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1. 基本情報

講義名：総合情報プラクティスV（環境情報系）

サブタイトル：地域活性化プロジェクト演習

担当教員：	 小瀬博之・尾崎晴男・島田裕次・

	 武市三智子・大塚佳臣

アルバイト：	関根加奈・油井佳愛

対象学科：総合情報学科

科目区分：専門科目、必修

対象学年：第 3学年以上

曜日・時限：月曜 3・4時限（13:10-16:20）

教室：PC演習室（7号館 1階 7101 室）　

2. 講義の目的と内容

【講義の目的・内容】
　本科目では、総合情報学の 1系を選択して、専門

的な演習を行う。ただし、1系を選択するが、プラク

ティス III・IV において選択した 2系を有機的に結合

し、応用する視点を忘れないように心がける。具体的

には、選択した系の中で具体的なテーマ問題を発見し、

それを自身の力で解決する問題解決型学習を行う。

【課題と進め方】
　大学の所在地である川越市の地域活性化を後押しす

る地域・大学協働によるまちづくりの実践を行います。

　川越中心市街地は江戸時代から城下町、門前町とし

て栄え、また、霞北地区は 1960 年代に開発された地

区です。

　この地域は、すべての地域で高齢化、少子化、人口

減少、商店街の衰退など、すでに全国各地が抱えてい

る問題に直面しています。その中で，大学の役割は，

特に若い世代が継続的に通学する地域であるために大

きな期待が寄せられています。地域を活性化するため

のアイデアやすでに進行しつつあるプロジェクトにグ

ループで参加しながら，活動を実践して地域活性化の

道筋をつけ，さらに大学の継続的な関わりのために，

次の代に引き継ぐための報告をまとめることがみなさ

んの役目です。

　2011（平成 23）年度から 2013（平成 25）年度

に取り組んできた川鶴地区の地域活性化プロジェクト

「地域活性化プロジェクト 2014」について
平成 26 年度-総合情報プラクティス V（環境情報系：地域活性化プロジェクト演習）

では，UR都市機構が管理するかわつるグリーンタウ

ン松ヶ丘・新鶴（にいづる）における学生ルームシェ

アによる地域交流の推進や新都市ライフが管理するか

わつる商店街における住民団体のコミュニティカフェ

の取組，鶴ヶ島市南町連合夏祭りへの参画，まちある

きマップの作成，DIY 住宅の提案など、地域の魅力を

高めるさまざまな提案をし、一部は実現しました。

　2012（平成 24）年度から取り組んでいる霞ヶ関北

（霞北）地区の地域活性化プロジェクトでは，霞ヶ関

北活性化協議会（霞ヶ関北自治会及び角栄商店街振興

組合が参加）が地域活性化策を検討して，商店街の活

性化のための施設・サービスの充実、コミュニティの

活性化のためのプログラムの提案と実施、来街者を増

やす試みなどを提案し、一部は実施しました。

　2013（平成 25）年度からは上記の地域に加え、川

越中心市街地の活性化にも取り組んできました。本地

域は、蔵造りの町並みを中心に観光地として栄える地

区ですが、商店街の活性化や環境保全などさまざまな

課題があります。この課題について大学・学生ができ

ることを住民団体や川越市の行政と協力しながら進め

ていきました。コミュニティの活性化のためのイベン

トの提案と実施、商店街への来訪者増加のための企画

立案や、歴史的資産を活用した中心市街地の魅力発信

コンテンツの制作等を行いました。

　私たちはまず，現地見学において現状をよく洞察し

ながら把握して情報の共有に務めます。次に住民団体

や行政の話を伺いながら課題となっていることと大

学・学生として地域活性化に対して貢献できることを

発見します。

　それらの経過と結果をふまえて，各グループが取り

組む内容を明確にして，後半の活動・制作に取り組

み，春学期の成果を現地で報告します。ここまでの結

果をふまえて，秋学期に継続して実施するプロジェク

トでさらに内容を発展させて最終成果報告書をまとめ

ます。

【到達目標】
(1)	調査をもとに地域の課題を抽出することができ

る

(2)	抽出した課題に対して適切なソリューションを

提案することができる
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(3) グループ及び関係者との協業ができる

3. 講義スケジュール

第 1回（4/7）ガイダンス：演習の進め方の説明、

アイスブレイキング、ワールドカフェ

第 2回（4/14）現地見学（その 1）霞ヶ関北地区

第 3回（4/21）現地見学（その 2）川越中心市街

地

第 4回（4/28）仮グループ分け、実施計画書の作

成（1）作成

第 5回（5/5）実施計画書の作成（2）提出

第 6回（5/12）グループの確定、実施計画書の作

成（3）再提出

第 7回（5/19）調査計画書の作成・提出

第 8回（5/26）現地調査（1）

第 9回（6/2）実施計画書・調査計画書の修正・提

出

第 10回（6/9）現地調査（2）

第 11回（6/16）制作または現地調査（1）

第 12回（6/23）制作または現地調査（2）

第 13回（6/30）制作または現地調査（3）

第 14回（7/7）制作または現地調査（4）

第 15 回（7/14）制作または現地調査（5）、中間

報告書の提出

補講（8/2）霞ヶ関北地区中間報告会

補講（8/6）中央通り周辺地区中間報告会

4. 指導方法・評価方法など

【指導方法】
　1グループ 4人前後で複数グループを編成し、グ

ループが主導的に演習を行えるような指導を行う。ま

た、学生同士及び地域との情報共有、交流を進めるた

めの情報システムの活用を行い、ICT スキルの向上を

果たす。

　指導は、環境情報系の 5人の教員全員（小瀬、尾崎、

島田、武市、大塚）が毎回担当し、活動内容に応じて、

各教員の専門分野の知見・ノウハウを教授する。

【事前・事後学習】
　調査の検討、結果の分析、提案のための作業を行う

必要がある。	

【成績評価の方法・基準】
(1)　報告会における各グループの採点結果（40%）

(2)　グループでまとめた成果報告書の内容（30%）

(3)　各個人に課す作業報告レポート及び自己採点

（30%）

【テキスト】
　適宜指示する。

【参考書】
　総合情報学キーワード。その他、適宜指示する。

5. Web 上の情報共有

　本演習では、履修者間及び地域住民や他大学との情

報共有を行っており、2013 年度から使用している「川

越・鶴ヶ島地域活性化プロジェクト Facebook ページ」

を用いている（図 -1）。

　実地調査の結果報告を中心として、イベントの告知

等を行うとともに、双方向の情報のやり取りを期待し

た。内容は次のURL をご参照いただきたい。

「川越・鶴ヶ島地域活性化プロジェクト」

https://www.facebook.com/kawatsurutoyo/

　なお今年度は、履修者と指導教員間の情報のやりと

りは、東洋大学授業支援システム「ToyoNet-ACE」を

用いた（図 -2）。提出物の提出管理、連絡、関連資料

の配布については、主にこのシステムを用いて、情報

管理の徹底を図った。

6. 演習風景

・	霞ヶ関北地区での現地見学・現地調査の様子（図

-3 〜図 -5）

・	川越中心市街地での現地見学・現地調査の様子（図

-6 〜図 -8）

・	 PC 演習室での作業の様子（図 -9	・図 -10）

7. 中間報告会開催通知ポスター

・	霞ヶ関北地区（図 -11）

・	中央通り周辺地区（図 -12）
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図 -1　「川越・鶴ヶ島地域活性化プロジェクト」Facebook ページ

図 -2　ToyoNet-ACE の科目トップ画面
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図 -3　霞ヶ関北地区の現地見学（4月 14 日） 図 -4　霞ヶ関北地区の現地見学（4月 14 日）

図 -5　霞ヶ関北地区での打ち合わせ（5月 26 日） 図 -6　川越中心市街地の現地見学（4月 21 日）

図 -7　川越中心市街地の現地見学（4月 21 日） 図 -8　川越中心市街地の現地調査（5月 26 日）

図 -9　演習風景（5月 5日） 図 -10　演習風景（5月 19 日）
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図 -11　中間報告会開催通知ポスター（霞ヶ関北地区）

kawagoe-vitalization-k-20140724

川越・鶴ヶ島地域活性化プロジェクトFacebookページ
https://www.facebook.com/kawatsurutoyo

川越 霞ヶ関北地区
地域活性化プロジェクト2014
中間報告会
●日時

●場所

2014年8月2日（土）13:30～16:30

霞ヶ関北自治会館（川越市霞ヶ関北3-12-16）

●実施内容
総合情報学部3年生の「総合情報プラクティスV：地域活性化プロジェクト演習」で
は、地域の方々等の協力の下、霞ヶ関北地区の活性化についての調査・分析を行い、
その方策について中間まとめを行いました。今後の取組を進めるにあたって、地域
の方々や地域活性化に関心のある方々の前で5班21名が発表を行い意見を伺いま
す。また、この地区の活性化のための全体的な討議を行います。

E-mai l :  hkose@toyo. jp 
Tel . /Fax .049-239-1532

ひろゆき

●関連行事

●対象　地域の方々、地域活性化に関心のある方々

●参加費　無料

●定員　20名

●主催　東洋大学総合情報学部

●後援　川越市、霞ヶ関北自治会、角栄商店街振興組合

●参加申込・問い合わせ

総合情報学部　教授　小瀬　博之
こ せ

参加を希望する方は、準備の都合上、7月28日（月）までにご連絡ください。
それ以降は直接会場にお越しください。

川越 中央通り周辺地区 地域活性化プロジェクト2014 中間報告会
2014年8月6日（水）17:30～19:30開催
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図 -12　中間報告会開催通知ポスター（中央通り周辺地区）

kawagoe-vitalization-c-20140724

川越・鶴ヶ島地域活性化プロジェクトFacebookページ
https://www.facebook.com/kawatsurutoyo

川越 中央通り周辺地区
地域活性化プロジェクト2014
中間報告会
●日時

●場所

●関連行事

2014年8月6日（水）17:30～19:30

蓮馨寺講堂（川越市連雀町7-1）

●実施内容

総合情報学部3年生の「総合情報プラクティスV：地域活性化プロジェクト演習」で
は、地域の方々等の協力の下、中央通り周辺地区の活性化についての調査・分析を行
い、その方策について中間まとめを行いました。今後の取組を進めるにあたって、地
域の方々や地域活性化に関心のある方々の前で6班28名が発表を行い意見を伺いま
す。また、この地区の活性化のための全体的な討議を行います。

