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　　　　　　　　　　　グレインの発掘と具体化業務報告書

１．はじめに

　グレイン調査を実施するに当たり、中心市街地商業業務集積地区活性化ビジョンに記載

されている下記「グレイン」の概念をもとに調査を行った。

（１）グレインとは

・拠点をつなぐ「場」である。

・街の中に「楽しみ」を発見させるモノ。

・回遊性を高める「街歩き」を誘発させるモノ。

（２）グレインの対象は

・ロの字回廊沿道の施設が対象。ロの字の内側、縁辺部でもよい。

・業種業態は問わない。

・中心市街地コンバージョン事業により整備された施設。

・市民がよく利用する、愛着を持っている店舗、専門店として広域から集客できる店舗。

・まちなかアート展開事業の実施個所。

・市民が日常的に利用する公共・公益施設。

・空き店舗、空き地でも場所的に有効活用により「界隈性」を生み出す可能性が高い施設

をも対象とする。

（３）グレインの形成

・空き地、空き店舗。（溜り空間などは、休憩スペースとして活用できるよう公的な支援、

地権者の協力を求める）

・まちなかで市民が集い、憩うことができるポケットパークや広場。

・チャレンジショップやギャラリーなど、若者の活動が街なかに見え、新たなまちなかの

魅力を発信する場。

・気軽に立ち寄れるカフェや地域食堂など、地域交流・地域のたまり場となる店舗。

・公共公益施設での市民主催のイベント、音楽祭の開催。

（４）グレインの特性

・雪の多い岩見沢市にあっては、春・夏・秋の雪のない時期と、冬ではグレインの種類（例

えば、ポケットパークやパティオ）、場所（公園や広場）によっては、グレインが形成され

ない場合もある。

・夜と昼で、グレインが形成されない場合がある。夜間性飲食店が集積している場所は、

夜は繁華街として、多くの人を集客するが、昼間は人通りが少なくグレインになりにくい。
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２．グレイン一覧

グレイン一覧
g01 石田スポーツ
g02 贈答品のハリカ
g03 福よし
g04 とんかつ富司
g05 レストランコロナ
g06 宝石のレガン
g07 ラーメンの冬馬等
g08 一久庵
g09 のじり
g10 ふらっとパーク
g11 婦人服のフィール
g12 ストリートギャラリー
g13 空き地
g14 シャカシャカ
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g15 北洋銀行
g16 北海道銀行
g17 えぞ屋３条店
g18 空知信用金庫
g19 くらもち酒店
g20 天狗まんじゅう
g21 小もろそば
g22 やきとり三船
g23 前野米穀店
g24 空き家（石蔵）
g25 居酒屋ふみや
g26 たこやき
g27 田辺鮮魚・青果店
g28 セブンイレブン
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３．グレインの抽出
g01 石田スポーツ
その他小売業

g02 贈答品のハリカ
その他小売業

g03 福よし
夜間性飲食店

贈答用品販売店としての品揃えは
高く、市内全域から顧客を吸引して

やきとり専門店で、女性・男性を問わ
ず幅広い年代層に支持を受されて

ロの字回廊の縁辺部に位置してい
る。スポーツ用品小売業として、市内
及び周辺市町村からも顧客を吸引し
ている。
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g04 とんかつ富司
飲食店
揚げ物専門店として信頼感が高い。

g05 レストランコロナ
昼間性の飲食店。

g06 宝石のレガン
身の回り品小売業
貴金属を取り扱う買回り品店として
の存在感は高い。

特色あるメニューで、幅広い年代層
から支持を受ける人気店。
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g07 ラーメンの冬馬等

g08 一久庵
飲食料品小売業

g09 のじり
理美容サービス店

飲食店、居酒屋、衣料品店が集積し
ている。
ポルタと近接しており、最もグレイン
となる可能性の高い場所である。

老舗の菓子店として、市内全域から
顧客を吸引している。

市内中心部の中では、最も店格が
高い美容室。
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g10 ふらっとパーク

g11 婦人服のフィール
婦人服小売業　婦人服専門店

g12 ストリートギャラリー
4.3地区ポケットパーク設置事業で生
まれた空間。
ロの字回廊の縁辺側にあるが、情報
発信基地としての役割を果たしてい

グレードの高い商品群とショーウイン
ドーの使い方が上手。岩見沢市内で
は、数少ないウインドーショッピング
ができる店。

旧ラルズ店舗跡地の活用でできた
空間。
ナカノタナ（生鮮食品+日常生活に欠
かせないサービスの集合体）、百餅
祭りの使用済み臼の展示、駐車場、
休憩施設等で構成される。
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g13 空き地

