい！

集めるためには…
三河安城と活動者をツナゲル力、ファンに届ける発信する力、

つかう.meetや活動者が三河安城で楽しく活動できる運営力 が必要っ！

つかう.meet
の活動を

発信・PRして
くれる人

つかう.meet
の活動を

発信・PRして
くれる人

つかう.meet
の活動に参加
してくれる人

つかう.meet
の活動に参加
してくれる人

つかう.meet
の活動に協力
してくれる人

つかう.meet
の活動に協力
してくれる人

つかう
.meet.

つかう.meet
の活動を続け
るため稼ぐ力
を発揮する人

つかう.meet
の活動を続け
るため稼ぐ力
を発揮する人

事務局

対話・共同活動
だけでなく、
企画・運営力を
強化したい。

対話



R3年度 共同活動型の社会実験。

その①

つかう.meet.FES。

開催日時

2021年10月2日（土）、3日（日）

10:00 ～17:00

開催場所

三河安城駅前 矢総公園を中心とするエリア。

愛知県安城市三河安城町1丁目８

※JR東海道本線、JR東海道新幹線両駅の間

その②

つかう.meet.Night。

開催日時

2021年12月10日（金）、11日（土）

18:00 ～20:00

開催場所

三河安城駅前 矢総公園。

愛知県安城市三河安城町1丁目８

※JR東海道本線、JR東海道新幹線両駅の間

その③

わいふぁいマルシェ。

開催日時

2022年3月12日（土）

10:00 ～17:00

開催場所

三河安城駅前 矢総公園を中心とするエリア。

愛知県安城市三河安城町1丁目８

※JR東海道本線、JR東海道新幹線両駅の間

共同活動



つかう.meet.FESは社会実験。

１１の目的を込め、開催!

まちの自慢をつくってみる!  ★

みんなの取組を一度にかさねてみる! ★

・みんなで三河安城をつかってみる! ★★★

・駅前広場を止めて、駅前の大空間をつかってみる! ★

・駅前広場を止めた時の交通を把握する! ★

・三河安城フェスタの魂を消さない! ★

・中高生が活躍する場をつくってみる! ★★

・スポーツで三河安城をブランディングしてみる! ★★

・eスポーツで三河安城をブランディングしてみる! ★★

・オフィスワーカーも含めて、みんなで三河安城で関わる場をつくる! ★★

・デジタルの力をつかって、人流を把握してみる! ★

★参加後アンケートで把握、★イベント固有アンケートで把握 ★マルシェでのヒアリング把握※ ★交通量調査で把握

※マチナカプレイスメイキング同様、店舗ごとの売上額、売上品数の情報をいただきます。＜青空本部＆link＆DRINK&SHM

その① .FES.目的

共同活動



10/2

547人

10/3

640人

2Days

つかう.meet.FES 参加者数 ※2日間600人想定で開催。

データ提供:NPO Mieru-Da Project



入場者数
出典：NPO Mieru-Da Projectアンケート

547人 640人
サイトビュー
出典：NPO Mieru-Da Project

728PV 405PV
マルシェサイト売上数／売上額
出典：NPO Mieru-Da Projectアンケート

394品222,320円 558品327,540円
職業体験サイト売上数／売上額
出典：NPO Mieru-Da Projectアンケート

285品129,780円 297品83,930円

瞬間最大滞在人数
出典：中部電力パワーグリッド
※ただし、推計値に1.1を
乗じた数

約135人 約85人

参加後アンケート回収率／回収数
出典：NPO Mieru-Da Projectアンケート

11% 61人 21% 133人

熱中症アラートと
会場内注意喚起数
出典：中部電力パワーグリッド

6回 10回

1,187人

1,133PV

952品550K円

582品214K円

約135人

16%194人

6回
体調不良者
発生数
※コロナ
濃厚接触者数含む
出典：つかう.meet 0人 0人0人

・特設サイトへの記載
・入場時チラシでの周知
・現地ポスターの掲出

・左記に加え、下記対応を追加
・アンケート回答用CM作成・上映 byMDP
・定期的な場内アナウンス byカンドタカメ

・注文はモバイル※動作不良
・支払は青空本部※現金のみ
・受取は各店舗

・左記に対し、下記の通り運用変更
・注文・支払・受取は各店舗
・支払方法は各店舗にゆだねる

・シーホース三河開幕戦PV
・eSports トーナメント大会
・青空本部の稼働

・シーホース三河開幕戦PV
・eSports フリープレイ byMDP&カンドタカメ
・BANDライブ byカンドタカメ

・モバイルオーダー
・支払は青空本部※現金のみ
・受取は各店舗

・注文は各店舗
・支払は各店舗※現金・PayPay
・受取は各店舗

・気象センサー・アラートメールの共有
・アラート時の場内アナウンス
・PV時の水分提供

・左記に加え、下記対応を追加
・注意喚起CM作成・上映
・PV開催に向けたタープ設置

Values of 10/2 Values of 10/3Index
つかう.meet.FES 参加者数 ※2日間600人想定で開催。

シーホース物販除く

240品37,400円

シーホース物販除く

267品38,350円



つかう.meet.FESは社会実験。

１１の目的を込め、開催!

