














































３つのエリアが相乗効果により活性化する方策など、中心市街地活性化についてのご意見を自由に

お書きください。

中心市街地全体のおすすめスポットをピックアップしたマップを作成し、何通りかのコースを提供

する。それを元に観光客が自分たちでコースを決め、より楽しく観光が出来るようなプロジェクト

の実施する。何通りかのコースを用意しておくことで、再リターンも見込めそう。

高山市民を呼び込むためには、駐車場は必須です。市民パスなどを発行し市営駐車場を2時間位優遇

しないと足を運びづらいです。

昔ながらの考えでいい面、悪い面があるが変えようとしない風潮があると感じているため、新しい

ことをしようとする人、企業等を応援する力や、否定しない地域の環境、雰囲気つくりが必要と考

えます。

喫煙所の充実化

娯楽施設、商業施設を増やし、観光客をもっと呼び込む。

週末及び連休における渋滞の緩和をしてほしい。道路幅が狭い！！

超高齢者社会、コンパクトで住みやすい中心市街地に！

人口規模にあっている。人口が増えれば自然に活性化すると思う。

外国人観光客を誘致して高山市を観光してもらう

市民の娯楽施設が少ない。③を中心に娯楽施設を。②の地域にもっと観光客が訪れる施設があると

良い。

特になし

エリアで目的をはっきりとさせ整備していったほうが良いと思う。

土日だけでなく、観光客や地域住民が一緒になって楽しめる体験型イベントの開催、また、地域全

体として天候や季節に関係なく楽しめる環境整備。

マクドナルドの前の道路の混雑や夜間、一部の自動車の暴走、爆音で迷惑していることがある。

エリアごとの特徴に合わせて、市民も観光客も楽しめる中心地を望みます。空き店舗などは活用し

易い対策が必要。

外資の資本が入ることを敬遠されがちであるが、外資の飲食店や商業施設等の集客力を逆に利用

し、地元商店街や店舗との差別化を図り、うまく調和できるまちになるといい。

高山は居住者と多くの観光客が車で移動する町。駐車場の対象者、目的と配置をしっかりと整理し

て配置しなければ、今日のように観光客の車で中心市街地が渋滞し、居住者が寄り付けない中心市

街地となってしまう。例えば、中心部には居住者に使いやすい駐車場、観光客の駐車場は外縁部と

し、公共交通機関で市内に誘導するような配置が必要。市の駐車場配置や料金(どこでも一律同額で

すよね？市場原理からありえません・・・)は、民間事業者が運営する駐車場も含め、配置や運営の

検討がしっかりなされているか甚だ疑問・・・

①は伝統を大切に取り組んでほしい　②は観光客中心のエリアでいい（半ばあきらめ）　③は市民

の利便性を中心に考えてほしい

・JR普通列車の本数を増やし、定時の運行を行う。その上で上枝、国府、一宮の駅に駐車場を整備

して、パークアンドライドをおこなったらどうか。



３つのエリアが相乗効果により活性化する方策など、中心市街地活性化についてのご意見を自由に

お書きください。

市政100周年を記念し「高山城]を再建するとともに城山公園エリアを再整備し、城下町高山のシン

ボル（市民の心の拠り所）とする。宮川以東、東山寺院群までは、景観条例（計画）による規制と

支援の強化により、江戸から明治期の町並みへと戻す。大規模な町家を再生したテレワーク、ワー

ケーション、インキュベーションの拠点を整備する。本町通りにはアウトレットモール・シネコン

を誘致し、宮川河畔も活用した昭和レトロな外観で統一した観光や買い物を楽しめる拠点、若者に

も魅力的な働く場とする。駅西には「大江戸温泉物語」を誘致し、市民や観光客がいつでも気軽に

入湯できるようにするとともに、様々な文化活動や体力づくり、交流などができる拠点施設を整備

する。中心市街地全体として、エリアの特性に応じた良好な景観が保たれ、ベンチや植栽が多く置

かれ、車両よりも歩行者を優先する配慮（歩車分離、車両侵入規制など）がなされ、買い物や観

光、様々な体験など楽しいコンテンツがあることで市内外から人が集まる、職住兼ね備えた「テー

マパーク」のようなエリアとなると良い。

家賃・地価が安ければ住む人も増えるのではないか

中心市街地の無電柱化と駐車場の整備

③は市民向けの比較的静かなエリア。このままでいいと思う。①、②は観光客だけに経済消費を頼

るのではなく、市民にも訪れてもらえるスポットとして創意工夫していかないといけない。

観光エリアと住宅の地域の区別

コンパクトシティとか、いろいろあるのかもしれませんが、中心市街地だけが活性化すればよいの

かとの疑問がつきまといます。住みにくいエリアになっている原因には、土地の狭さ（車が停めら

れない）や雪またじの大変さ、祭りなどをはじめとする近所づきあいの煩雑さなどがあるのではな

いかと思います。今ある特性を活かしたからと言って活性化するかと言ったらそれは疑問です。年

長者を排除すればいいというわけではありませんが、多くの場面でいつまでも影響力を固持してい

るような環境ではいくら活性化活性化と言ってみたところで、結局どこかで押さえつけられてし

まっているのが現状のような気がしています。魅力を高めるのも活性化も結構ですが、それを実現

できるのは、若い人材だけだと思います。飛騨市に大学ができるのも結構なことでいいきっかけに

なるとは思います。ただ、魅力的な若い人材が定着するには、結局は働き口です。進学でいったん

は市外に出たとしても魅力的な職場があればどれだけでも戻ってくるだろうし、移住する人も増え

るはずです。今いる人たちはもうみんないっぱいいっぱいです。その限られたコマの中でやれ人材

育成だなんだのと言っても限界です。どの会議をみても同じような顔ぶれで、議論してみるもの

の、それを実現するためのマンパワーがなかったらどうしようもありません。相乗効果をもたら

す、活性化を担ってくれる若い人を多く定着させるための施策こそが必要だというのが私の考えで

す。

 　最初に中心市街地内の空き家となっている部分を解消していくことが重要と考えます。

中心市街地活性化も大事だとは思うが、中心市街地だけを大事にするような政策とならないように

お願いしたい。

朝市のフードトラックの乗り入れ可能に。本町の駐車場＆宮川沿いの朝市から見て本町の裏側の正

面化。



３つのエリアが相乗効果により活性化する方策など、中心市街地活性化についてのご意見を自由に

お書きください。

　中心市街地を東西に横切る国道１５８号より北側の観光客回遊が少なく、高山陣屋・中橋・上三

之町・神明駐車場周辺に滞留していることが言われて久しい。さまざまな取り組み・努力が行われ

ていることは存じてはいるが、このエリアに住まう者として、正直このエリアには「地元市民がお