g14 シャカシャカ
飲食店　スペイン料理店

g17 えぞ屋３条店
夜間性飲食店

シャカシャカの隣地であり、同系列
の飲食店を誘致することにより、相
乗効果が高まり、大きなグレインに
なる可能性がある。

店頭部の使い方が大変上手にでき
ている。専門店として広範囲から顧
客を吸引する可能性がある。

高級なイメージのある飲食店、接待
等の非日常的な利用のされ方をされ
ている。
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g18 空知信用金庫
金融機関

g19 くらもち酒店
飲食料品小売業　酒販店

g20 天狗まんじゅう

ロの字回廊の縁辺部に位置している
が、集客力は抜群である。

ロの字回廊の縁辺部に位置している
が、酒類の専門店としての品揃え非
常に良い。

飲食料品小売業　駅前通りに立地
する食品店
ロの字回廊の縁辺部に位置している
が、集客力は抜群である。
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g21 小もろそば
岩見沢駅前に立地する飲食店

g22 やきとり三船
岩見沢駅近くにある夜間性飲食店

g23 前野米穀店
米穀類小売業

ロの字回廊の縁辺側であるが、幅広
い客層が利用している。

やきとり専門店で、市内外を問わず
幅広い年代層に支持を受されてい
る。
ロの字回廊の外にあるが、集客力は

精米設備を備える老舗の専門店で
あり、広範囲から顧客を集客できる
可能が高い。
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g24 空き家（石蔵）

g25 居酒屋ふみや
夜間性飲食店

g26 たこやき
お好み焼き・たこ焼き店

気軽に入れる居酒屋としてサラリー
マンを人気がある。

テイクアウトができる飲食店。学生を
中心に来店頻度の高いお店。

石蔵づくりであり、グレインになる素
材。
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g27 田辺鮮魚・青果店
飲食料品小売業

g28 セブンイレブン

生鮮食料品を取り扱うお店。お年寄
りを中心に根強いフアンがいる。

飲食食料品小売業　コンビニエンス・
ストアー
広い駐車場を有しており、若者を中
心に幅広い客層を集客している。
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４．中心市街地立地店舗等一覧
（１）小売業 （２）飲食