●対象　地域の方々、地域活性化に関心のある方々

●参加費　無料

●定員　20名

●主催　東洋大学総合情報学部

●後援　川越市、中央通り「昭和の街」を楽しく賑やかなまちにする会

●参加申込・問い合わせ

参加を希望する方は、準備の都合上、8月1日（金）までにご連絡ください。
それ以降は直接会場にお越しください。

川越 霞ヶ関北地区 地域活性化プロジェクト2014 中間報告会
2014年8月2日（土）13:30～16:30開催

E-mai l :  hkose@toyo. jp 
Tel . /Fax .049-239-1532総合情報学部　教授　小瀬　博之

ひろゆきこ せ
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中間報告会要旨
霞ヶ関北地区
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取組地区：霞ヶ関北地区
1-1 班

アンケート調査による景観構造分析

リーダー：武末泰知

サブリーダー：寺島成友

班員：中田舞・大久保遼・小原佐和子

【活動の背景と目的】
　霞ヶ関北商店街の現地踏査を行った際、閉まったままの

シャッターの存在、アーケード下の街灯の少なさ、街全体の色

味のなさ等から、雰囲気についてネガティブな印象を受け、角

栄商店街の「雰囲気」が来客者数に影響を与えている原因の一

つであると考えた。そこで、「雰囲気」を形成する具体的な要

因およびその影響を明らかにし、その結果をもとに、雰囲気改

善に向けた具体的な方策を提案することを目的とした。

【活動の目標】
　角栄商店街の「雰囲気」を形成する「心理的」な評価構造を

明らかにした上で、「雰囲気」に対する評価を改善するための

ポイントを定量的に予測する。その結果をもとに、地域の住民

や外から訪れた人たちに良い印象を与えられる方策を提案し、

実施可能なものがあれば実施した上でその効果の検証（印象改

善度の測定、来訪者数の変化等）を行う。現在持ち合わせてい

る特長を活かし、例えば、レトロな古き良き雰囲気に和風のテ

イストをプラスさせた風情ある商店街にするために必要な方策

を提案する。

【活動の概要】
　人の集まる・人の来やすい商店街となるためには、雰囲気の

良さ（色味がある、外壁や道路が整備されている、明るい）が

必要であるという仮説を設定した。雰囲気を改善するポイント

を抽出するために、現地調査結果をもとに、評価グリッド法に

よる角栄商店街の景観評価をおこない、雰囲気に影響を与える

形容詞的印象項目およびそれらの物理的要因を推定した。

　1班においては、評価グリッド法で得た結果をもとに心理学

的手法によって商店街の景観評価構造を明らかにする班（1-1）

と、その結果をもとに景観改善が行われた場合の効果を評価す

る班（1-2）に分けた。

　1-1 班では評価グリッド法で得た結果をもとに、商店街に対

する雰囲気評価に強く影響を与えている考えられる感覚的指標

として、「明るさ」、「広さ」、「新しさ」、「きれいさ」、「活気」、「便

利さ」、「にぎやかさ」、「歩きやすさ」、「安全さ」、「におい」、「店

のわかりやすさ」を抽出し、これらの指標の評価に関するアン

ケート調査を、霞ヶ関北地区周辺の住民や、商店街の利用者を

対象に行った（7/10）。その結果をもとに仮説の予備検証を行っ

た。また、我々だけでなく、普段利用している人たちの商店街

に対する印象の差異を把握した。

【現状調査の結果】
　実際に角栄商店街を訪れてみると、シャッターが下りている

お店が多い、全体的に人が少ない、アーケードのせいで光が遮

られているなどの悪い印象を受けた。夜も 18時を回ると、人

通りや車の通りが少なくなりお店も閉まってしまうのでより暗

い印象を受けた。	

　一方、商店街利用者を対象としたアンケート調査結果は、新

しさ、にぎやかさがないと答えた人は多かったが、雰囲気が悪

いと答えた人は少なかった。商店街の雰囲気に対する評価にお

いては、我々と商店街利用者では少し違いがあり、我々が思う

以上に商店街を肯定的に受け止めている様子がうかがわれた。

	アンケート調査の結果、印象評価の「店のわかりやすさ」「便

利さ」「歩きやすさ」に関しては、良いと答えた方が過半数近

くを占めていた。また、「安全さ」も良いと答えた方が、全体

の半分を占めていた。ところが、「新しさ」に関しては、全体

の半分以上の方が悪いと答える結果となった。また、印象評価

アンケートの平均値を出した結果、男性は、「歩きやすさ」「安

全さ」を、女性は、「臭いのなさ」を高く評価していることが

わかった。

【今後の課題】
　今回のアンケート調査結果については、商店街に対する雰囲

気評価に強く影響を与えていると考えられる感覚的指標の評価

データに対して、単純集計を行い、その傾向を把握しただけに

とどまった。秋学期は、まず、このデータについてパス解析を

行うことで、これらのどの指標が「雰囲気」にどの程度の影響

を与えているか定量的に評価する。また、これらの感覚的指標

の評価に対して、どのような物理的指標がどの程度影響を与え

ているかを、同様にパス解析によって明らかにすることで、景

観評価構造を明らかにしていく。その結果を 1-1 班にフィード

バックすることで、ある物理指標を変化させた場合、感覚的指

標および雰囲気の評価がどのように変化するかについて評価を

行ってもらう。

　一方で、感覚的指標と雰囲気の因果関係を考察し、その結果

をもとに現状では存在しない物理的要素を追加することで、結

果として雰囲気を改善するための方策を提案する。例えば、「明

るさ」が「雰囲気」に強い影響を与えているとすれば、商店街

全体への提灯設置が方策の一つとして挙げられる。このように、

方策を提案する上で、霞ヶ関北地区の自治会の方だけでなく商

店街の人たちにも、例えばなぜ提灯を設置するのか、設置す

ることでどのようなメリットや効果があるのかを定量的に説明

できるようにすることで実現性の高い取り組みを行っていきた

い。
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活動の背景
角栄商店街の実態を調べるため実施調査を行った結果、暗くネガティ
ブな印象を受けた。

（シャッター街、色味のなさ、街灯の少なさ .etc）

上記の要素が商店街の雰囲気に大きく影響していると考え、また、来客
数の少なさの原因の一つであると仮定した。

活動の目標
「雰囲気」を形成する「心理的」な評価構造を明らかにすること。

「雰囲気」に対する評価を改善するためのポイントを予測すること。

最終的に、商店街の利用者に良い印象を与えられるような方策を提
案すること。

評価グリッドによる結果

店内照明をつけてない

歩道の色合いが道路の色と同じ

「暗い」という印象を構成している要素を複数あげていった。

商店街の印象評価

商店街利用者による評価とその割合

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

明るさ

広さ

新しさ

きれい

活気がある

便利さ

賑やかさ

歩きやすさ

安全な

無臭

店のわかりやすさ

雰囲気が良い

とても良い 良い どちらでもない 悪い とても悪い

活動の目的
景観改善によるアプローチにより商店街の雰囲気を良くしていく。

「雰囲気」を形成する具体的な要因や影響、心理的な構造評価を明ら
かにした上で雰囲気を改善する具体的な方策を提案する。

活動の概要

現地調査により雰囲気を悪くしている要因を
調べる。

評価グリッド法によって、調査して得られ
た要因の因果関係を調べる。

調査した結果のアンケート実施により

商店街の印象を把握する。

アンケート結果

今後の課題

パス解析を行い、「雰囲気」にどの程度の影響を
与えているのかを評価する。

パス解析の結果をもとに、雰囲気改善の方策を
提案する。

実現性の高い取り組みをする。

商店街の印象評価 今後の課題

評価グリッドによる結果 アンケート結果

活動の概要

活動の目的

活動の目標

活動の背景
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取組地区：霞ヶ関北地区
1-2 班「景観をよくし隊」