昼に気軽に入れる食堂等が極めて少ない」。コンビニエンスストア・スーパーマーケットは中心市

街地に複数存在するため、買い物難民はものすごく多いわけではないのだが、飲食店がことごとく

観光客向けであり、子育て世帯・単身世帯等はかなり困っているはずである。加えて、高山市全体

に言えるような気がするのは、観光客向けではない、地元民向け・かつ酒類を伴わないメニューを

提供する飲食店がかなり限られていることである。その証拠に、週末の昼に国道４１号バイパスの

チェーン店飲食店へ行くと、地元の方々であふれかえっていることが少なくない。今は車でそれら

の店舗へ行けても、車を運転できなくなったとき、飲食店を含め、日常的な買い物をどうするのか

という懸念がぬぐえない。今もビジネスホテルが新たに建設されている状況だが、これ以上高山に

宿泊施設が必要だとはとても思えない。中心市街地では観光客ファーストになってしまっている。

ドラッグストア・スーパーマーケット・飲食店・コンビニエンスストアが歩いて回れる、広い駐車

場を備えたエリアが中心市街地の近隣にできないかなあ、というのは夢物語だろうか。

歩道や自転車専用道路などの整備。電柱の撤去。

各エリアの特徴を生かし、人や交通の行き来がしやすくなることで交流し活性化について繋がるの

ではないか。

本町の店舗を利用して、アウトレットモールを誘致してはいかがでしょうか

駐車場と駐車料金の整備、ファミリー層、年配の方が安心してくつろげる場所の整備

①と②の地域は地元住民と観光客が混在するエリアであり、それぞれの出会いや触れ合いの場を創

出していくことが大切だと考えます。③は、地元住民を対象の中心と捉えた店舗展開をしていただ

きたいですが、中心市街地以外の地域から自家用車でのお客さんが多く、飲食を中心としたチェー

ン店が同じ地域に多いため、この地域での滞在時間が長くなれば買い物プラス食事で消費は上がる

と思います。

朝市をやっている場所で、それ以外の時間帯（昼、夜）にフリーマーケットや屋台など簡易店舗で

の出店を可能にする。（昼は雑貨や食品などの、よるは居酒屋など）

３つのサークル（帯状）のエリアに特性を持たせ、そこに市民や観光客が親しみを持ち、過ごしや

すさを実感できることが理想かと思います。また、中心市街地以外に住む市民が立ち寄りやすい環

境を整えることは、同じ市民として最も優先されるべき要件かと考えます。

田舎に住んでいるので思い浮かびません。

１．広い駐車場の整備。２．高山に限らず日本の町並みはボロイ家が多く汚いため、空き家等も含

め撤去する（景観が悪い）３．無電柱化の促進、歩道の整備。

魅力のある店舗、施設がなければ中心市街地の活性化はないと思う。



３つのエリアが相乗効果により活性化する方策など、中心市街地活性化についてのご意見を自由に

お書きください。

今後も高山は、観光産業に依存せずにはいられないと思います。観光客が長時間滞在するよう、

ウォーカブルな（居心地が良く歩きたくなる）中心市街地を形成する必要があると考えます。その

ため、次のようなことに積極的に取り組むべきです。　・美しく魅力ある景観の創出（保全）　・

空き家、空き店舗、空き地の解消　・交通が集中する地区などへの車両進入規制（パークアンドラ

イド等の推進）　・回遊性を向上させるための街歩きルート（モデルコース）の提案　・街中にお

けるイベント開催等の促進　・各個店の魅力向上のための支援　・後継者（担い手）育成等のため

の仕組みづくり　・駅西地区の整備にあわせた公共交通体系の再構築（高速バス等と地域内路線バ

スの分散化など）　・市民も観光客も集い、交流でき、楽しめる拠点の整備（駅西地区）

R41号バイパスからのアクセスが良い駅西エリアは、現在、大型店舗等が集積していることから、

最新の商業エリアとしての開発とそのエリアへのアクセス等の利便性の向上による中心市街地住む

人も市外に住む人も集まりやすいエリアとなる計画を期待。一方、駅東エリア、川東エリアはやは

り、高山の顔となる場所であるので、「高山らしさ」「観光の町」を前面に押し出した開発を行う

ことが必要。伝統文化を継承するため、住環境の整備（規制の緩和も含め）も必要とは考えるが、

現在のこのエリアの人口減少・高齢化に歯止めをかけることは難しいと考える。今住んでいる人に

対しては、サービスは現状維持として、このエリアに訪れる人や活用したい人に注目した計画を期

待する。

若い人の関係人口を増やす事に力を注ぐべき。古い住民と新しい住民の助け合い　若い人が働ける

地方都市を目指す

中心市街地のエリアイメージとしては、商店街のイメージを強く感じます。商店街で味まつり等の

魅力あふれるイベントが開催されておりますが、イベントに参加するには自動車で行き有料の駐車

場を利用しますが、市内で開催するイベントに駐車代金を支払うことに少し抵抗があり、イベント

参加を躊躇うことがあります。また子どもが小さかった時は駐車場から中心市街地のイベント会場

まで距離もあったことから移動のことを考えイベント参加をあきらめたことも多々ありました。商

店街近くに市民が利用しやすい駐車場を確保していただくことで、市民の商店街へ行く機会が増え

るのではないかと思います。

今後さらに高齢化が進むので、公共交通機関の充実を進めてほしい。バスを使って買い物をして帰

ると半日もかかる状態では生活が成り立たない。中心部と病院を直接つなぐルートの増便や、周辺

地域と中心部をつなぐルートの増設を進め、車が無くても生活できる街にしないと住み続けられな

くなると思う。

中心市街地の中の人口を構成バランスよく住まいする方策を整えることで、民間事業者の参入が進

み、活性化されていくと考えます。エリアごとに特徴をゆるやかに出しながら、そこに住む市民の

満足度があがり、その地域の利便性が高まり、結果、住む人が増えて、その生活感を味わうために

観光客が訪れるということが持続可能性ある観光となるように思います。

耳障りのいい欲張った政策を辞めることからスタートすべき。何かは進んでいるんだろうけど、市

民として利益や発展を実感できていない。結果、市への信頼も低い。政策の選択集中をして目に見

える効果を出し、大切にすべきものの優先順位を考えて提示してほしい。

高齢者が気軽に立ち寄るためには、公共交通の利便性の向上と駐車場の確保が必要。買い物と娯

楽・趣味など多彩な環境が賑わいを生む。

3つのエリアがバラバラでなく面で回遊できる仕組みづくり（市民、観光客とも）
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レンタサイクルやセグウェイなど、小回りが利いて駐車もしやすい移動手段の確保