NO 名称 住所 業種 NO 名称 住所 業種

1 ハリカ １条西２丁目 贈答品 1 雷電食堂 １条西３丁目 食堂

2 ケンゾーコーヒー豆販売 １条西３丁目 コーヒー豆販売 2 蕗亜 １条西３丁目 スナック

3 岩見沢時計サービスセンター １条西３丁目 時計・めがね 3 大善鮨 １条西３丁目 すし

4 株式会社セイム １条西３丁目 照明器具 4 杉八 １条西３丁目 居酒屋

5 高橋馬具靴鞄店 １条西３丁目 靴 5 スナック美代子 １条西３丁目 スナック

6 セブンイレブン １条西３丁目 コンビニ 6 ダーツバーレギャン １条西３丁目 スナック

7 ランド １条西３丁目 紳士服 7 わがや居酒屋 １条西３丁目 居酒屋

8 石塚呉服店 １条西３丁目 呉服 8 壱利花 １条西３丁目 焼き鳥

9 南青果店 １条西４丁目 青果店 9 熱帯家 １条西３丁目 スナック

10 つるや洋装店 １条西４丁目 服 10 六本木 １条西３丁目 スナック

11 田辺鮮魚店 １条西４丁目 鮮魚店 11 アンシャンテ １条西３丁目 スナック

12 メガネの愛眼 １条西４丁目 時計・めがね 12 西谷そば店 １条西４丁目 そば

13 大丸洋装店 １条西４丁目 服 13 居酒屋ふみや １条西４丁目 居酒屋

14 カメラの田沢 １条西４丁目 カメラ 14 みな菊 ２条西３丁目 おでん

15 トロイショップフミヤ １条西４丁目 服 15 匙 ２条西３丁目 喫茶店

16 ムラタ商会 １条西５丁目 CD 16 焼き鳥福よし岩見沢店 ２条西３丁目 焼き鳥

17 ブックターミナル １条西５丁目 本屋 17 コロナ ２条西３丁目 レストラン

18 本間靴店 １条西５丁目 靴 18 リーベ ２条西４丁目 スナック

19 前野商店 １条西５丁目 米 19 小蝶 ２条西４丁目 居酒屋

20 つるや洋装店 ２条西３丁目 服 20 鹿喫茶 ２条西４丁目 喫茶店

21 ヒマワリ靴店 ２条西３丁目 靴 21 とんかつ富司 ２条西４丁目 食堂

22 坪井糸業 ２条西３丁目 小物 22 さかまる ２条西４丁目 居酒屋

23 郡田呉服店 ２条西３丁目 呉服 23 千代飲食 ２条西４丁目 焼き鳥

24 しんかい楽器 ２条西３丁目 楽器 24 三船 ２条西４丁目 焼き鳥

25 小西紙店 ２条西３丁目 紙 25 三日月 ２条西５丁目 居酒屋

26 大久保たばこ店 ２条西４丁目 たばこ 26 味処小川 ２条西５丁目 居酒屋

27 野村仏檀店 ２条西５丁目 仏壇 27 いち ２条西５丁目 居酒屋

28 みよや化粧品店 ２条西５丁目 化粧品 28 おしゃれ泥棒 ３条西３丁目 スナック

29 アタック岩見沢店 ３条西３丁目 作業服 29 駒勇 ３条西３丁目 居酒屋

30 ふるや時計店 ３条西３丁目 時計・めがね 30 コンセント ３条西３丁目 スナック

31 作業服スーパー ３条西３丁目 作業服 31 エムズ・バー ３条西３丁目 スナック

32 よしもと ３条西３丁目 和洋小物 32 琥珀 ３条西３丁目 喫茶店

33 一久庵 ３条西３丁目 和菓子 33 お多福 ３条西３丁目 居酒屋

34 美と憩いの店Ｋ＆Ｋ ３条西３丁目 服 34 子娘 ３条西３丁目 喫茶店

35 あん ３条西４丁目 カーテン・生地 35 冬馬 ３条西３丁目 ラーメン

36 ハチヤ ３条西５丁目 お茶、コーヒー 36 炉ばた ３条西３丁目 居酒屋

37 柏木商店 ３条西５丁目 贈答品 37 立ち呑みバル縁 ３条西３丁目 居酒屋

38 岩見沢９０ ３条西５丁目 小物、食器 38 とくちゃん ３条西４丁目 居酒屋

39 フィール ４条西３丁目 服 39 えぞ屋３条店 ３条西４丁目 仕出し

40 もりや ４条西３丁目 補聴器 40 ポロネーズ ４条西３丁目 喫茶店

41 瀬戸商店 ４条西３丁目 酒小売 41 ニューリンカーン ４条西４丁目 スナック

42 田村印舗 ４条西４丁目 印鑑 42 ぴによん亭 ４条西４丁目 居酒屋

43 キッズスポーツファクトリー ４条西４丁目 スポーツ用品 43 精養軒 ４条西４丁目 焼肉

44 松重 ４条西４丁目 宝石 44 お爺い ４条西４丁目 居酒屋

45 レディスルック ４条西４丁目 服 45 しん ４条西４丁目 居酒屋

46 いがらし ４条西４丁目 服 46 杉 ４条西４丁目 居酒屋

47 トリコ ４条西４丁目 服 47 きよちゃん ４条西４丁目 居酒屋

48 あかしや書道専門店 ４条西５丁目 書道用品 48 とりきん ４条西４丁目 居酒屋

49 理光 ４条西５丁目 カメラ 49 シャカシャカ ４条西４丁目 スペイン料理

50 ダイマル ４条西５丁目 文具 50 かとれあ ４条西４丁目 喫茶店

51 琴 ４条西５丁目 喫茶店 51 七味亭 ４条西５丁目 居酒屋

52 タケイダ ４条西５丁目 呉服 52 えぞ屋 ４条西５丁目 居酒屋

53 小林自転車店 ４条西５丁目 自転車 53 ＮｏｎＮｏｎ ４条西５丁目 レストラン

54 朝山たばこ店 ４条西５丁目 たばこ 54 鳥っ子 ４条西５丁目 焼き鳥

55 マルミ洋装店 ４条西５丁目 服 55 酔月亭 ５条西３丁目 居酒屋

56 ファクトム ４条西５丁目 玩具 56 鳥勢 ５条西４丁目 焼き鳥

57 ぷらっとパーク ４条西２丁目 小売 57 飲むんやろ ４条西４丁目 居酒屋

58 時計台補聴器 ４条西４丁目 補聴器
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（３）サービス （５）銀行