視覚的効果による商店街の景観改善

リーダー：栗田景司

サブリーダー：後藤真耶

班員：塙満里奈・高峯大介・阿部紘佳

【活動の背景と目的】
　霞ヶ関北地区にある商店街の現地踏査を行った際、閉まった

ままのシャッターの存在、アーケード下の街灯の少なさ、街全

体の色味のなさ等から、雰囲気についてネガティブな印象を受

け、角栄商店街の「雰囲気」が来客者数に影響を与えている原

因の一つであると考えた。そこで、「雰囲気」を形成する具体

的な要因およびその影響を明らかにし、その結果をもとに、雰

囲気改善に向けた具体的な方策を提案することを目的とした。

【活動の目標】

　角栄商店街の「雰囲気」をよくするための「視覚的」な改善

ポイントを明らかにした上で、それらが改善することで「雰囲

気」に対する評価がどの程度改善するのかを定量的に予測する。

その結果をもとに、地域の住民や外から訪れた人たちによい印

象を与えられる方策を提案し、実施可能なものがあれば実施す

ることで、その効果の検証（印象改善度の測定、来訪者数の変

化等）を行う。

【活動の概要】
　人の集まる・人の来やすい商店街となるためには、雰囲気の

よさ（色味がある、外壁や道路が整備されている、明るい）が

必要であるという仮説を設定した。雰囲気を改善するポイント

を抽出するために、現地調査結果をもとに、評価グリッド法に

よる角栄商店街の景観評価をおこない、雰囲気に影響を与える

形容詞的印象項目およびそれらの物理的要因を推定した。

　1班においては、評価グリッド法で得た結果をもとに心理学

的手法によって商店街の景観評価構造を明らかにする班（1-1）

と、その結果をもとに景観改善が行われた場合の効果を評価す

る班（1-2）に分けた。

　1-1 班では評価グリッド法で得た結果をもとに、景観の印象

に関するアンケート調査を行った。その結果と景観評価に影響

が大きいと考えられる物理的要因をいくつか抽出し、1-2 班で

はその結果と評価グリッド法で得た結果をもとに、物理的要因

が仮想的に改善された状況を表現するために、現状の景観写真

について画像処理を施した。その上で、画像処理を行う前と後

の商店街の比較写真を住民の方々に見ていただき、どちらがよ

いか、どのような印象を受けるかなどのアンケートを行った。

このことにより、1-1 班の詳細な解析結果を受けて、再び画像

処理を行う際に、アンケート結果をフィードバックさせること

で、私たち学生と住民の方たちとの商店街に対する意識や感じ

方の差を埋めることができると考えた。

　画像処理の具体的な内容として、Photoshop によって商店街

の暗い部分を明るく、色がないところには色を、また店の前に

無造作に置かれている段ボールや机や自転車などを一度取り払

うといった処理を行った。これにより、景観のどの部分をどの

ように改善していけばより景観がよく見えるのか、歩道がすっ

きりしていればいかに歩きやすいのかを視覚化することが可能

になる。

【現状調査の結果と考察から導き出された課題】
　画像データを用いたアンケート調査から推察されたことは、

普段商店街を利用する人たちにとって、今現在の商店街の印象

に対して、物理的な部分（道の広さや、歩きやすさ、など）に

あまり不満を感じている人はいないこと、また暗いと感じてい

る人は私たちが思っているよりも少ないということであった。

生活に必要なものの買い物は十分にできる上、安全面でも心配

はない。しかし我々が最も重視している視覚的な部分（古さ、

汚さ、活気のなさ、寂れ具合など）に乏しさを感じている人が

やはり多かった。実際、商店街の一部の画像加工する前と後の

写真を比較してもらい、何が改善されればよくなるのか、と問

いかけてみるとやはり「もっと色味を付けたほうがよい」との

ことだった。

　今後の課題としては、利用者が「雰囲気」を評価する上で、

実際に重視している視覚的要因をよりよいものにするための方

策を具体的に明らかにしていくことがあげられる。

【今後の課題】
　春学期は、現地調査によって『商店街にとって何が利用者を

遠ざけているか』という原因の一つが『雰囲気の悪さ』であ

るという仮説を設定し、それを検証するための予備的調査を

行った。その結果、住民が訪れやすくなる環境がどんな「雰囲

気」を持った風景であるかについて基本的な知見を得ることが

できた。今後は、景観を仮想的に変化させたとき、どのように

印象が変化し、「雰囲気」の評価に影響を与えているかを定量

的に評価することで改善すべき点を明らかにすると同時に、そ

れを実現するための方策を導きだすことが課題となる。住民の

アンケートをもとに画像を加工し、『理想に近い商店街』を表

現することで、商店街の雰囲気をどこまで改善すべきかを提案

するという目標もできたと思う。評価結果次第で、班の初期構

想にあった提灯の設置による景観改善や、昨年度行ったような

シャッターを利用した展覧会も根拠がある活動として踏み込め

ると考える。1-1 班の活動と連携して、実効性の高いプランを

検討していく予定である。
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活動の背景とその目的

• 一回目の現地調査により、霞ヶ関北地区角栄商店街の印象が住
民にとって訪れにくい原因の一つなのではないか、と仮定した
（通りに色味がない、シャッターが下ろされたまま、街灯の少なさ、
など）

• 人の来やすい商店街とは、雰囲気のよさ（色味がある、外装が整
備されている、明るさがある、など）が必要と考え、ポイントを抽出
し、結果をもとに雰囲気改善方法を考察・提案する

概要

1. 評価グリッド法により、商店街の雰囲気評価に影響を与
えている形容詞的要因と物理的要因を把握する

2. 雰囲気に影響を与えていると推察される物理的要因の情
報を元に画像処理を行い、処理前後の商店街の比較写真
を住民の方々に評価していただくアンケート調査を行う

3. アンケート結果をもとに再び商店街の写真を画像処理す
る

現地調査の結果②

・「商店街にもっと色味を付けたほうが良い」との意
見を多くいただいた

具体的には…
・天井を塗装し、明るくする

・歩道をレンガ等で舗装し、色味を付ける

・シャッターを塗装し直す

・壊れた看板を作り直す

春学期の総括

• 春学期の段階では、商店街の景観がネガティブ（な雰囲気）であ
ると仮定して、調査を行った

• 住民が訪れやすくなる環境（住民の望む環境）がどんな風景であ
るかの提案→どのように改善していくかが課題

• 昨年行ったシャッター展覧会等の活動を行うには、景観改善の妥
当性を評価する必要がある

活動目標

• 角栄商店街の景観が視覚に与える印象をよりよい
ものにする

• 角栄商店街を訪れた人たちに、よい印象を与えら
れるようなアプローチを考察・提案する

• 景観改善により、商店街から足が遠のいている
人々を呼び込むことが来客数の増加につながる

現地調査の結果①
調査方法：印象評価の要因を改善するように加工した写真を
住民に見比べてもらった

• 商店街を利用する人たちにとって、道の広さや、歩きやすさ、
など（物理的部分）に不満を感じている人はあまりいなかっ
た

• しかし、古さ、汚さ、活気のなさ、寂れているなど（視覚的部
分）を感じている住民も多かった

調査資料

↓加工前 ↓加工後

秋学期の活動に向けて

• 加工前後の写真について、5段階評価のアンケートを行う （良し

悪しや感想を聞くのではなく、感覚的指標・物理的指標を明確に
する）

• アンケート結果がまとまり次第、加工前後の評価にパス解析を
行い、比較する

• 結果を統計的に処理し、物理的要素を変化させた（加工した画
像のように景観を変えた）時、どれだけ効果が得られるかを示す

春学期の総括 秋学期の活動に向けて

現地調査の結果② 調査資料

現地調査の結果①

活動目標

概要

活動の背景とその目的
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取組地区：霞ヶ関北地区
2-1 班「犬派？猫派？」

「かほくお手伝いサービス」の
現状把握と課題提示

リーダー：岡本康隆

サブリーダー：稲葉千佳

班員：熊井和輝

【活動の背景と目的】
　高齢者が多く、若者が少ないので、「かほくお手伝

いサービス」を通して若者にも商店街に対して興味を

持ってもらうというのを目的とした。しかし、この「か

ほくお手伝いサービス」は埼玉県からの助成金が今年

度で終了してしまうので、今後このサービスを継続し

ていくためには、より多くの人々に認知されさらなる

支援が必要である。そこで、賛助会員増員および財務

関係の整理を目的とする。

【活動の目標】
　「かほくお手伝いサービス」の制度をわかりやすく

まとめ、賛同店を明確にわかるようにし存在を周知さ

せる。また、周辺大学向けのポスターを作成して、若

者のサービススタッフを取り込むのを目標とする。

【活動の概要】
　賛助会員に「かほくお手伝いサービス」についてイ

ンタビューを行い、賛助会員を増員するにはなにが必

要なのか考察する。角栄商店街振興組合から発行され

ている「角栄商店街お買物券」の利用状況を調査する

ために、店舗用とサービススタッフ用の調査用紙を用

意・配布した。「かほくお手伝いサービス」に関するデー

タをまとめて分析することで、サービスを継続させる

ための材料にする。

【現状調査の結果とそこから導き出された課題】
　現状調査の結果、「かほくお手伝いサービス」はカ

フェの営業、地域のボランティア、店舗を利用したイ

ベントを行っているが、これらの活動やイベントは多

くの人にはあまり知られていない。また「かほくお手

伝いサービス」のメンバーは利用者とサポートスタッ

フ両方がほとんど高齢者であり、高齢者が高齢者を支

えている環境になっているので、このままいくと今後

このサービス、ひいては地域が先細りしていくと思わ

れる。その他「かほくお手伝いサービス」に関する売

上データなどを整理し管理しきれていないため、何ら

かのシステムが必要であると思われる。また、角栄商

店街振興組合が発行している「お買い物券」について

何も追跡調査がされていない現状であり、利用状況の

把握ができていないため追跡し分析する必要がある。

【実施結果と考察】
　現状残念ながら日程が合わずに、まだ「かほくお手

伝いサービス」で実際にサポートスタッフとしての活

動はできていない。

　商店街の賛助会員にインタビューを行い、どうして

賛助会員になったのかを訪ねてみたが、ほぼすべての

店舗で「近所づきあい」といった回答が見られた。こ

れは「かほくお手伝いサービス」があることでの利便

性が周知しきれていないことが原因ではないかと思わ

れる。

　金券の利用状況の追跡調査票を商店街の各店舗用と

サポートスタッフ用の 2パターンを用意し、7月から

調査を行ってもらった。

　利用者とサポートスタッフの年齢調査を行い、サー

ビス全体をどのような年代の人が動かしているのかを

調査した。

　毎月の依頼ごとによる「かほくお手伝いサービス」

の利用状況の調査を行った。

【今後の課題】
　今回 7月からの実施で金券の追跡調査を行い始め

たが、それの調査結果を集計して、金券の利用状況に

より今後も金券を商店街の方から購入を続ける必要が

あるのかどうかの考察を行う。

　今年度で県からの助成金が終了となるため、現在で

も逼迫している財政状況が、今後さらに継続が困難な

状況に陥ることが予測される。そのため、賛助会員と

して運営のための下支えを行ってくれる人を増やす必

要がある。

　またデータを整理し、利用状況の解析を行うことで

そこから得られる結果をもとに「かほくお手伝いサー

ビス」を継続させていくことが必要である。
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活動の背景と目的

助成金で成り立っている 商店街の衰退

少子化 高齢化

お手伝いサー
ビスの存続

現状調査の結果とそこから導き出され
た課題

助成金が今
年度で終了

金策が必要

賛助会員の
増員

金回りの効
率アップ！

結果

課題

実施結果と考察②

• 商店街の一部の賛助会員の方へのインタビュー結果
Q1.なぜ賛助会員になったのですか？

・近所づきあいとして

・同じ商店街同士助け合うべきだから

・三浦先生（元自治会長）に勧められたから

Q2. お手伝いサービスに求めることはありますか？

・特にないし、よく知らない

その他の意見

・いつ自分がお世話になるかわからないからサポートしたい

・助成金が無いと運営が回らないから頑張ってほしい

・商店街の賛助会員６件しかないの？

調査結果と考察②
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かほくお手伝いサービス実施状況

1買い物代行 ２外出 3部屋の掃除

4ごみの梱包、ごみ捨て 5庭の手入れ 6話し相手、見守り

7その他 利用者人数 サポート人数

活動の概要

賛助会員
にインタ
ビュー

制作・配布

データの
分析

お手伝いサー
ビスについて

お買物券の利
用状況調査票

お手伝いサー
ビスに関する

実施結果と考察①

↓の欄に正の字で数えてください 合計

1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日
総数

東洋大学総合情報学部

東洋大学総合情報学部

リリー美容室 和菓子　伊勢屋 合計

左の欄に「正」の字でカウントを右の欄に合計をお書きください

本橋酒店 もんじゃ　川庭 山崎精肉店

吉野家豆腐店 理容・美容　アームス 理容マツダ

文具のわかくさ 堀内商店 丸勝青果

マルト食品 ミート・シマダ 銘茶　やまもり

花の花成 パブとまり樹 パブラウンジ　リーベ

パンのオーロール パンのシャロン ブティック　メイ

クリーニング伊奈 そば処　満留賀 ダイヤモンド

電化センターマエダ 鳥　元 パソコン　マックス

カスミ美容室 霞フラワー カドヤ青果

かほくデイサービス きものや嵯が野 くすりユニオン

魚福水産 永楽鮨 大橋自然食

御菓子司　柏屋 小川サイクル 角栄青果

角栄商店街お買物券集計表月分

お買物券の追跡調査を行っております、ご協力お願いいたします。

店名

お買物券の使用状況の調査をしています。ご協力ください。

お買物券使用状況集計表

あずまや 岩間表具・内装店 インテリアハウス窓

２パター
ン作成！
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利用者男性 利用者女性 サポートスタッフ男性 サポートスタッフ女性