観光は市の基盤産業であり、賑わい（経済活動）を創出することは重要だが、観光客が増えること

と地元住民の生活がバッティングしないようなゾーニングが必要。京都のように大量の観光客によ

るマナーの悪化等により観光公害と呼ばれる現象が起きてしまうと、住民感情が悪化し、本来の観

光都市飛騨高山の魅力の一つである観光業界に限らず市民誰もがおもてなしの心を持って来訪者を

迎えるという良さが失われる。サスティナブルな発展を続けるためには、相乗効果より観光と市民

生活の両立に重きを置くべきと思います。

駅周辺の市街地開発について、まず高山市をどのような方向に開発していきたいかを発信すべき。

その上で目標とするビジネスモデルとなる市町村の事例（あれば）をいくつか意見交換の材料等に

利用してもらえるとこっちもイメージして考えやすいです。

本アンケートのことですが、Ｑ１５については２択ではないと思います。また、Ｑ３１・３２につ

いては、その他を選択しても内容が書けません。本気で中心市街地に人を寄せるつもりなら、居住

人口誘導区域（という名前だったか分かりませんが）の設定が必要ではないかと思います。また、

観光客の入り込み等を考えると、観光客が集中する範囲と、居住者を集めることも想定した中心市

街地の範囲は、重複すべきでないと考えます。アンケートは１０分程度とありましたが、もう少し

時間がかかるようですので、アナウンスは１５分くらいとしたほうが良いかもしれません。

現状のイメージ　観光客：①観光地、②①に向かうための通過地、③足を延ばさないエリア、市

民：①足を延ばさないエリア、②ピンポイント（市役所や特定店舗のみ）の用事を済ますエリア、

③買い物→相乗効果による活性化のためには観光客は②③を如何に利用するか、市民を①②を如何

に利用しやすくするかが重要と考える。また中心市街地（国分寺通りや本町通り）の飛騨ナンバー

による路上駐車が利用しにくさや渋滞の原因の一つになっていると感じる。

宮川の西、高山線までの間は、明治から大正昭和にかけて拡大した市街地であり、賑わっていたた

め、現在でも古い良い建物が多く残っている。駅前から宮川までは大正昭和の町並、宮川を渡ると

江戸明治の町並といったイメージで都市整備ができればよいのではないでしょうか。

観光客向けの見どころが点在してるので周りにくい。市民はほぼ行かない。市民に利用して欲しい

と思うなら、市民も楽しめる施設やイベントをしてほしい。また市民は駐車場無料パスなど配布し

て、よりいきやすくしてほしい。

観光中心でその中に広々とした緑地、商業施設，文化施設で構成した街並みが理想です

古い街並みは観光客を取り込むのもよいが、市民に無料駐車場を設けるなどすれば、もっと地元で

遊んでお金をおとそうと思う。　高山図書館はあんなところにあると不便。駅前など中途半端に感

じる。商業施設、古い街並みまで続くメインストリートの充実。　駅西はもっとおしゃれに若い子

がおしゃれして出かけるデートスポットみたいにしたらよい。観光客など雰囲気で取り込む。

様々なイベント多くする

観光客用と地元用の大駐車場の整備をお願いします。

観光客をメインに考えるのではなく、人が定住していることで街に魅力がある都市にすべき。文化

や歴史は財産ですがそれは人が築いてくれるもの。何より人を大切にすることが重要だと思いま

す。人口流入、子育て支援施策を頑張って欲しいです。

空き店舗を何とかできれば？



３つのエリアが相乗効果により活性化する方策など、中心市街地活性化についてのご意見を自由に

お書きください。

駅西エリアには無料駐車場があるスーパーや商業施設があるので気楽にでかけられるが、①や②に

は無料の駐車場が少ない。本町など①や②のエリアに、市民に限り無料の駐車場が何か所かあれば

もっと気軽に出かけられることができ、商店街も利用しやすいと思う。買い物をしたら駐車場が無

料になるシステムはあるが、ウインドショッピングだけを楽しむことができない。

特になし?