NO 名称 住所 業種 NO 名称 住所 業種

1 岩見沢労働基準協会 １条西３丁目 サービス業 1 空知信用金庫 ４条西５丁目 銀行

2 ソーイングショップ １条西４丁目 服リフォーム 2 北海道銀行 ４条西６丁目 銀行

3 そらちヤマ（炭鉱） １条西４丁目 サービス業 3 北洋銀行 ４条西６丁目 銀行

4 ギャラリーやま和 １条西４丁目 ギャラリー 4 北海道労働金庫 ４条西６丁目 銀行

5 セコム １条西５丁目 事務所 5 北門信用金庫 ５条西５丁目 銀行

6 小寺・松田法律事務所 １条西５丁目 サービス業

7 中野会計 １条西５丁目 サービス業 （６）医療
8 駅前交番 １条西５丁目 サービス業

9 サダ写真館 ２条西３丁目 写真館 NO 名称 住所 業種

10 モア ２条西４丁目 エステ 1 カイロチェック １条西４丁目 整体師

11 ダンストザワ ２条西４丁目 サービス業 2 一条通り歯科 １条西４丁目 歯科

12 ミッキー ２条西５丁目 服リフォーム 3 藤倉歯科 １条西５丁目 歯科

13 有料老人ホームオアシス ２条西５丁目 サービス業 4 佐々木歯科 １条西５丁目 歯科

14 佐々木正登行政書士 ３条西３丁目 サービス業 5 松藤医院 ２条西４丁目 医院

15 岩見沢三条中郵便局 ３条西４丁目 サービス業 6 青野歯科 ２条西４丁目 歯科

16 東京美装北海道株式会社 ３条西４丁目 サービス業 7 小島医院 ２条西５丁目 医院

17 あんぽ ３条西４丁目 詩吟教授 8 大月クリニック ２条西６丁目 医療

18 三敬商事 ３条西５丁目 不動産 9 山本歯科 ３条西３丁目 歯科

19 野田貴金属修理加工 ３条西５丁目 サービス業 10 かまだクリニック ３条西４丁目 医院

20 北大学力増進会 ４条西３丁目 家庭教師 11 はなだ皮膚科 ３条西４丁目 医院

21 ＩＨＫ岩見沢放声協会 ４条西４丁目 サービス業 12 中村耳鼻咽喉呼吸器科 ３条西５丁目 医院

22 山崎司法書士 ４条西４丁目 サービス業 13 牧病院 ３条西５丁目 医院

23 常口アトム ４条西４丁目 サービス業 14 とくち内科 ３条西６丁目 医院

24 協和不動産 ４条西４丁目 不動産 15 三嶋歯科 ４条西４丁目 歯科

25 スタジオ鈴木 ４条西５丁目 写真館 16 福島歯科 ４条西５丁目 歯科

26 ニューオイカワ ４条西５丁目 ホテル 17 安井鍼灸整骨院 ４条西５丁目 鍼灸

27 志ちや青竹 ４条西５丁目 質屋

28 明光義塾 ４条西５丁目 家庭教師 （７）薬局
29 損害保険ジャパン ４条西５丁目 サービス業

30 北興不動産 ４条西５丁目 サービス業 NO 名称 住所 業種

31 ＫＡＴＥＫＹＯ学院 ４条西５丁目 家庭教師 1 大居薬局 １条西５丁目 薬局

32 家庭教師ネットワーク ４条西５丁目 家庭教師 2 ツルハドラッグ ２条西３丁目 薬局

33 岩見沢練成会 ４条西５丁目 家庭教師 3 しんゆう ２条西４丁目 薬局

34 ニコス ４条西４丁目 塾 4 ポルタ調剤薬局 ３条西４丁目 薬局

35 ストリートギャラリー ４条西３丁目 ギャラリー 5 第一薬品 ３条西５丁目 薬局

6 一村薬局 ４条西４丁目 薬局

（４）理美容 7 二条薬局 ４条西５丁目 薬局

8 松本薬局 ４条西５丁目 薬局

NO 名称 住所 業種

1 ヘアースタジオｍ １条西３丁目 理美容

2 ビートヘアー １条西４丁目 理美容

3 サロンドジュネス ２条西４丁目 理美容

4 カットハウスさかもと ２条西４丁目 理美容

5 カシェット ２条西４丁目 理美容

6 ベルデュール ２条西５丁目 理美容

7 のじり ３条西３丁目 理美容

8 アジアンベイビー ３条西４丁目 理美容

9 アトリエプラスワン ３条西５丁目 理美容

10 ヌボン美容室 ３条西５丁目 理美容

11 プラスワン美容室 ３条西５丁目 理美容

12 サロン・ド・あい ４条西４丁目 理美容

13 ランドヘアー ４条西４丁目 理美容

14 桃華美容室 ４条西４丁目 理美容

15 アニムス ４条西４丁目 理美容

16 美容室ファン ４条西４丁目 理美容

17 ダイヤ美容院 ４条西４丁目 理美容

18 スズラン美容室 ４条西５丁目 理美容

19 ようこ美容室 ４条西５丁目 理美容

20 美容室シベール ４条西５丁目 理美容

21 ビューティー５１０ ４条西３丁目 理美容
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５．中心市街地立地店舗等の業種別分布
（１）あき地・あき店舗・月極駐車場

#



（２）医療

#



（３）理美容

#



（４）小売業

#



（５）飲食

#



（６）サービス業

#