調査結果と考察①
かほくお手伝いサービスのサポートスタッフ数と利用者数

若い男性の
力が欲し
い！

今後の課題

課題

金策

賛助会員を
増やす

金券の追跡
調査

データ整理
利用状況の
解析

調査結果と考察② 今後の課題

実施結果と考察② 調査結果と考察①

実施結果と考察①

活動の概要

現状調査の結果とそこから導き出された課題

活動の背景と目的
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取組地区：霞ヶ関北地区
2-2 班「ウナギ」

「かほくお手伝いサービス」のポスター制作

リーダー：矢野悠佳

サブリーダー：山岸駿介

班員：小山絵梨・松本一生

【活動の背景と目的】
　今回の活動の背景と目的としては、かほくお手伝いサービス

の実情を考えたときにお手伝いサービスを利用する利用者や、

サポートするサポートスタッフの不足の改善をすることであ

る。利用者とサポートスタッフの両方を増やすことを目標とし

て、まずはかほくお手伝いサービスを地域の人などに知っても

らうことから始めることにした。また実際にお手伝いを経験す

ることによってお手伝いサービスの現状を自分たちが知ること

で、その経験をポスター制作に生かすこととした。さらに、カ

フェの利用者数も増えるようにしてほしいということで、お手

伝いサービスに加えて、カフェのポスター制作の要望をいただ

いた。両方とも高齢者の方々に見てもらうということだったた

め、目で訴えることを考えて文字中心のポスターではなく、絵

を中心としたインパクトのあるポスターを制作した。

【活動の目標】
　活動の目標としては、ポスター制作を通じて、かほくお手伝

いサービスというサービスがあるということを知ってもらうこ

と。また、霞ヶ関北地区の若い人に知ってもらうことで、多く

の若い人たちにボランティア活動に関わって欲しい。現状では

サポートスタッフも高齢者の方が多く、若い人はあまり参加し

ていないので、学生を中心とした若い労働力を確保することも

目標の 1つとした。さらに新たな問題として、かほくお手伝い

サービス事務所に併設されているカフェの利用者数が少ないと

いうものもあった。店の前を通ってくれる人はいるものの、実

際に店の中ではどんなことができるのかが分からない人たちが

多いのではないかということだった。そのため、目で訴えかけ

るわかりやすいカフェ用のポスターを制作し、カフェ利用者が

より増加することが目標である。

【活動の概要】
　かほくお手伝いサービスの利用者並びにサポートスタッフが

不足しているため、両者を増やすことを目標とし、そのために

お手伝いサービスの存在がわかりやすいポスターを作ることが

良いのではないかということでポスター制作した。それに加え

て、お手伝いサービスの事務所に併設されているカフェの利用

者も増やすことを目的としたカフェ用のポスターも同時に制作

した。

【現状調査の結果とそこから導き出された課題】
　現状調査では、かほくお手伝いサービスの利用者が約 170

名で、サポートスタッフが約 70名になっている。そのために

サポートスタッフの数が足りなくなっているのが現状である。

また新たな問題として、かほくお手伝いサービス事務所にある

カフェの利用客数が少ないという問題もある。通りかかって中

を覗く人は多いが、店の中に入ってくれる人は少ないため、もっ

と店をアピールする必要性がある。導き出された要因としては

全体的にかほくお手伝いサービスの存在を知っている人がいな

いのではないかということであった。そしてもっと多くの人た

ちにかほくお手伝いサービスを周知されるようにポスター制作

を決定した。また、ポスターを掲示版に貼ることに加え、縮小

して回覧板にも入れて回覧してもらうことにより、多くの人の

目に触れることができる。

【実施結果と考察】
　実施結果としては、ポスターのラフから制作し、お手伝いサー

ビスの方々と話し合いながら、何回かの修正を経て計 3種類の

ポスターを制作した。しかし実際にポスターを貼るまでに至っ

ていないため、ポスターの効果がどの程度であったかの結果が

わかるのはポスターを貼ってから以降という形になりそうであ

る。そのため、引き続き秋学期にポスターの効果はどれほどで

あったのかを調べていくことになり、長期にわたる活動になる

ことが予想される。また特に、サポートスタッフの方々も高齢

者の方が多いので、自分たちのような学生がスタッフとしては

必要不可欠である。今回は東洋大学、東京国際大学にポスター

を貼らせてもらう予定であるが、これによって若者が増えたか

どうかが特に重要であると考えられる。

【今後の課題】
　今後は、ポスターを貼った後にどのくらいの人たちがかほく

お手伝いサービスを知ってくれたかという効果を知るためのア

ンケートを取らなければならない。このアンケートを取ること

によって、今回のポスター制作の意義や効果がわかり、来年度

にお手伝いサービスの活動を来年度のプラクティスⅤの環境情

報系の履修者に引き継ぎを行う際にもアンケート結果によって

新たな課題を提示することができるのではないだろうか。また、

今年 1年ということではなく、定期的に、そして継続的にかほ

くお手伝いサービスのサポートスタッフを募集していかなくて

はならない。霞ヶ関北地区はご高齢者の方々が多く、若者の数

が少なくなっているのが現状であり、これからもお手伝いサー

ビスの利用者は増えることが予想され、それに合わせてより多

くのサポートスタッフも必要になってくるのは確実である。現

状からどのくらいサポートスタッフが増えたかを記録して、ポ

スター以外にも新たにサポートスタッフを確保する対策も必要

であると考えられる。



− 17 −

活動の背景と目的

• 活動の背景
・かほくお手伝いサービスの利用者に比べ、サポートス
タッフが不足している

・お手伝いサービスの事務所に併設されているかっぱカフェ
の利用者が少ない

• 目的
・かほくお手伝いサービスをより周知させること

・ポスターを作成することによりお手伝いサービスの利用者と
サポートスタッフの数を増加させること

活動の概要

• ラフを提出して、事務局側と互いに意見を交換し、
サポートスタッフ・利用者募集のお手伝いサービス
のポスターを作成する

• それと共に、幅広い世代に利用してもらうため、
かっぱカフェのポスターを作成する

• 作成したポスターを貼る
• お手伝いサービスを実際に行う

お手伝いサービスポスター

• 視覚に訴えるために、
絵を大きくした

• 「サポートスタッフ募集
中」の文字を目立たせ
て、ポスターの意図が
見てすぐにわかるよう
にした

• 文字による説明は最
小限に留めた

実施結果と考察

• 実施結果
・ポスターを２種類作成した

・日程が合わずお手伝いサービスを行うことができなかった

・ポスターを貼る作業には至らなかった

• 考察
・現状を通して特に学生のサポートスタッフが必要不可欠であるこ
とがわかった

・ポスター以外の活動も必要である

活動の目標

• お手伝いサービスを周知させる

• お手伝いサービスの利用者数を増やす

• かっぱカフェの幅広い世代の利用者数を増やす

• 私たち自身が設定した目標が実際に達成できるように
ポスターを制作する

現状調査の結果および
導き出された課題

• 結果
・かほくお手伝いサービスの利用者は約170名、サポートスタッフは約
70名しかおらず、利用者数に対してサポートスタッフが非常に少ない

・カフェの認知度が低いためあまり人が入っていない、また利用者の年
代が限られている

• 課題
・特に若いサポートスタッフの数を増やす

・ポスターにより周知度を上げ、幅広い世代の利用者数を増やす

かっぱカフェ紹介ポスター

• 幅広い世代の人が気軽
に利用してもらいたいこと
を伝えるために、おばあ
さんと子供の絵を入れた

• メニューと価格を記載し
て、お店を安心して利用
できるようにした

• カフェだけでなく、催し物
委託販売、古本コーナー
の宣伝も盛り込んだ

今後の課題

• 各場所にポスターを貼る
• お手伝いサービスの呼びかけを今後においても持続さ
せ、引き続きお手伝いサービスのサポートスタッフを募
集する

• ポスターを貼った後の効果を調査する
• 今回の活動のポスターの効果を確かめた後に、例えば
お手伝いサービスのホームページにポスターを掲載す
るなどの新たな活動に展開させたい