1、2の地域では広い空間は望めない。観光や飲食で特色を出して欲しい。商店は商店街ごと、また

隣り合う数店で共通の意識を持って魅力を発信出来るようになって欲しい。これには市も大いに関

わって欲しい。

観光客相手のお店は、期待出来ますが、食品、衣料、日用品は、大きなスーパーで買い物をする傾

向があり、商店街は、車を置くスペースがなく、不便です。

ヨーロッパの街のように、外縁部における駐車場の利用促進と、中心部における歩いて楽しめる歩

行空間の整備、景観の向上、商業機能と居住機能が混在した、職住一体型の生活街の整備が必要だ

と思います。

ホテルが多すぎる。次々と建てられるがあんなに要らない。高山市は大型ショッピングモールも無

いし、遊べる場所(テーマパークや映画館)も無いので何の楽しみも無い。ルビットタウンも単なる

買い物する場所程度に過ぎない。本当につまらない地域だと思います。だから岐阜や富山へ遊びに

行くしかない。幼児を遊ばせようにも公園は小さい･遊具が少ない･日除けの場所が無い。ハッキリ

言ってショボイ。だから若者が高山から離れていくのでは無いのでしょうか？中心市街地に関係な

く、活性化させるのなら観光に頼るのではなくて、市民(特に若者世代)が市外に出なくてもいい様

な方策を考えて貰いたいです。

高山市街地に観光客が来てくださるのはとても良いことだが、車が混雑して、渋滞しているのはエ

コでもないし、イメージも良くないと思う。駐車場もなく混雑しているのならば、車がなくても、

移動の便利なまちづくりが市街地には必要なのでは。観光の中枢地区もほとんど市街地にかたまっ

ていているから、住居を構えるならば、この地区はまず避けたいと思う。観光客のために市街地の

人口が減ってゆくのも本末転倒な気がする。

山王地区は独り暮らしの元気な高齢者が多い。祭りは参加したがるがそれ以外の町内役や活動その

他がヤオシで出来ない。それでいて昔からの人達の結束強く新参者を受入れない傾向が強い。町内

活性化に繋がらない。中心市街地活性化は映画館復活!!是非お願いします。

充実したコンテンツを持つ交流センターの早期建設。あまり的確な活動ができていない「まちづく

り会社」に代わる新たなまちづくりの媒体づくり。

気軽に車が置ける場所

特に思い浮かびません。

駅東から宮川までのエリアに、郊外から車でも行きやすくするために、市民のための駐車場がある

と嬉しい。

狭い道路、わかりにくい標識、一方通行の多さ、観光客の方だけでなく地元民が行ける商業施設が

あるといいと思います。

映画館や公共のスポーツ施設など、余暇を過ごす施設を充実させていただきたい。



３つのエリアが相乗効果により活性化する方策など、中心市街地活性化についてのご意見を自由に

お書きください。

中心エリアだけでなく、その他市内からもアクセスしやすく人を呼べるようなエリアになれば賑わ

うと思う。景観の維持も大切だけど、観光客による商店街エリア等の交通渋滞を解消するための道

路整備もしてほしい。移住してきて驚いたのは、高山のお店の営業時間はとても短く、すぐに閉ま

ることです 。夜仕事終わりに食事するにしても、観光客が夜の高山を楽しもうにも1部の店しか空

いてないので楽しめないかと思います。夜等、時間帯ごとに高山を楽しめるスポットもどこかに

作ってみてはいいのではないでしょうか。

①は歴史伝統を意識しつつバリアフリーかつユニバーサルデザインを意識した、形を取り入れて

いってはどうか。歴史古きは素敵ながら、中心部は明るさが少々足りないので景観を意識しつつ緑

や花、電灯を増やすなど②はそこから観光面と地域の人々の過ごしやすさがみえるよう、公共交通

機関の整備(医療機関やショッピングセンター、銀行郵便局辺りの往来)や、道路の整備(歩道、車道

等)、街路灯や防犯カメラの設置。③市民の過ごしやすさをメインに、観光に来た人にも住んでる人

の笑顔が見えるような、子どもから高齢者まで幅広く活用できる大きな公園、冬季のアクティビ

ティ施設(公共交通機関、駐車・駐輪場等設置も)の設置(あるいは、中心部より外れたところへ設置

し、かつ公共交通機関などの充実)や、習い事やスポーツなどの充実、日常生活関連の施設の充実、

道路整備をお願いしたいです。

店が商品たっぷりで居るだけで楽しくなるようなら良いと思う。

分からない

本町3丁目のイータウンから始まり、行神橋、大政の建設。多くの市民が疑問を持っているのでは？

と思います。なぜ集中的にあそこばかりに投資がされるのか？実際にイータウンは失敗していると

思うし、その責任を誰も取らないまま、次々に計画的なのか？と思う大型投資。市の活性化事業に

は疑問を感じております。特に国島市政には…

まず人　人が集まれば自然と街は活性化されます。そして若い人　若い人が集まれば自然と街はそ