まちの自慢をつくってみる!  ★

みんなの取組を一度にかさねてみる! ★

・みんなで三河安城をつかってみる! ★★★

・駅前広場を止めて、駅前の大空間をつかってみる! ★

・駅前広場を止めた時の交通を把握する! ★

・三河安城フェスタの魂を消さない! ★

・中高生が活躍する場をつくってみる! ★★

・スポーツで三河安城をブランディングしてみる! ★★

・eスポーツで三河安城をブランディングしてみる! ★★

・オフィスワーカーも含めて、みんなで三河安城で関わる場をつくる! ★★

・デジタルの力をつかって、人流を把握してみる! ★

★参加後アンケートで把握、★イベント固有アンケートで把握 ★マルシェでのヒアリング把握※ ★交通量調査で把握

※マチナカプレイスメイキング同様、店舗ごとの売上額、売上品数の情報をいただきます。＜青空本部＆link＆DRINK&SHM

.FES.振り返り

自慢づくりは
まちを変える
きっかけになる！

いろんな体験が
できる！

いっぱい参加して
くれた！

ちなみに三河安城、
定刻通り通過するまちらしい。。。



つかう.meet.FESは社会実験。

１１の目的を込め、開催!

まちの自慢をつくってみる!  ★

みんなの取組を一度にかさねてみる! ★

・みんなで三河安城をつかってみる! ★★★

・駅前広場を止めて、駅前の大空間をつかってみる! ★

・駅前広場を止めた時の交通を把握する! ★

・三河安城フェスタの魂を消さない! ★

・中高生が活躍する場をつくってみる! ★★

・スポーツで三河安城をブランディングしてみる! ★★

・eスポーツで三河安城をブランディングしてみる! ★★

・オフィスワーカーも含めて、みんなで三河安城で関わる場をつくる! ★★

・デジタルの力をつかって、人流を把握してみる! ★

★参加後アンケートで把握、★イベント固有アンケートで把握 ★マルシェでのヒアリング把握※ ★交通量調査で把握

※マチナカプレイスメイキング同様、店舗ごとの売上額、売上品数の情報をいただきます。＜青空本部＆link＆DRINK&SHM

いろんな体験が
できる！

駅広をつかうこと
結構ポジティブ！

ちょっと食べれるものだけ
じゃなく、やれたらイイこと
はいくつもある。

.FES.振り返り



自由記入アンケート
公園の設えについて。
ワードクラウド分析結果

AIによる公園の設えについての要約
①日陰がもう少し欲しかったです。 ⑥また、やって欲しいです。
②ベンチ、屋根が欲しい。 ⑦大きさもちょうどいい。
③もう少し大きいと思った。 ⑧日除けが欲しかった。
④日除けが出来る場所が欲しい。 ⑨もう少し日焼けが欲しい。
⑤日陰が欲しかった。 ⑩座るところと日陰がもう少しほしい。



・受付の位置、舞台裏が
丸見え。音の問題も。
・入場してからの動線の
分かりづらさ。設えの工夫
が必要。。カラーコーンや
歩行者通路マットが不足。

・受付の位置、舞台裏が
丸見え。音の問題も。
・入場してからの動線の
分かりづらさ。設えの工夫
が必要。。カラーコーンや
歩行者通路マットが不足。

・緑化スペースの上には日
陰の確保が必要。タープ
大作戦!対応ありがとうご
ざいました!
・囲まれていることによる視
線を感じる居心地の悪さ。

・緑化スペースの上には日
陰の確保が必要。タープ
大作戦!対応ありがとうご
ざいました!
・囲まれていることによる視
線を感じる居心地の悪さ。

・駅からの横断多数。駅
からもっと活動の見栄え良
く見える工夫が必要!

・駅からの横断多数。駅
からもっと活動の見栄え良
く見える工夫が必要!

・道路空間を使う時には、
歩道空間も一体的に使え
ると良かったかな。

・道路空間を使う時には、
歩道空間も一体的に使え
ると良かったかな。

予定レイアウト 当日対応!レイアウト
柵の越えての入場アリ。

受付からは目が行き届かな
い。➡会場を囲うことの妥
当性を確認

柵の越えての入場アリ。
受付からは目が行き届かな
い。➡会場を囲うことの妥
当性を確認

・常設のベンチがもっとほ
しい。。かつ日陰に。立ち
尽くしている人もちらほら。

・常設のベンチがもっとほ
しい。。かつ日陰に。立ち
尽くしている人もちらほら。

・ロータリーをもっと使えた
ら。未就学児や小学生が
遊べる場づくりがあっても良
かった!

・ロータリーをもっと使えた
ら。未就学児や小学生が
遊べる場づくりがあっても良
かった!

・風が強い!
ビルで風が巻き上げて、
タープの設置も向きや固
定方法は重要!

・風が強い!
ビルで風が巻き上げて、
タープの設置も向きや固
定方法は重要!

.FES.振り返り



つかう.meet.FESは社会実験。

１１の目的を込め、開催!