• お手伝いサービスを実際に体験する

実施結果と考察 今後の課題

お手伝いサービスポスター かっぱカフェ紹介ポスター

現状調査の結果および導き出された課題

活動の目標

活動の概要

活動の背景と目的
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取組地区：霞ヶ関北地区
3 班

「子ども商店街」の提案
〜地域のコミュニティ形成に向けて〜

リーダー：山田麻世

サブリーダー：北村このみ

班員：岡田昌大・中谷めぐみ・横山晋太郎

【活動の背景と目的】
　霞ヶ関北地区の角栄商店街は訪れる人の少なさ、商店を

開いている方々の高齢化がお店や商店街全体の活気に影響

を与えていると感じられた。商店街は多くの人が訪れ賑わっ

てこそ活気ある商店街であるが、その商店街において重要な

要素が不足している角栄商店街を私たちで活気づけること

ができないかと考えた。

　それを踏まえ、子どもやその保護者の年齢層の方が訪れや

すい商店街にするとともに、年齢の枠を超えた地域のコミュ

ニティ形成を本活動の目的とした。

【活動の目標】
　地域に住む子どもが今回の企画で商店街を訪れることに

より、その保護者など身内などにも商店街を訪れてもらう

きっかけとなる。そのように地域住民が商店街と関わること

ができれば、人脈が広がり地域のコミュニティが形成され

る。

　このような「地域コミュニティの長期的な持続」を目標と

した。

【活動の概要】
　地域住民の小学生に１日子ども店長として角栄商店街の

商店店頭に立ってもらい、それを同時に何店舗か実施するこ

とで、街をあげたお祭りのようなイベントを開催する。これ

を私たちは「子ども商店街」と命名した。小学生に簡単な業

務（店番やポップ作成等）を体験してもらい子どもの教育に

役立てるとともに、それをきっかけに地域住民と商店街に関

係を築いてもらうことで商店街活性化に繋げるという試み

である。

　企画立案、計画は主に私たちで行い、商店街や小学校の方

に協力していただく。当日の私たちの動きとしては、事故や

トラブル等が起こらないよう店舗を見回ることと、時間の管

理を主に行う。

【現状調査の結果とそこから導き出された課題】
　霞ヶ関北地区では高齢化と人口減少が進んでいる。しか

し閑散とした角栄商店街とは対照的に、近くにあるスーパー

には毎日多くの人が訪れていた。またプライバシー保護等、

昔よりも人と人との関係がドライになっているそうである。

　これらの調査結果から、商店街に赴く理由が「スーパーに

行く」となりがちなことが問題であり、スーパーにはない、

商店街を訪れる目的を作ることが重要であると考えた。な

お、私たちはその目的をコミュニティ創成と設定した。

【実施結果と考察】
　企画実現のために、春学期は実地調査と企画の詳細を決め

る会議に時間を費やした。実地調査では角栄商店街の雰囲気

や店舗数、店の配置などを自分たちの目で見て確かめ、企画

実現のための構想を練った。その後班員で集まり、参加人数

や実施店舗数、日付や時間等の具体的な内容を話し合った。

　商店街や小学校側の意向を確認しないと確定させること

はできないが、現時点で実施日　が 12 月 28 日日曜日、実

施時間は 2時間程度で霞ヶ関北小学校の 2、3年生を対象と

することを想定した。実施範囲は当初エコスを境に駅から反

対側全域を対象とし広い範囲で行うことで街をあげたお祭

りのような形にする予定だったが、継続的な行事にしていく

ために最初は少ない店舗で実施し、商店街や地域住民の方の

理解を得ることから始めた方がよいのではないかという指

導教員の提案もあり、その方向での実施も選択肢として想定

する。

　子ども商店街は子どもの教育になることはもちろん、地域

住民が商店街を訪れることにより長期的な関係を持つきっ

かけにもなり得ることから、商店街の活性化には非常に有効

な企画だと私たちは考えている。しかし、企画を実施するに

は商店街はじめ多くの人々の協力が不可欠であるため、まず

は狙いと効果を理解いただき、賛同を得られるようなわかり

やすく明確な企画書を作成し、詳細な計画書を作成しなけれ

ばならないと感じている。

【今後の課題】
　商店街の方には企画の概要を説明することができたが、小

学校長にはまだ直接企画の提案をできていないため、そのた

めの企画書を作成する。商店街の方に提出した内容にプラス

して安全確保等小学校の方向けの内容も追加する。

　また、商店街の方も他のイベントの準備があることや、新

しいイベントを実施することの不安から、まだ明確な意思表

示を頂けていないため、どのように説明、行動をすれば企画

実施に至れるかを中心に計画を進めていく。

　本企画を実施するにあたり、何が障害となっているのか

（コンフリクト）を、関係者に対するヒアリングをもとに明

確にした上で、その障害を取り除くために必要な措置を見出

していく。関係者との対話を繰り返すことで、消極的妥協の

上で合意する企画とするのではなく、win-win の関係を実現

できる枠組みを作り出すことをめざす。
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活動の背景、目的
背景
 活気がない
・人通りが少ない
・シャッターなどで暗い印象（運営しているかどうかが不明）
・商店街の高齢化
・訪れるお客さんが少ない

⇒この状況を改善したい

上図：シャッターが閉まり印象があまり良くない

下図：人通りが少なく、静かな空気

活動目標
企画実施

友達、保護者などの身内が訪れる

地域住民と商店街のかかわりのきっかけとなる

人脈が広がり地域のコミュニティが形成される
 目標
⇒地域のコミュニティの長期的に持続させる

現状調査の結果と導き出された課題

現状調査の結果
・少子高齢化と人口減少
・角栄商店街よりも近くのスーパーに人が訪れる
・プライバシー保護などにより関係がよりドライに

導き出された課題
・スーパーに目が向いたお客さんが多い

⇒商店街利用の動機づけをする
→目的をコミュニティ創成と設定

考察

 子どもの教育の一環となり、商店街が関心の的になる
職業体験として参加することで子どもの教育へとつながり、実際に働くことで商店街
に興味を持ってもらえる

 多くの人の協力が必要不可欠なため、明確な企画書を作成しな
くてはならない（課題）

企画の有用性を知ってもらうためにわかりやすい説明をする

 継続的な行事にするために対象を小規模とする方向も検討
手軽に行える行事（=小規模な企画）は定期的に行うことができる

活動の背景、目的

 目的
 商店街を活気づける
・多くの人が訪れ、にぎわってこそ「活気のある商店街」

⇒子どもやその保護者の年齢層の方が訪れやすい
商店街にするとともに
年齢の枠を超えた地域のコミュニティ形成をする

http://www.city.ogaki.lg.jp/cmsfiles/contents/0000006/6524/01.jpg
から引用

上図：活気のある商店街のイメージ

活動の概要

 小学生に一日「子ども店長」として店頭に立ってもらう
何店舗か実施することでお祭りのようなイベントに

⇒子ども商店街

 簡単な業務を体験してもらうことにより教育にも役立てる
これをきっかけに地域住民と商店街に関係を築いてもらう

⇒商店街活性化につなげる

http://u.jimdo.com/www59/o/s7dffd12451be031d/img/i148f6c3a881a858a/1391333029/std/image.jpg
から引用

課題に対する取組

企画立案
コミュニティ形成を目的とした「子ども商店街」を企画した

・スーパーに買い物に行くお客さんをほかの視点からとらえ、
買い物に加え別の目的があれば来るのではないか

⇒子どもが働く姿を見に来る

http://u.jimdo.com/www55/o/sce5785bdbba91ba1/img/i34a477110db9ce30/1373111686/std/image.png
から引用

今後の課題

企画の概要の詳しい説明

企画を行うことによるメリットの明確化

⇒やってみたい！楽しそう！意味がありそう！
といった印象付け

考察 今後の課題

調査の結果と導き出された課題 課題に対する取組

活動の概要

活動の背景、目的②

活動目標

活動の背景、目的①
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中間報告会要旨
中央通り周辺地区
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取組地区：中央通り周辺地区
5 班「team MAECHAN」

中央通りカフェ案内

リーダー：前川雄彦

サブリーダー：横関克俊

班員：梅田昌幸・森本真由美・田中瑞樹

【活動の背景と目的】
　中央通り付近には人の往来があまり多くないため、

賑わいがあまりなく感じられ少しさびしい印象であ

る。そのため、まず若い人を呼び込みたいと私たちは

考えた。

　若い人を呼び込む理由は、自分たちが若者なので、

同じ目線で物事を見られるのでターゲットを若者に絞

り込み、中央通りに呼び込むことにした。また、若者

はツイッター、フェイスブックなどの SNS をたくさ

ん活用するので、それを利用してお店の情報の拡散や

情報収集を容易に行えて、素早く情報を拡散すること

ができるからターゲットとして選んだ。拡散した情報

をもとに若い人を呼び込み利用客数を増やす。

【活動の目標】
　カフェ情報をまとめたMAPまたはパンフレットを

作成する。その作成したMAPやパンフレットを電子

化してツイッターやフェイスブックなどの SNS を利

用して拡散させて、若い人たちにカフェの存在やよさ

を知ってもらい、利用客の増加をめざす。

【活動の概要】
　中央通りの数あるカフェの中から、入りやすさや雰

囲気などから若い人が入りやすいお店を 4店舗に絞

り調査した。その 4店舗へ実際に行き、お店の人か

らおすすめのメニューや客層、席数、店員の数、開店

した年や理由、混雑時間等を取材した。また、実際に

料理を食べてみての感想やお店の雰囲気などを詳細に

まとめ、MAP作りのもととした。

【現状調査の結果とそこから導き出された課題】
現地調査を終えて出てきた課題は 3つある。ひとつ

目は、どのようにして情報を拡散させるか、情報の拡

散の方法を具体的に考える。2つ目は、拡散した情報

をどのようにして若者に認知させるか、情報の浸透方

法と確認方法である。浸透しているという目安や実際

に浸透したか確認する方法が問題として上がる。3つ

目は、他のMAPやパンフレットとどのようにして差

別化していくか、たくさんある媒体から選んでもらう

ための工夫を凝らす必要がある。

【実施結果と考察】
　いくつかのカフェを巡ってみて感じたことは、個性

的なお店が多く、またコーヒーが自家焙煎、料理が手

作りなどこだわりを持っていて魅力があるカフェが多

い。お店の雰囲気もアンティーク調の家具が置いてあ

るなど、とても落ち着いた空間で、デートにぴったり

である。

【今後の課題】
　他のMAPやパンフレットよりもカフェの情報を詳

細にまとめたパンフレットやMAPを作成する（お店

の席数やおすすめメニューなど、またレビューなどを

載せる）。さらに、このMAP があるということをど

のようにして拡散していくか（SNS を利用したとして

もどのように広めて認知させていくか）を考える。認

知させると同時にお店に呼び込む要素も一緒に考え

る。
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活動の目標
＊MAP、パンフレット作り
電子化（Twitter, Facebook等のSNS）で情報
を広める

SNSに

情報を載せる

若者が反応

情報拡散

中央通りの

カフェを利用す
る

現状調査の結果とそこから導
き出された課題

＊情報の拡散方法
＊他のパンフレットとの差別
化

どうしたら
若い人が情報に
食いついてくれる
か・・・？ パンフレットは

たくさんあるが
どうしたら手に取って

もらえるか

Cafe泰明館（たいめいかん）
＊店情報＊
 営業時間１１：３０～１８：００（定休日金曜日）
 ２００８年オープン 店主は川越がお気に入り
＊ターゲット＊
 年齢層はバラバラで老若男女訪れる、たまに外国人も訪れる。
＊オススメ＊
 自家焙煎のコーヒーとヘルシー丼がおすすめ。人気のランチメ
ニューは焼きカレーランチやトマトパスタで各々８５０円である。
すべてのドリンクに手作りのプチ菓子がついている。

古本カフェAgosto（アゴスト）
＊店情報＊
・営業時間 月火 １３：００～１８：３０ ・２５年４月オープン

金 １３：００～２０：００
土 １２：００～２０：００
日祝 １２：００～１８：００

＊ターゲット＊ カップル、女性客
＊オススメ＊
暮らしをテーマにした古本とイタリアのコーヒーやドリンクを提供し
ている

活動の概要
入りやすさ雰囲気が若者向けの
カフェ４店舗の調査

明るい

店内

豊富な

メニュー

清潔感
コストパ
フォーマン
ス

Café 1g
（アンジー）

Café泰明館
（たいめいかん）

古本カフェAgosto
（アゴスト）

紅茶浪漫館
シマ乃

紅茶浪漫館シマ乃
＊店情報＊
 平日１０：００～１８：００ 土日祝 ９：００～１９：００
 ２００２年９月オープン
＊ターゲット＊
 ３０代主婦やママ友、また女性の一人客
＊オススメ＊
 自家焙煎で本格水出しコーヒー
 珍しい紅茶ゼリーは店主自信作
 コーヒーと紅茶は２０種類と種類豊富

Café 1g（アンジー）
＊店情報＊
・営業時間 １０：００～１８：００ ・２０１３年９月オープン
＊ターゲット＊
・２０代の女性に人気
＊オススメ＊
・フレンチトースト、ビーフストロガノフ、ベイクドチーズケーキ
・夏のオススメデザートはフレグラサンデー、シトラスゼリー