の人たちの必要な物が集まってきて売買が増え、活気が出てきます。最後に仕事　仕事があれば人

は定住します。　魅力のある街はイコール仕事のある街。これらを実現するためには、都会にある

ものが当然にこの街にもあるという安心感です。スターバックス、無印良品などの存在は大げさか

もしれませんが「ここに住める」と安心できます。加えて、必須は、名古屋までの電車の複線化に

よる乗車時間の時間短縮、希望は新幹線導入。名古屋まで近いというのが、そのあと全国へ全世界

へつながれる暮らしやすさを現実のものにします。残念ながら今は高山を出ること自体が億劫な暮

しです。これがクリアできれば名古屋への通勤、通学も可能になり移り住む人の後押しにも当然な

ります。また、Uターン就職も選択肢に入ることと考えます。ぜひご検討いただきたいです。

駅前周辺から観光地までの歩道の整備、(アーケードや融雪装置による雪に強い観光地)　トイレの

整備、ベビーカーやお年寄りの歩きやすい街づくり。大切な人に案内しても、大雪で足下が悪い観

光地というイメージになれば冬の観光客が減るのは当たり前だと思う。地域に住む方も同じ思いだ

と住みにくく感じるので、改善してほしい。雪道の改善、除雪の見直し。

子供が安心して遊べる所を作って欲しいです。

観光客が　宿泊施設から徒歩で観光しやすいように環境整備を継続していただければよいと思いま

す。市民も買い物しやすい商店街（アーケイド）と駐車場の整備がしっかりできれば昔のように中

心地の活性化もされるのではないでしょうか…



３つのエリアが相乗効果により活性化する方策など、中心市街地活性化についてのご意見を自由に

お書きください。

駅西口に、大型商業施設(イオンモール等)ができると活性化に繋がると思う。シャッター街にしな

い為に、後継者の居ない店舗をまとめて買取り、伝統的な工芸品を作成して販売する店舗を増やし

て欲しい。駐車場も完備して、大きな明るい店舗にして。

観光地として名高い高山ですので、観光しに来た人々への温かいもてなしが出来る街作りはもちろ

ん大切だと思いますが、観光客に媚びすぎないことは大切かと思います。住む人が美味しいと思う

飲食店や、素晴らしいと感じる施設は、外から来た人にとっても良い場所なはずです。税金を使う

から、賛否あるのは承知していますが、公共の施設(公園・美術館など)が名建築だったり、世界に

誇れる場所がひとつ出来ると、そこを中心に新たな文化がはじまり、人が集まり、面白いビジネス

を展開する人も増えていくのでは、、と思ったりします。ホテルがただただ増えていくのに、地元

の人は全然行かない「古い町並み」しかないエリア、案外観光客も何回もは行かないものです。美

術館が併設されている公園、あるといいな、といつも思っています。。

市民に必要な商業の中心は駅西になっている。その点を踏まえてまちづくりをしてほしい

主に観光客の利用する公営駐車場は中心から離れたところに整備しなおし、公共交通を充実させ中

心部の渋滞解消を図る。中心部での人口減少の原因は駐車場もない狭く古い住居に高い税金、祭り

等の行事への参加負担、買い物も中心外へという不便さが原因だから、これに対処するためには固

定資産税等のイニシャルコストを大幅に引き下げる。その分周辺部はインフラ整備にコストが掛か

るので引き上げて中心部への人口回帰を促す。中心部の人口が増えれば行政が無い知恵を絞らなく

ても勝手に賑わうようになる。

高山市内の駐車場代が関東などと変わらないくらい高いことにびっくりした。車必須の田舎なのに

街中の駐車場があれだけ高ければ特に行きたいと思わないので、せめて高山市民だけでも安く止め

られる駐車場を街中に整備するべき

車使用の方々が多い    自転車や新しい移動方法（キックボード電動や電動自転車等）

地元住民は観光地である高山市を、高山祭りの時以外観光地として楽しんだり利用していないので

はないか？地元住民も市街地を観光地として楽しめる街にしてほしい。宮川より東→完全観光客向

けに整備　本町付近→ 食事処の充実　駅西→ 文化交流、巨大公園、企業コラボの○○展(ドラえも

ん展とかデザイン・あ展みたいなもの)を年に何回か誘致してほしい

特になし

川東エリアは、高山の重要な産業を支える観光エリアで、更に観光客を獲得するために、保全と発

展のバランスをとる必要がある。町並みを壊す様な改築は、将来の高山の資源を無くす行為。本町

周辺は寂れて今は何の魅力も感じられない。中途半端な予算の投入は、無駄に終わりそう。駅西地

区は、商業施設を更に充実させる事で、地元住民の生活様式への貢献が出来そう。ありきたりなど

こにでもある商業施設よりも、更地にトレーラーハウスやコンテナーハウスなどを活用した商業施

