
一宮市まちなかウォーカブル社会実験

ストリートチャレンジ2022

出展募集 説明会

特定非営利活動法人 志民連いちのみや



ご説明の流れ

１．一宮ウォーカブル空間デザインプロジェクトについて

２．昨年度の社会実験の様子 ※ショートムービー視聴

３．今年度の募集内容について
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１．一宮ウォーカブル空間
デザインプロジェクトとは

「一宮まちなか未来会議」
2022年6月27日設立

・「まちなか未来ビジョン」の提言

・公共空間の活用
・地域資源（空き家・空き店舗）活用
・まちなか情報発信プロモーション



２．昨年度の社会実験の様子
まちなかウォーカブル社会実験
【ストリートチャレンジ2021】
10/22～11/12
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２．昨年度の社会実験の様子

ショートムービー

をご覧ください



３．今年度の募集内容について



１．社会実験の目的

シンボルロードである銀座通りと本町通り、その周辺の
広場や公園などでいろんな活動を展開する社会実験を行い
ます。みなさんが想う「やりたいこと」を少しずつでも実
現し、新しい驚きと発見の生まれる、新たなまちなかの風
景を一緒に描きませんか。
昨年、一宮市は中核市になり市政施行100周年を迎えま

した。次の100年、アフターコロナを見据えて今よりもっ
と居心地がよく、魅力と豊かさにあふれ、そしていつも新
しい発見やワクワク感のある“まちなか”へと変えていくた
めのきっかけとしていきます。



（１）実施種別と概要
種別 ミライアクションＡ

（３日間）
ミライアクションＢ
（38日間）

ミライアクショ
ンＣ（183日間）

募集
期間

2022年10月7日(金)
～10月9日(日)

2022年9月17日(土)
～10月24日(月)

2022年8月31日(水)
～2023年3月1日(水)

対象エリ
アと活動
時間

銀座通り（車道）
10/7(金)：17時～20時
10/8(土)･9(日)

：10時～20時
銀座通り（歩道）

：8時～20時
本町通り

：11時～20時
公園や広場など※

：10時～20時

銀座通り（車道）※

：対象外

銀座通り（歩道）※

：8時～20時
本町通り※

：11時～20時
公園や広場など

：10時～20時

銀座通り（車道）
：対象外

銀座通り（歩道）
：8時～20時

本町通り
：11～20時

公園や広場など
：10時～20時

活用
空間

車道空間（通行止め）
歩道空間
公園・広場空間

―
歩道空間
広場空間

―
歩道空間（ベンチ・
造作物等）広場空間

募集
活動

■エリア出展※ ■エリア出展※

■個別事業出展※

■エリア出展※

■個別事業出展※

■個人出展※



２．概要（１）実施種別と概要の注釈

※対象エリアと対象時間については原則的なものであり、協
議調整の可能性はあります。本町通りは11時～20時が車両通
行止めで、設営撤収を含む車道上の活動時間です。
※エリア出展：複数の事業者をとりまとめ、一体となってエ
リアで出展する活動
個別事業出展：物販飲食出店や体験など一般市民が参加でき
る個別活動
個人出展：個人や仲間で公共空間を活用する活動
※7月30日（土）～10月10日（月・祝）は、国際芸術祭あい
ち2022が開催されます。
※10月22日（土）は、本町通りや銀座通りにて「おいち祭
り」が開催されるため、活動を実施することはできません。



２．概要（２）実施場所

■銀座通り（車道）
10/7(金)：17時～20時
10/8(土)･9(日)10時～20時

■銀座通り（歩道）
：8時～20時

■本町通り
：11時～20時

■公園や広場など
：10時～20時
・葵公園
・夢織り広場
・宮前三八市広場



（２）実施場所の使用条件
最大継続
利用期間

車両
乗入れ

電源
設備

給水
設備

銀座通り
（車道） 1日 可能 場合により

可能 不可

銀座通り
（歩道） 要相談 場合により

可能
場合により
可能 不可

本町通り 1日 場合により
可能

場合により
可能

場合により
可能

葵公園 要相談 可能 場合により
可能

場合により
可能

宮前三八市
広場 1日 可能 可能 可能

夢織り広場 要相談 可能 不可 不可



３．（１）募集内容
まちなかのにぎわいや新しい風景の創出、一宮市全体の活力創
造やプロモーションにつながるさまざまな活動を募集します。
（具体的な活動の例示）

・一宮市らしいアクティビティや活動に関連したプロモーション
・道路や広場の滞在性、快適性を高める飲食や物販、マーケット
・ワークショップ
・スポーツやアクティビティに関する体験教室
・インスタレーションやショー、アート展示など
・商店街と連携した活動
・面的なイベント企画 など



３．（２）参加資格

本事業の目的に賛同するとともに、公共性・公益性を理
解し、まちなかのにぎわい創出に寄与することが必要で
す。
（公共性・公益性）
・市民全体や不特定多数の利益につながる社会貢献的な
活動であること
・単に営利活動や収益事業であることだけでなく、まち
なかのにぎわい形成や滞在性・回遊性向上に資する活動
であること
・ほか（要項を参照）



３．（２）参加資格
（参加資格）
・一宮市に在住や在勤在学、もしくは活動されている方で

15歳以上の個人や団体
・活動に関する必要な許認可・免許等を有する方
・メールや電話での連絡が可能な方
・過去に市主催イベント等でトラブルがない方

その他、募集要項を参照



４．活動に対する支援内容

・企画実施に関する関係者との調整、相談及びコー
ディネートの協力
＊当日運営や準備は除く

・ウェブサイト、チラシ、SNS での全体広報

※個別出展の広報は原則各自で実施ください



５．スケジュール
募集説明会

7月9日(土)10時～、19時～ 本 日

募集締め切り
7月22日(金)

必要事項をご記入いただき、応募してくだ
さい。

参加決定
８月中旬

参加決定をお知らせします。その後、実施
に向け必要な関係機関との協議調整を行い
ます。

追加募集 空いている空間や期間があれば追加募集を
行い、ウェブサイトにて連絡します。

プログラム公表
9月1日(木) 実施が確定した活動を公表します。

社会実験の実施
9/17(土)～10/24(月)

1か月間、応募いただいた様々な活動を実
施します。

社会実験の振り返り報告
11月頃に実施予定

今後の実施方法の改善や具体的な仕組みづ
くりに向けて社会実験の振り返りを行いま
す。



５．（３）応募方法・期限

応募は原則オンライン（パソコン、スマホ等）で
お願いします。
やむを得ない場合は郵送・持参も可能です。

応募フォーム
《オンラインの場合》
・以下のURLにアクセスしてご応募ください。
【URL】
https://forms.gle/BaakgyYdQn3FfUPp8 
右の二次元コードからもアクセスできます。



５．（３）応募方法・期限
《郵送・持参の場合》
・下記の市ウェブサイトより応募用紙をダウンロードし、
必要事項を記載の上、郵送・持参にてご応募ください。
ＦＡＸは不可です。

郵送先：〒491-8501 一宮市本町2-5-6
一宮市まちづくり部 都市計画課内

まちなかウォーカブル社会実験2022事務局
持参先：一宮市役所8階 一宮市まちづくり部 都市計画課

【URL】
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/machidukuri

/toshikeikaku/1044402/1043807/1051103.html
【ページID】 1051103

https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/machidukuri/toshikeikaku/1044402/1043807/1051103.html


５．（３）応募方法・期限

応募期限
2022年7月22日(金)
（持参は17時まで。郵送は当日必着）

※実施の意向があれば、
詳細が決まらなくても、
期限までにご応募ください



皆さまのご応募
お待ちしています
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