Agosto（アゴスト） Cafè-1g（カフェアンジー）

カフェ泰明館 紅茶浪漫館シマ乃

調査対象店舗

活動の概要

現状調査の結果とそこから導き出された課題

活動の目標
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取組地区：中央通り周辺地区
6 班

中央通り活性化の実態と問題提起

リーダー：田中真哉	

サブリーダー：佐藤宏樹

班員：峯岸光雪・浅野慎吾・漢人尚哉・樋口郁弥

【活動の背景と目的】
　川越市は蔵作りの町並みが印象的であり、小江戸と呼ばれ

家族連れからお年寄り若者まで多くの観光客を集めている。

しかしその賑わいを見せているのは一部の地域にとどまり、

その他の地域ではお客さんの減少に頭を抱えている。中央通

りもまたその一つの地域である。蔵作りの町並みは多くの歴

史的な建物を有効活用し、また整備することで今のような成

功へとつながった。中央通り地区にも旧鶴川座をはじめ旧川

越織物市場や看板建築等昭和時代の独特の雰囲気を持った

建物がいくつも残っている。今回の活動では、中央通り地区

の歴史的な建造物や雰囲気を有効に活用して、川越市川越伝

統的建造物群保存地区（以下、伝建地区）に続き人が集まる

よい雰囲気を作っていくことを最終的な目的とし、そのため

の調査、問題の発掘、目標を達成するための方法の模索を活

動内容とした。

【活動の目標】
　川越の町並みの特徴として伝建地区からクレアモールへ

かけて、江戸、明治、大正、昭和、平成と時代を追った町並

みとなっている。栄えている伝建地区からクレアモールをつ

なぐ、いわば点と点をつなぐ線にも魅力を与えることは重要

であるだろう。

　中央通り周辺は昭和の雰囲気が残る建造物が多数ある。伝

建地区の例のように中央通りも古い感じのする “寂れた” の

イメージを “レトロ” な雰囲気のイメージへと変え、人通り

を増やすことを目標とする。

【活動の概要】
　実際に川越を訪れ、主に飲食店を回って聞き込み調査を行

い、実際にお店の人からお話を伺いながらデータ収集を行っ

た。集めたデータをまとめ各地域、商店会ごとに挙げられた

問題を洗い出した。またその問題に対する解決策を模索、提

案した。

【現状調査の結果とそこから導き出された課題】
　はじめの現状調査の中で感じたよい印象としては、時代の

流れがあることが、メリハリやコンセプトになること。使わ

れていない歴史的建造物が観光資源になりうること。地域の

方たちも町づくりに対する提案を積極的に行っていること。

看板建築が印象的であること。よくない印象としては、老朽

したシャッターが廃れた雰囲気を感じさせること、安全面か

らそのままだと使いづらい建物があること、伝建地区等と比

べ通行量が少ない、活気が少なく見える等があった。

【実施結果と考察】
　お店が減ってきていることに関しては、後を継ぐ人がい

ないことが挙げられた。商店街が活性化するために “中央通

り「昭和の街」を楽しく賑やかなまちにする会” が発足し商

店会とは別に協議会の登録を目指す準備をしていることが

わかった。松山商店の店主さんの話では、やはり若い人が活

動に参加してくれたり、革新的なアイディアがあったりする

とよいということであった。空き店舗を借りて、例えば東洋

大学の学生の絵を展示する等のイベントを開催するなどの

活用法も挙げられた。場所を借りる、という方法はお金が発

生して現実味がないとはじめから考慮すらしなかったが、お

店として使っていないだけで人は住んでおり、許可さえもら

えば無償で使用できるような可能性があることもわかった。

また、すべてのお店が必ずしも商店会に参加していない実態

が見えた。たとえ商店会があっても、その意義や魅力がなけ

れば参加する必要もないのかもしれない。一方、大正浪漫夢

通りでは、地域の景観を統一するよう「大正浪漫のまちづく

り協定・規範」という自主ルールが設けられており、これを

尊重することで商店街に一つのコンセプトを与えることに

成功していると感じた。他の商店会でもこのような例を参考

にして、商店街がめざすコンセプト等を具体的に提示できる

とよいのではないか。また、今回訪問したお店では、近くの

病院に通っている方が利用してくれるという話があった。地

域内の他の施設等との連携でお客さんを共有し合うような

システムがあってもよいのではないか。

【今後の課題】
　私たちの班は当初パンフレット作成を目指して活動、情報

収集を行っていた。しかし実際に商店街でお店を経営してい

る方々に話を伺うと、通りを眺めているだけではわからな

かった内的な問題が浮き彫りとなってきた。地域活性化を活

動の目標としていたが、地域の人が必ずしもそれを求めてい

るとも限らないように思えた。そこで私たちはパンフレット

のように商店街のよいところだけを取り上げるのではなく、

これらの問題をもう一度まとめ、対策はないか模索すること

とした。その結果、商店街のより深いところを見ることがで

きたが、改善を達成するための具体的な案を提案するまでに

至らなかった。自信を持って提案できる実現可能範囲内の解

決策を見つけるために、引き続き活動を続ける必要がある。
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活動の背景

• 川越市には、印象的な蔵作りの街並みが存在する
• 老若男女、多くの観光客が訪れるが、賑わっている
のは蔵作りの一部の地域である

• 中央通りを含む周辺の商店街は昭和時代の独特の雰
囲気を持った建物が存在するにも関わらず、あまり
賑わっていない印象がある

活動の概要

現地で飲食店を
中心に聞き込み
調査を行い、
データ収集

データをまとめ、
各地域・商店街
ごとに問題点を
洗い出す

解決策を模索、
提案する

現状調査の結果と課題２

シャッターが寂れた印象に・・・？

• 空き店舗の有効活用

すべての店が必ずしも商店会に参加していな
い

• 商店会の意義や魅力を見出す

現地の写真２

～旧川越織物市場～ ～蓮馨寺境内の団子屋～

活動の目標

古い感じのする“寂れた”イメージを

“レトロ”

な雰囲気へ！

現状調査の結果と課題１

商店街や通りは明治、大正、昭和、平成といっ
た時代をコンセプトにしている

• 現地の方のほとんどが通りのコンセプトを意識していない

旧川越織物市場や旧鶴川座などの歴史的建造物
が存在する

• 有効活用できていない

現地の写真１

～中央通り２丁目商店街～ ～大正浪漫夢通り～

今後の課題

• 今回見出された課題から、具体的な解決策を模索す
る

• 各商店街の店の方々と連携を深め、どうしたらより
多くの人々に商店街に立ち寄ってもらえるかを考え
る

現地の写真② 今後の課題

現状調査の結果と課題② 現地の写真①

幻聴調査の結果と課題①

活動の目標

活動の概要

活動の背景
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取組地区：中央通り周辺地区
7 班

呑マルシェを広めよう！

リーダー：吉見拓也

サブリーダー：軽石智也

班員：谷村紘和・植田大介・姉崎純

【活動の背景と目的】
　商店街を活性化するにはイベントを利用するのが有

効と考えた。しかし毎月８日に行われている呑マル

シェの存在があまり知られていない。そこでイベント

を通じて中央通り商店街の存在を知ってもらおうと考

えた。

【活動の目標】
　年代を問わず周辺に住んでいでる人だけでなく、遠

くの人にも呑マルシェに参加してもらう。

【活動の概要】
　一番最近の呑龍デー・呑マルシェを見学し、現状を

把握する。その結果を踏まえ、多くの人が参加してく

れるイベントについて考える。商店街の人たちに自分

たちが考案した内容を提示し、今後の呑マルシェ発展

に活用してもらう。

【現状調査の結果とそこから導き出された課題】
　6月 8 日（日曜日）の視察から 2つの課題が挙げ

られる。まず呑マルシェをやっているかどうかがわか

らない。つぎに宣伝不足、新しいイベントということ

もありインターネットでの拡散もみられなかった。こ

れを改善するためには、１つは現地での宣伝活動を強

化すること、2つ目はインターネットを使っての宣伝

活動をより活発に行っていくことが必要である。

【実施結果と考察】
　川越名店街でポスター、チラシを使い宣伝をした。

ポスターはスーパー、幼稚園、ジム、カフェ、観光案

内所、川越駅、本川越駅を含む 15か所の店頭でポス

ターを掲載した。またチラシについては、カフェ、観

光案内所、フィットネスジム、スポーツジムに 20枚

ずつチラシを置いた。チラシは観光案内所では 3枚

減り、フィットネスジムでは 3枚減った。スポーツ

ジムではチラシは減らなかった。

また SNS（Twitter）を利用して呑マルシェの宣伝を

おこなった。これは若者を狙った宣伝方法で、フィッ

トネスにチラシを置くことで高齢者向けの宣伝活動を

おこなった。

　当日は晴れてよいイベント日和となり、連馨寺と一

番街はお客様が多かった。中央通り（昭和の街）にも

通行されるお客様は多かったが、立ち止まって見てい

くお客様は少なかった。チラシを持っている人もあま

りみられなかった。

　したがってチラシやポスターによる宣伝の効果はあ

まりみられない。お店の前を通っても、何をやってい

るのかわかりづらいので人が止まりにくい。また夏に

なると屋外は暑いので、道で立ち止まる人が少ない。

呑マルシェの露店をお客様が見ても、何をやっている

のかがわからない（呑マルシェのインパクト不足）。

これらはこれからの課題になる。

【今後の課題】
　ポスターやチラシ、ビラを代替的にやるのではなく、

まず「ショッパー」などのコミュニティ紙に掲載し宣

伝する。ポスターとチラシの宣伝も同時に行うが、あ

まり効果が見られないのでビラは一番街をめざしてい

る観光客に渡すことが効果的である。ビラを配るので

あれば、ビラのどこかに名店街の地図を掲載して、ど

こでイベントをやっているのか明らかにする。

　一応、呑マルシェの宣伝のための旗が出展している

店の前に立っているが、インパクトに欠けているので、

もう一度旗の位置については考える必要がある（実際

に出展される店が持参していた旗はインパクトがあっ

て、人だかりができていた）。呑マルシェを視覚的に、

一目でイベントが開催されているとわかるように、よ

り目立つ旗や垂れ幕を使ってもいいかもしれない。

　出展者側の意見としてはもっとまとまって店を出店

したいと願っていたので、店を出す配置も考える必要

がある。

　インターネットで呑マルシェまたは川越を検索した

ときに、検索結果に呑マルシェがしっかりと出るよう

に、川越の観光案内ホームページなどに川越のイベン

トとして記載してもらえるようにする。
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活動の背景と目的
背景
・毎月８日に行われている呑マルシェの
存在があまり知られていない。

目的
・呑マルシェを通じて、中央通りを知っ
てもらい、利用してもらう。

川越市駅前での宣伝活動

現状調査の結果とそこから導き
出された課題

・呑マルシェと呑龍デーを知っている人
が少ない。
・運営側の人手不足。
・呑マルシェがどこでやっているのか、
わかりにくい
・人通りはあったが、立ち寄ってもらえ
ない。

活動の概要
・呑マルシェを通して、中央通りを活性化する。
・呑マルシェに実際に参加して、お手伝いする、
サポートする。
・呑マルシェ参加することによって、呑マル
シェと中央通りの現状を把握する。