設があると楽しい街になりそう。失敗したら撤去も簡単。住居もトレーラーハウスを活用すれば、

将来の空き家対策にもなる。先進的な街づくりで話題づくりにもなりそう。

古い町並周辺あたりに観光客が集中しているため、もっと分散するといい。中橋周辺は土日だけで

もいいので車輛を通行止めして歩行者天国にしたほうが観光客に親切。

駐車場を併設した施設を設ける　高山日赤病院 をこのエリアに建てる



３つのエリアが相乗効果により活性化する方策など、中心市街地活性化についてのご意見を自由に

お書きください。

若い子達が高山から離れていく1つとして、娯楽施設がない。観光もいいが、次の高山市を背負う子

が高山から離れていくのは寂しい事です。ぜひ、若者にとっても住みやすい暮らしやすい、楽しい

市を実現してほしいです。

まだまだバイクの駐輪場が少ないので、バイクの観光客がどこに止めようか迷っています。周りと

の調和がとれるバイクの駐輪場を設置した方がいいと思います。

歩行者天国

都会の人が高山で仕事ができ、生活出来る環境があれば良いですね。

観光客だけではなく、市民が訪れたくなるような施策を展開すべきだと思う。地元市民に人気があ

る場所には、観光客も興味を示すはず。市民視点だと、中心市街地へのアクセスは良好ではない、

かつ必ずしも中心市街地へ訪れる必要性がない。エリアごとにメインターゲットを分けたり、特色

を持たせたりすることは効果的だとは思うが、まずはターゲット層を広げ、かつ各ターゲット層の

引き込みへの重みづけを再考すべきかもしれないと思う。

そもそも中心市街地の方が、中心市街地以外に買い物等に出て行ってしまっている時点で、経済の

中心は、そこにはなくなっているのではないでしょうか。そうであるのであれば、中心市街地（特

に駅西）に大きなランドマークとなる人が集まる拠点（大型の無料駐車場も併設）し、中心市街地

以外の市民が週末に出かけてきやすい環境を整えてはどうでしょうか。今の駅西広場は、週末にわ

ざわざ訪れたくなる施設ではありません。

中心市街地外からも行き来しやすい公共交通機関が便利になると良い。

高山市は住民や観光客双方に有益な充実した文化施設や、自然や動植物に対する博物館や動物保護

センター的なものがなく、県に先駆け充実させていくべきである。

支所地域にも力を入れてください。あまり使われない箱物を造るくらいなら、その分を支所地域の

為に使ってください。支所地域がどんな状況かちゃんと視察されてますか？

中心市街地は1時間に1回の街並みバスや、行神橋の開通による本町3丁目の活性化など多様な事業が

展開されている。中心市街地周辺エリアに目を向けるべきでは？

近い将来に驚く人口減少が迫ります。エリアの活性化は観光の街づくりしても活性化ははかれませ

ん。人口が増加して可能となります。多くの市民が住み易い街づくりが必要です。観光客が来てく

れる街づくりでなく、地元市民が住みたい、住みやすい街づくりに知恵を出していただきたい、い

つも思って願っています。

観光地として人が集まり　賑わうことを願う。



３つのエリアが相乗効果により活性化する方策など、中心市街地活性化についてのご意見を自由に

お書きください。

中心部には素敵なお店がたくさんありますが、車では入りづらいイメージがあり利用できていませ

ん。図書館前でご年配の方に「免許を返納したの。バスは本数がなくて大変。」というお話を伺い

ました。国府のバス停では日赤に向かわれるご年配の方にも同じようなお話と、バスとバスの間の

待ち時間がある、という話を伺いました。もしかするとすでにあるサービスかも知れませんが、市

公認の配車アプリを利用すると高齢者や町に来てほしいターゲット層が割引料金でタクシーなどを

使えたら、とてもありがたいなと感じます。現在も高齢者の方のタクシーの割引はあるようです

が、バスの方が価格が安いことからお元気な方ほど待ち時間を長くバス停で過ごし、でもそうする

と1日が病院へ通院する、それだけで時間がたち用事が終わりという印象を持っています。交通手段

があればお買い物もイベントにも参加してくださいそうなお元気な方だなと感じました。電話をす

ると来ていただけるサービスもあるようですが敷居が高く、孫が手助けするならアプリで頼めると

とても便利だなと感じます。最近はご高齢の方もスマホを使いこなしますし、市民が街中の飲食店

を利用したり、観光客の方に高山市内を広くご覧いただき3つのエリアを移動していただくために

も、気軽な価格で待ち時間少なくアプリで呼ぶことができる配車サービスがあるとありがたいなと

思いました。また、市役所と図書館と文化会館をよく利用します。市役所や文化会館、駅側に図書

館の分館があればありがたいなと感じました。このアンケートを知ってから濃飛バスのホームペー