まちの自慢をつくってみる!  ★

みんなの取組を一度にかさねてみる! ★

・みんなで三河安城をつかってみる! ★★★

・駅前広場を止めて、駅前の大空間をつかってみる! ★

・駅前広場を止めた時の交通を把握する! ★

・三河安城フェスタの魂を消さない! ★

・中高生が活躍する場をつくってみる! ★★

・スポーツで三河安城をブランディングしてみる! ★★

・eスポーツで三河安城をブランディングしてみる! ★★

・オフィスワーカーも含めて、みんなで三河安城で関わる場をつくる! ★★

・デジタルの力をつかって、人流を把握してみる! ★

★参加後アンケートで把握、★イベント固有アンケートで把握 ★マルシェでのヒアリング把握※ ★交通量調査で把握

※マチナカプレイスメイキング同様、店舗ごとの売上額、売上品数の情報をいただきます。＜青空本部＆link＆DRINK&SHM

• 特に目立った混雑なし。(警備員にも確認)
• タクシーは臨時乗降スペースはあまり機能せず。
• タクシー、身障者はなるべく駅に近い場所での乗降を希望。

➡横断歩道手前で乗降対応。警備員必須!!

自動車動線

歩行者動線
• 新幹線駅側からの来場者が多数。 ➡道路封鎖して横断できたの

は正解!
• 新幹線の入口からすぐ会場に行けない…（チェーン、段差）
• バスケクリニックの観覧者が駅側の歩道に(日陰)に集まってしまった。。

自転車動線

• 受付前の道路横断部で段差あり、迷惑をかけてしまった。。
• 自転車で来た人への駐輪スペースの案内が不足。

40％が車で来場。
歩いてor自転車で来場が35％

.FES.振り返り



つかう.meet.Nightは社会実験。

７の目的を込め、開催!

①やれることをやってみよう!

②一緒に活動しよう!

③つかう.meetで稼いでみよう!

④出店ルールを考えてみよう!

➄おいしいお食事を知ってもらおう!

➅照明のあり方を考えてみよう!

➆防災のことを考えてみよう!

その② .Night.目的

災害時に備えて、公園に設置が考えられるツール
かまどベンチ

➆防災の視点で、広場で火を使ってみよう!

➅照明のあり方を考えてみよう!

現在の明るさはこんな感じ

共同活動



－ 第１部 －

地元の中学生デザインした三河安城PR自販機お披露目会
★５団体の共同型社会実験

・コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 ＞フリーWIFI＆自販機の設置運営に関する社会実験

・安城市 ＞マチナカプレイスメイキング

・安城西中学校 ＞デザインで三河安城をPRする社会実験

・シーホース三河株式会社（シーホース君） ＞デザインにシーホース君として参画

・つかう.meet ＞つかう.meet.FESでWIFIのニーズをアンケート把握

その③ わいふぁいマルシェ 目的

（第一の目的）
西中学校美術部が取り組んだ、三河安城をつかっていくデザイン成果をお披露目し、
活動やまちのPRを行うこと。

わいふぁいマルシェは社会実験。

安城西中学校×コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社×シーホース三河株式会社×豊田通商株式会社×

ガールスカウト愛知県第43団、つかう.meet の取組。

共同活動



その③ わいふぁいマルシェ 目的

（第二の目的）
お披露目を盛り上げ、安城西中学校美術部や三河安城のPRにつながる集客を行うこと。

（第三の目的）
集客を社会実験として行い、これまでの社会実験をふりかえり、改善を試し、
気づきを得ること。

わいふぁいマルシェは社会実験。

安城西中学校×コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社×シーホース三河株式会社×豊田通商株式会社×

ガールスカウト愛知県第43団、つかう.meet の取組。

－ 第２部 －

わいふぁいマルシェ
★４団体の共同型社会実験

・豊田通商株式会社＆モビマル東海サービス ＞出店募集システム、アンケート収集システムの活用

・つかう.meet ＞参加者としてイベントを洞察、２店舗出店

・ガールスカウト愛知県第43団 ＞初めての社会実験として参画

共同活動



要する
にだ



新しいまちづくりの構築に向けた連携協定

つかう.meet.FES インターン大学生の提案＠つかう.meet 12thつかう.meet.FESでの気づき

まちをつかってつくる!分野 仲間を増やす、活動をPRする!分野

マチナカプレイスメイキング
での悩みまちにいる人を知る!分野

まちにいる人を
カウントしたい…

!
★ニーズある機能を
収益機能で設置運営し、
より質の高いサービスを提供する。

★有用なデータを収集し、
新たな活動、価値を生み出す。

を念頭に、コカ・コーラボトラーズジャパンと
連携協定を締結。

★ニーズある機能を
収益機能で設置運営し、
より質の高いサービスを提供する。

★有用なデータを収集し、
新たな活動、価値を生み出す。

を念頭に、コカ・コーラボトラーズジャパンと
連携協定を締結。

ほしい
機能

ほしい
機能

担い手



新しいまちづくりの構築に向けた連携協定の効果

NEW
services

NEW
value

稼ぐ
力



さいごに。