呑マルシェ当日 （展示場の組み立て）

今後の課題

・宣伝方法の改善。
・中央通りを呑マルシェ一色にし、統一
感を出す。
→出店舗数の増加、宣伝の旗の数を増や
す。
・閉まっているシャッター利用。
・多くの店に足を運んでもらう。
→ 例）スタンプラリーなどを利用す

る など

現状調査の結果とそこから導き出された課題 今後の課題

活動の様子③ 呑マルシェの様子

活動の様子②

活動の概要

活動の様子①

活動の背景と目的



− 28 −

取組地区：中央通り周辺地区
8 班「KHY46」

中央通りを案内しよう

リーダー：加藤豪晃

サブリーダー：小林祐太

班員：林勇太朗・田中会響

【活動の背景と目的】
　小江戸川越（蔵造りの町並み）には観光客がたくさん流れ込

むが、中央通りには目を向けず活気がない。そこで私たちが、

中央通りのよいところを直接案内していく。

【活動の目標】
　中央通りの魅力を紹介して多くの人々に興味や関心を持って

もらう。

【活動の概要】
　中央通りを知らない人たちを招いて、私たち 8班が事前に調

べた知識を使って直接中央通りをガイドする。

【現状調査の結果とそこから導き出された課題】
　まず中央通りを案内するために、いくつかの店舗や建物につ

いて調査したり聞き込み調査を行ったりした。調べる際のコン

セプトとしてなにかひとつこだわりのある店舗や建物で調査し

た。以下に調査した店舗や建物を紹介する。

・おもちゃ屋おびつ・・・昭和 8年創業。中央通りをはさんで

2店舗ある。片方の店の商品の半分はプラモデル、もう片方の

店の商品の半分はミニカーが置いてある。30年間売れない商品

もあり、「なんでも鑑定団」で 2,000 万円の値打ちになったゴ

ジラが店にあったが、定価の 2,800 円で売ったという。値段は

絶対に変えないというのが店主のポリシーである。

・アンジー・・・2013 年 9月にオープンしたフランス料理が食

べられるカフェ。30年間ホテルニューオークラでシェフをやっ

ていた方が店主をしている。オープンした理由は気軽にフラン

ス料理を楽しんでほしいからだそうである。水が青い瓶に入っ

ているが、これはハワイで言われている水が力を持つという言

い伝えに従っている。

・連馨寺・・・室町時代に創建された。川越城主「大道寺駿河

守政繁」の母「連馨大姉」が平方村に建立し、その甥である感

誉存貞上人を招き創建した。おびんずる様という仏像があり、

直してもらいたい体の部分をなでるとそこの病気が治るといわ

れている。お釈迦様の 16 人の弟子のひとりである。昔は、向

かいにある熊野神社とひとつだったが、明治の神仏分離により

独立した。

・くるみの木・・・30の障害者施設から手作りのバッグやキー

ホルダーなどを受注している店。バッグは手織りで作られてい

てしっかりしている。奥に休憩スペースがある。

・ラーメン屋・・・奥行きが約 160 ｃｍしかない。水戸黄門も

食べた中華そばと書かれたポスターがあった。店内に入るのは

6〜 7人が限界である。

・木村屋パン店・・・今はやっていないが、戦時中には配給で

多くの人が並んだ。

・八百政（八百屋）・・・昔ながらの皮むき器があり趣がある。

・連馨寺のわきの道は昔遊郭だったといわれている。脇の道の

店の 2階を見てみると宿だった痕跡がある。

・中央通りのシャッターには、東洋大学美術部によってシャッ

ターアートが描かれており、閉まっているときに見られる。

　全般的に昭和のころ作られた看板建築が目立っていた。調査

してみると意外と特徴があるものが多かったので、もっと調査

する必要があると思った。

【実施結果と考察】
　今回、本学総合情報学部の加藤千恵子先生を実際にガイドし

てみました。

　そして、ガイドを行った後に以下のアンケートを用意し、加

藤先生に回答してもらいました。

・わかりやすかったですか？

　A. とてもわかりやすかったです。

・もっと中央通りを知りたいと思いましたか？

　A. バスも通過するところなので、立ち寄らないことが多いで

すが、もう少しさらに知ることで、友人が来た時でも観光がで

きるようになると思います。

・何が一番よかったですか？

　A. 知らないことが多く、新しい知識がふえたことです。

・感想や意見

　A. シャッターアートを東洋大学の学生が行ったこと、小さな

ラーメン店にも残っている理由があること、見たことない機械

を見られたこと、興味深い知識が得られてよかったです。

　今回、自分たちの手で中央通りのよいところを探し、実際に

ガイドしてみて、中央通りの魅力をたくさん見つけることもで

き、それを加藤先生にガイドした結果、高評価をいただきました。

【今後の課題】
　今回ガイドを行って、高評価をもらえたのでもっとたくさん

の人にも中央通りを案内して知ってもらいたい。また、さらに

知識を増やして中央通りの魅力を探してみんなに伝えたい。そ

して、中央通りにもたくさんの人に足を運んで満足してもらえ

るようにしたい。

　このガイドを活かして、自分たちの手でよいところを探し、

誰かに伝える大切さも学ぶことができたので、自分たちの地元

でもこうやって少しでも活性化につながることをやっていきた

い。
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活動の背景と目的

• 川越の中央通りには隠れた名店が
多々あるのだが、あまり知られて
おらず活気が満ちていない。だか
ら、私たち８班が前もって調査し
たことを伝えて川越中央通りを
知ってもらう。

ガイドを行った様子

加藤千恵子先生を連れて中央通り
を案内しました。

IN 蓮馨寺

ガイドを行った様子

八百屋さんの元気なおばあちゃんがお話してくれました。

中央に見える機械が皮むき機です。
昔ながらですが、現役で頑張っているようです。
おもに （芋、里芋、らっきょ）の皮むきをするようです。

ガイドを行った様子

この通りは昔、
遊郭だったそうです。

遊郭で働いていた女性の宿です。

現状調査の結果とそこから導き出さ
れた課題

• 現状調査を実施したところ、レアもののミニ
カーやプレミアのついたものなどが置いてあ
るおもちゃのおびつがあり、低コストでフラン
ス料理を楽しめるアンジーというカフェレスト
ランがある。また、黄門様が食べたとされる中
華そばもあり、すごく充実していた。

ガイドを行った様子

銀座にあるパン屋さんの本店

木村屋パン
水戸黄門様が食べた
中華そば屋さん

ガイドを行った様子

くるみの木・・・３０の
障害者施設から手
作りのバッグやキー
ホルダーなどを受注
している店。

今後の課題

• 今回ガイドを行って、高評価をもらえたので
もっとたくさんの人にも中央通りを案内して
知ってもらいたい。また、さらに知識を増やし
て中央通りの魅力を探してみんなに伝えたい。
そして、中央通りにもたくさんの人に足を運ん
で満足してもらえるようにしたい。

ガイドを行った様子⑤ 今後の課題

ガイドを行った様子③ ガイドを行った様子④

ガイドを行った様子②

現状調査の結果とそこから導き出された課題

ガイドを行った様子①

活動の背景と目的
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取組地区：中央通り周辺地区
9 班「中央通り周辺地区を盛り上げ隊」