ジを見てみると時刻表が新しくなっていました。ご年配の方に急に話しかけられたときからすでに

改善していただいているかもしれません。的外れな意見かもしれませんが、ご検討いただけたら幸

いです。

駅西⇔駅東がＪＲを隔てて全く違う街に感じるので、駅西と駅東の連担性やグラデーションがある

と良いと思う。

それぞれに既に確立されたエリアの様に思うので、相乗効果が思いつきません。

３つのエリアがそれぞれの特色を保ち、高山市の中で大きく区分けされやすい方が活性化にもつな

がると思います。

観光客が滞在するエリアを明確にした方が良いと思う。市民の生活エリアと観光エリアは明確に線

引きし、そこに投入するパワーはどちらかにはっきりと振り切って行うべき。そうする事で、観光

と関係ない市民にも受け入れやすい街づくりが出来ると思う。また、はっきりと分けることで、新

規起業イメージが起業家の方々に想起させやすく、高山の強みである多くの観光客の消費を促す事

になると思う。その結果観光客の滞在時間が増え、消費額の増加、素通りから宿泊へ変換が可能に

なってくると思う。何れにせよ、中心市街地を活性化するには観光客とは切っても切り離せず、そ

うであるならばやるべき事を見失わずに振り切った政策が必要になると思う。

街中の駐車場が一番の問題だと思います。私はそれが原因で本町とかへは行かなくなりました。店

で買い物すると駐車券は出ますがそうでない、ウインドウショッピングの際は駐車代を払ってまで

見たい魅力的な店が無く行かなくなりました

市民が参加できる仕組み造り、高山の特色である山にある木を大いに活用し、発電・木工などでフ

ル活用し、産業が生まれる土壌を作ることが大切かと思います。災害時に陸の孤島になってしまい

かねない高山で生活インフラ、食の地産地消などこれからの生活スタイルに希望が持てるものをど

んどん公表し、共有していけるといいと思います。観光はしっかりと保持した上で地域の魅力を皆

で共有し、希望を持ちたい。

流動的な導線の整備



３つのエリアが相乗効果により活性化する方策など、中心市街地活性化についてのご意見を自由に

お書きください。

高山市内でお金を使いたくても求めるもの、サービス、場、人がないことが多いです。前居住地の

東京に出張することで自分は補っていますが、むしろ東京から人を呼べる受け皿が欲しい。

それぞれのエリアを生かしたまちづくりが見える開発、整備事業の推進、観光施設、町並みの徹底

した整備、城山を中心とした公園整備の徹底。子育て世代のための公園整備。文化会館や、野球場

など老朽化した公共施設や中山公園の改築新築整。備

駐車場の確保と市民には駐車料の無料化

目的が不明瞭だと思う。観光客の誘致を目的とするのか、昔のような商業の活性化を求めるのか。

後者については大型商業施設が出店したので無理でしょう。年に数回のイベントで集客したとして

も成り立たない。アーケードがあり雨天でも歩けるけので健康増進のためのウォーキングスポット

に、すればいいと思う。ただし雨でも滑らないように舗装は考えた方がいい。

電柱地中化

イオンみたいなひとつの所で、買い物、娯楽が出来る所が、高山にも欲しい

中心市街地のコインパーキング増加や未利用地を減らすため、駅西地域に安価な時間貸し駐車場(50

円/時間、500円/日)の整備。

中心市街地に住みやすくすること、中心市街地の人口を増やすこと

今後も人口減少によりますます空き家・空き店舗が増加しまちの魅力が薄らいでいくように感じま

す。市街地は狭小な住宅が多く、結婚などで家族が増え手狭となった世帯は郊外に居住地を求めて

転居することも考えられます。移住し易い住居等等の環境整備も含め隣の空き家を購入しやすい制

度があればよいと思います。昔と比べ、近くに食料品等の商店が減り、買い物は車で市街地に点在

する大型スーパーを利用しますが、高齢者で運転ができない人はどこで買い物をしているのかと感

じます。ネット通販もありますが、やはり対面で買い物をすることは日常生活をしていると感じら

れるとともに、人とふれあう交流と安心感が得られるため、対面での活動は大切であると思いま

す。イベントだけでなく日常的に人と触れ合い、人を感じることができるためには空き家等を活用

し定住人口を増やすことが大切と思います。

活性化してほしいが、良い案は思い付かない。

障害者です。市街地は主に観光向けで、お店も高く、市民が行きづらい逆に暮らしにくいイメー

ジ。バスの路線も分かりにくいです。全ての娯楽等を中心地に集めるのではなく、もっと分散させ

て観光客の密集を避け、市民にも優しい街になればと思います。(ところで、なぜ高山市内ほとんど

のバス停に、雨よけやベンチ等無いのでしょうか？雨や雪の中、バスを待つお年寄りを見ると不憫

でなりません。)

駅西にでかい駐車場を作って観光客の車の乗り入れを規制し、駅前から東側を徒歩で楽しめるよう

にする。その分観光客用の交通機関の選択肢を増やす。

往来出来やすい道路が必要

質問が多すぎる

観光客でなく、市民が利用したくなる活性化をお願いします。

本町商店街がショッピングセンターのように様々な店舗が集まり、楽しく買い回れるエリアになれ

ば魅力的。現在は空き店舗や入りにくい品揃えの少ない店舗ばかりで魅力がない。30分以内無料の

ような買い物しやすい駐車場があれば、車で出掛けやすいのでは。



３つのエリアが相乗効果により活性化する方策など、中心市街地活性化についてのご意見を自由に

お書きください。

空き店舗や空き家などを移住者や都市部の企業へ、「自由なリノベーションできる物件」としてア

ピールしてみてはどうかと思います。特に企業は都市部に拠点を置く必要がなく、規模も大きくな

くて良いという価値観のところも出てきていると思うので。周りの住民としても、民泊で入れ替わ

り立ち替わり外国人が来て心配という問題も解決できそう。

なぜ市街地のみの話なのか、このアンケートの目的を知りたい。高山市は市街地のみを活性化させ

る方針なのか疑問。スキー場の閉鎖など、後退する地域にSDGs未来都市としての魅力発信はできて

いないと感じる。

宮川から東のエリアは正直寂れているが、無理に活性化させる必要は無いと思う。芸術やアートが

楽しめるような静かだが活性化できるエリアであってほしい。大政（観光客向け？地元向け？）や

村半（若者って誰？）、イータウン、まちの博物館（体験する人いますか？）など利用意図が分か

りづらい設備は不要です。もう少し客観的に見て利用される施設なのかどうか考えてみてくださ

い。

テーマパーク

住民と観光客が利用しやすい、徒歩・自転車のための道がほしい。狭い道でも車がたくさん通る

し、車社会すぎて歩行者に優しくない。

それぞれのエリアでの特性を活かしてほしい、人が賑わう場所は観光客と地域住民とわけてほし

い。

市営駐車場は市民は無料にすべき。駐車場料金が高いから中心地に行かなくなる。買い物する所も

魅力的なお店がない。だから若者は市外県外でお金を使う。中心地は観光に特化すればいいのでは

ないか？市民が楽しめる場所などない。

観光の充実は、高山らしくやるなら必要。市民の住環境や交流娯楽、生涯学習の充実と福祉の充実

のバランスを考える。

観光客ばかりではなく、市民生活を充実させるような場の創設など

観光客が分散して楽しめたら街中の混雑回避や見所が多くなりさらに観光客が来てくれるし観光業

が活性化しそう

道路を広くする。除雪をちゃんとやる。観光業のみで生きて行こうとするのは、如何な物かと思

う。日本の人口は減っています。インバウンドはいつ回復するかわかりません。中心市街地より農

村部で企業誘致したら如何ですか？そもそも、大企業が数社しかないから働く場所がなく若者はみ

んな離れて行っているのでは？大学誘致するのも良いかと思います。滋賀県はそれで人口増えて

いってます。目先の中心部より長い目で山間部の土地開いたりして企業誘致、大学誘致などの方が

現実的かと思われます。市民の数が減れば税収も減るのが世の常かと思います。スローライフした

い都会人の誘致は、ある程度周りに住環境がないと急激な生活環境の変化に耐えきれず、定住され

ません。例えば、買い物出来る場所があまりに遠い所とかWi-Fi環境が悪いとか、転居者を定住させ

る為には周りの環境をある程度整えてから行ってください。昔から住んでる我々は、車で1時間くら

いは普通ですが都会の人は車で1時間は遠出になる認識だと思います。中心部の発展より他にやるべ

き事が多々あると思います。税収上げる為に頑張ってください。



３つのエリアが相乗効果により活性化する方策など、中心市街地活性化についてのご意見を自由に

お書きください。

観光客と地元住民が、問題なく生活するのは難しいと思います。観光に力を入れるのであるなら、

今広まっている小京都的なイメージは、充分なので、自然に囲まれた地域という事を今まで以上に

アピールしていったほうがいいと思う。ウルトラマラソンの参加者の意見には、自然環境への感動

の声がよく聞かれるので、マラソンの他にロードバイクレースや野外フェスの誘致など、狭い街中

から外へ目を向ける事が優先だと思います。

観光出来るべき街。新しいことを受け入れない。排他的。伝統を守るといえど、移住した若者や他

所からの商業施設を受け入れない。活性化したいなら、もっと地元意識をなくし、新しい風を吹か

す以外ない。それが異を唱えることになるならば、いつまでも変わらないのだとおもい、絵に描い

た餅を唱えるアンケートならば、意味ないかと。

スーパーなどは頻繁に行くので近くがいいが 文化芸能や娯楽等は遠くても良いところならいく。

ショッピング出来るとこと公園娯楽など 広くつくったり 流行りのお店などあればいく。 映画館は

欲しい。今の街中は狭いし暗いしいいイメージがない。

隣合っているため3つのエリアがそれぞれ役割を分担すれば効率良く行くと思う

地産地消の促進が地域活性化に重要と思う。

街中は飲み屋街やおいしいカフェも多いが、駐車場が少なく行きづらい。せめて高山市民は駐車場

を無料にする等の整備をしっかりしてほしい。もっと子どもが遊べるような娯楽施設や買い物店舗

等増えて欲しい。