学生が作る世代別観光モデルプラン

リーダー：越大知

サブリーダー：北野優介

班員：野永雅博・鈴木克典・佐々木伸章

【活動の背景と目的】
　蓮馨寺周辺の中央通りの各店舗や名所の認知度が低い。

中央通りはそれ自体が観光地というよりは蔵造りの町並み

や時の鐘といった名所と川越駅、本川越駅までの通り道に

なりがちである。中央通りを蔵造りの街並みへの通り道、

帰り道としてだけでなく、それ自体の利用を促進する。

【活動の目標】
　若者、高齢者のより多くの集客を目指す。そのために年

代層に応じた観光を提案する。

【活動の概要】
　目標達成のための活動としてとして中央通りを知っても

らうためのツール作りをする。対象とする世代に合った、

分かりやすく情報の整理された地図を作り、それを配布す

る。中央通りの魅力に気づいてもらうことを目的とし、各

世代にとって「使いやすい地図」とは何かを考えていく。

学生として中央通りの魅力を存分に伝える各世代向けの

「学生が作るマップ」を形にする。

　地図の使用者を “若者” と “高齢者” に分類した。観光

にあまり訪れない若者と比較的多く訪れる高齢者が使う地

図に何が載っていれば便利だと感じるのか、どういうレイ

アウトが見やすいのかを思索した。以下に日程別の活動内

容についてまとめた。調査は計 3回行った。

・	 1 回目：仲町観光案内所へ川越観光の状況を取材した。

案内所の方に蓮馨寺周辺地区の食事処や人気の名所、

おすすめのスポットを聞いた。設置している地図が

どのように使われていて、何を不便に感じるかを教

えていただき、見やすい地図作りへのヒントにした。

また、蓮馨寺周辺を実際に観光し、観光客がどのよ

うに感じるかを考えた。

・	 2 回目：蓮馨寺周辺の観光名所間の所要時間を調べる

ために、蓮馨寺の南東方向にある喜多院や小江戸蔵

里などを、タイマーで測りながら訪れた。またトイ

レ他公共施設の状態確認を行った。

・	 3 回目：中央通りのお土産屋や飲食店を中心に調査を

した。実際に飲食店に入り、実食し、お店の中の雰

囲気やお客の状況、店員への取材を行った。

【現状調査の結果とそこから導き出された課題】
　中央通りへの観光客は、平日の昼間は高齢者が多く、夕

方や休日は若者も多少は観光に来ている。観光客は、案内

所へ時の鐘や蔵造りについての情報を求めてくる場合が多

く、中央通りのことを聞きに来る人は少ない。

　実際に観光してみたところ、蓮馨寺から歩いて 10分ほ

どの喜多院は、五百羅漢やだるま市で有名な場所で、重要

文化財も多いため観光客も多かった。このエリアは時の鐘

周辺から距離が離れているため、散歩がてら来る人も多い

ようだ。時の鐘を見終わった後に中央通りを通り、喜多院

に来るとよい観光になりそうである。次に、喜多院から時

の鐘まで松江町から北に歩いてみたが、観光客は少なく、

道路は車が多く走っていたため危険を感じた。これは理想

的な経路ではなさそうだ。

　飲食店については実際に飲食店を訪れたところ、カフェ

が多く昔の面影を残す雰囲気のある店構えがとてもよかっ

た。しかし、食事処の食べ物の料金が全体的に少し高く、

若者には敷居が高く感じるだろう。あまり客はいなかった

が味は確かだった。そのため、これらを積極的に勧めたい。

【実施結果と考察】
　使う人の目線に立った地図とは何かを思索し、観光案内

所での取材や実地調査を行いながら考えを深めた。既存の

マップには「字が小さい」「観光スポットの場所が分かり

にくい」「情報量が多すぎる」などいくつもの問題点があ

るようだ。観光案内所に置かれていた地図から、見やすさ

に重点を置き、情報量を絞った地図を作るべきである。

　時の鐘から距離が離れた地区にも観光地は多くあった

が、観光案内所にあるパンフレットでは特別おすすめされ

ていないため、まだ活用の余地があるように感じた。「小

江戸川越七福神めぐり」という蓮馨寺を含む 7か所をめぐ

り記念スタンプを集めるスタンプラリーがあった。蓮馨寺

を含んでいるため、このスタンプラリーを含めた観光は中

央通りを通るきっかけになるだろう。

【今後の課題】
　各世代が何を求めているかを明らかにする。若者向けの

地図にはリーズナブルな食事処、土産屋や人気スポットを

紹介する。そしてお寺や神社について興味を持ってもらえ

るような説明をすることを大切にする。また高齢者向けの

調査も継続し、大きな文字や図でわかりやすく作ることや、

休憩ができるお食事処を詳しく記載する。トイレやバス停

などの公共施設の場所をわかりやすく記載する。これらを

踏まえて、観光モデルプランを作成する。パンフレットを

完成させ、次にそれを手に取ってもらうための方法を考え

ていく。
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活動の背景と目的
背景

中央通りの各店舗や名所の認知度が低い。中央通りはそれ

自体が観光地というよりは蔵造りの町並みや時の鐘といった

名所と川越駅、本川越駅までの通り道になりがちである。

目的

→駅から蔵造りまでの通り道という現状を打開し、

それ自体の観光地としての利用を促進する。

活動の概要

観光地図の利用実態・現地調査

↓

結果を元に使いやすい

地図を考案

↓

中央通りを知ってもらうための

ツール（マップ）作り

↓

地図を配布

↓

活性化

前期

後期

現状調査の結果と見えてきた課題

1日目調査結果

・若者の観光客は夕方や休日に来

ている。でもやはり少ない。

・案内所には蔵造り等の他の情報

を聞きにくる。

↓↓

中央通りのことを

聞きに来る人が少ない！

（認知度が低い）

２日目調査結果

• 道路は車道が大きく歩道が狭く
歩行者が危険な場所がある。

• パンフレットの存在もあまり知ら
れていない。

↓↓

歩行者の通る

理想的な経路が少ない！

実施結果と考察

• 使う人の目線に立った地図とは何か
を思索し、観光案内所での取材や実

地調査を行いながら考えを深めた。

既存のマップにはいくつもの問題点

があるようだ。

• 実際めぐってみると若者にも中高年
にも楽しめるような所がたくさんあっ

た。これらを情報量を絞った地図とし

て、載せる必要がありそうだ。

活動の目標

若者、高齢者に、より多く、中央通りに足を運んでもらう。

そのために・・・

↓↓

年代層に応じた、観光を提案する。

活動の概要

観光地図の利用実態・現地調査

1回目：仲町観光案内所へ取材
蓮馨寺周辺を実際に観光

2回目：名所間の移動所要時間を計測
喜多院や小江戸蔵里など蓮馨寺周辺の寺院を見学
トイレ他公共施設の状況確認

3回目：中央通りの土産屋・飲食店を調査

現状調査の結果と見えてきた課題

３日目調査結果

・若者が気軽にお店に入りづら
い。

・雰囲気の良い美味しいお店を
いくつか発見した。

↓↓
訪れた店舗を

積極的に勧めていく！

←紅茶ロマン館しま乃

麺屋ひなた→

今後の課題

・引き続き、若者向け、高齢者向け両者の調査を行う。

そして各世代が何を求めているかを明らかにし、パンフ

レットを完成させる。

・その後、次はそれを手にとってもらうための方法を考えて

いく。

以上を来学期の課題としたい。

実施結果と考察 今後の課題

現状調査の結果と見えてきた課題① 現状調査の結果と見えてきた課題①

活動の概要②

活動の目標

活動の概要①

活動の背景と目的
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取組地区：中央通り周辺地区
10 班「チームあんちくりりん」

自転車シェアリングと歩行者の安全

リーダー：伊藤駿

サブリーダー：安藤隆

班員：市毛良祐・中野広崇

【活動の背景と目的】
　川越市内で自転車シェアリングが 2013 年 12 月に始まっ

た。しかし、現在の自転車シェアリングは知名度が低く、利

用者が少ない。自転車利用そのものはよいと考えられるが、

一番街や蓮馨寺周辺の中央通りは道幅が狭いので、自転車で

走るにはあまり向いていない。自転車にも歩行者にも安全な

環境の中央通りにすることで人通りを増やし、にぎやかな街

にしていくことを目的とする。

【活動の目標】
　自転車シェアリングの利用者を増やす。そのためには、自

転車シェアリングの知名度を上げ、利用しやすくする。また、

自転車が安全に走れる環境を作る。そのためには、自転車

レーンの設置やつながり、駐輪場所などを考える。

【活動の概要】
　実際に自転車シェアリングを利用して、市街地や中央通り

を走ってみた。また自転車シェアリングのおすすめルート

マップを入手した。

　また、市役所の交通政策課で自転車シェアリングと一方

通行問題について話を伺った。「一番街交通問題を考える会」

の会長にも同様に自転車シェアリングと一方通行問題の話

を伺った。

【現状調査の結果とそこから導き出された課題】
　自転車シェアリングのパンフレットには、おすすめルート

として中央通りが入っていない。さらに、自転車シェアリン

グのおすすめルートに蓮馨寺がつながっていない。現在の中

央通りは自動車の交通の激しく、自転車シェアリングのおす

すめスポットに入れるのは難しいということがわかった。

【実施結果と考察】
　自転車シェアリングを実際に利用してみてわかったこと

は、初めての利用者には仕組みが少し複雑であり、手軽に

利用しにくいということだ。貸出と返却ができるポート（駐

輪場）は市内に 9か所あるが、現金支払が可能なのは 2か

所のみで、それ以外ではクレジットカードか IC カードが必

要である。連続して利用できる時間は 40分間であり、ポー

トに返却せずに時間延長すると 200 円が余計にかかる。乗

り心地としては小回りが利くのはよいが、成人男性が乗るに

は少し窮屈であった。また歩道などの段差を乗り上げた時の

衝撃が非常に大きい。

　市役所でお話を伺ったところ、中心市街地に向けて自動車

流入が増加しているため、歩行者の安全を確保するための対

策をとってきている。また、中央通りを一方通行にすること

で、自動車の通行量を抑えることを考えている。観光客には

歩くだけでなく、自転車での観光を提案している。自転車

シェアリングについては 2013 年 12 月 1日にサービスが実

施されたため、まだ知名度が低く、利用者が少ないのが課題

となっている。さらに歩道が高く車道が狭いため、自転車

シェアリングのおすすめルートには中央通りが入っていな

い。東京オリンピックが開催される 2020 年までには、連雀

町以南の 300 ｍ区間に自転車レーンが設置されるため、そ

れに向けて対策を検討している、ということであった。

　「一番街交通問題を考える会」会長にお話を伺ったところ

では、一方通行にするとスピードを出す車が多くなり、事故

が多発する、バスが迂回する必要が生まれるためにさらに渋

滞するなどの問題があるため、一方通行には反対を表明して

いる。また仲町交差点から北の一番街を一方通行にしてしま

うと他の周辺道路に車が流れて交通量が増えてしまい、危険

になると考えている。また車を減らすための自転車シェアリ

ングは、自動車の削減にあまり貢献していない、ポートの間

の自転車移送など効率が悪く廃止するべき、との意見であっ

た。

　これらのことから、自転車シェアリングのよさを伝えて知

名度を上げ、使いやすくすることが利用者数の増加に必要で

あり、自動車利用の削減にもつながると考えた。

【今後の課題】
　2020 年の東京オリンピックに向けて、連雀町以南の中央

通り 300 ｍ区間に自転車レーンができるのだが、これにつ

ながる蓮馨寺前の中央通りにも自転車レーンができないか、

考えてみる。さらに、蓮馨寺付近にも貸出・返却ポートがで

きるように提案する。

　次に、実際に自転車シェアリングを利用しているところを

ビデオで撮影して、映像を通して中央通りのよさを伝える。

例えば自転車にカメラを設置して運転者の目線になって自

転車利用の楽しさを伝える。また借り方や返し方のビデオを

撮ることもできるだろう。これらのビデオをWeb にアップ

すれば、利用を考える人が事前に見ることができる。

　もう一つは、自転車シェアリングを利用した観光おすすめ

マップである。自転車シェアリングを利用して中央通りの店

などに観光客を呼び込むようにするには、店舗一つ一つの魅

力を正確に伝えることが必要である。
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活動の背景と目的
・現在の自転車シェアリングは知名度が低
く、利用者が少ない。
・中央通りは道幅が狭く、自転車利用には
適していない。

・自転車も歩行者も、安全に観光ができる
環境作りで、賑やかな街にしていく。

活動の概要
実際に自転車シェアリングを利用して、
市街地や中央通りを走ってみた。
・おすすめルートマップを入手した。

市役所の交通政策課で自転車シェアリング
と一方通行問題について、お話を伺った。

「一番街交通問題を考える会」の会長に自
転車シェアリングと一方通行問題について、
お話を伺った。

現状調査の結果と
そこから導き出された課題
自転車シェアリングのおすすめルートに
中央通りが入っていない。

おすすめルートには、蓮馨寺がつながっていない。

交通の激しい現在の中央通りに自転車シェアリン
グのおすすめスポットに入れるには難しい。

実施結果と考察
 自転車シェアリングの仕組みが複雑で、手軽に
利用しにくい。

 自転車シェアリングは、自動車の削減にまだ
貢献していない。

 連雀町以南の中央通り300ｍ区間に、自転車
レーンができる予定

自転車シェアリングのよさを伝えて知名度を上げ、
使いやすくすることが、利用者数の増加に必要。

活動の目標
自転車シェアリングの利用者を増やす。

・知名度を上げる
・利用しやすくする

自転車が安全に走れる環境を作る。
・自転車レーンの設置やつながり
・駐輪場所など

実際に借りてみた
自転車シェアリングの様子

黄緑・・・おすすめルート

ピンク・・・自転車から降りて走行

今後の課題

・蓮馨寺周辺にも自転車利用がしやすい方策を考
える。

・自転車シェアリングを利用してビデオを撮影し、
映像を通して中央通りの良さを伝える。利用方法
のビデオ映像などとともに、Webにアップする。

・自転車シェアリングを利用した観光おすすめ
マップを作成する。

実施結果と考察 今後の課題

現状調査の結果とそこから導き出された課題 自転車シェアリングのおすすめルートマップ

実際に借りてみた自転車シェアリングの様子

活動の目標

活動の概要

活動の背景と目的
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