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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：川越キャンパス周辺地区の活性化に対

する調査・分析

担当教員：小瀬博之・武市三智子

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

曜日・時限：月曜 3・4時限（13:10-14:40）

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】
　環境情報系の総合情報プラクティス V（春学期開

講）・VI（秋学期開講）は、通年で一貫した課題に取

り組んでもらうことを意図してカリキュラムを構築し

ている。また、川越キャンパス周辺の地域に対して、

地区で課題となっている事象の把握と分析を行い、地

域とグループ同士の情報を共有しながら、問題の解決

に向けての解決策の提案を行うことで、本学科の学生

が社会に出て最も必要とされる、問題解決能力、コミュ

ニケーション能力、情報リテラシーの向上を図る。

　春学期に実施する総合情報プラクティスVでは、「人

間環境に関する演習」として、川越・鶴ヶ島地域の活

性化に対する現状を把握し、その結果を分析して、問

題の解決に対する糸口を見出す結果を得るまでの演習

を行う。なお、秋学期に実施する総合情報プラクティ

スVI では、「経営情報に関する演習」として、春学期

の成果をもとに地域におけるコミュニティやビジネス

の活性化に寄与する具体的な提案を行う。

　川越キャンパスのある川越・鶴ヶ島地域（主にかわ

つるグリーンタウン松ヶ丘・新鶴）は、1980 年代後

半から分譲を開始し、急速に開発が進められて人口が

増加した。それから 25年以上が経過し、最初に移り

住んできた世代が退職、世代交代を迎えている。高齢

化が進行し、まちが徐々に衰退する中で、退職世代を

中心とした居住者のサービスを充実させるとともに、

子育て世代など多様な世代が居住するなどして、地域

を活性化して持続的なまちづくりを行うかが課題であ

川鶴地域活性化プロジェクト」について
平成 23 年度-総合情報プラクティス V（環境情報系）

る。この演習では、これらの地区における地域の住環

境、コミュニティ、商業、サービス等の現状を、現地

踏査や住民への聞き取り、アンケートの実施などを通

じて把握し、調査結果を分析して、他の地域での取組

事例と比較しながら、該当地域の問題点を明らかにし

ていく。

【到達目標】
i.	 グループワークで地域の現状を把握した上で、問

題をまとめることができる。

ii.	地域住民など、学外の人や組織とのコミュニケー

ションが行うことができる。

iii.ICT 技術を駆使しての情報活用とグループ内外と

の情報共有ができる。

3. 講義スケジュール

第 1 回（4 月 11 日）ガイダンス：課題説明、演習

の進め方の説明、グループ分け、アイスブレーキ

ング（ワールド・カフェ「住みたい街、住み続け

たい街、私たちにできること」）

第 2 回（4 月 18 日）担当者による地区の現状に対

する説明及び質疑、情報共有システムの説明・演

習

第 3 回（4 月 25 日）現地説明（次回までに調査結

果のまとめ、テーマ希望調査）

第 4 回（5 月 9 日）グループごとのテーマ決定、

実地調査の実施にあたってのブレーンストーミン

グ

第 5 回（5 月 16 日）実地調査（踏査）、資料調査（既

往調査結果の配布・確認、アンケート書式協同作

成・調整、調査計画）

第 6 回（5 月 23 日）実地調査（街頭アンケート、

商店取材、マップ調査等）、資料調査（事例収集、

踏査結果の分析、資料作成等）

第 7 回（5 月 30 日）実地調査（住宅内再調査）、

資料作成（中間発表準備中間発表準備、アンケー

ト入力・分析、マップ作成等）

第 8 回（6 月 6 日）中間報告会（発表、とりまとめ）

第 9 回（6 月 13 日）中間発表をふまえた「実施計

画書」の修正（今後の作業の検討、スケジューリ
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ング、作成作業）

第 10 回（6 月 20 日 ）- 第 13 回（7 月 11 日 ） 実

地調査、結果分析、提案作成、発表準備等

第 14 回その 1（7 月 22 日）成果報告会（かわつ

る商店街）

第 14 回その 2（7 月 23 日）成果報告会（南町連

合夏祭り）

4. 指導方法・評価方法など

【指導方法】
　1グループ 5人で 20 グループを編成し、グループ

で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。

【成績評価の方法・基準】
1.	2 回の報告会におけるグループごとの採点結果

（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（30%）

（1.+2.+3.=100%）

　成績評価は東洋大学の成績評価の基準に従う。

　なお、授業回数の 3分の 1を超える欠席は、成績

評価の対象としない。

【テキスト】
　必要な資料は随時配布する。

【参考書】
　授業において随時紹介する。

【関連分野・関連科目】
　環境情報系のすべての専門科目

5. Web サイトの作成
　

　本演習では、履修者間及び地域住民や他大学との情

報共有を行うことができるWeb サイト「川鶴地域活

性化プロジェクト」を作成し、実地調査やアンケート

の結果の掲載、成果報告の掲載、内外への通知を行っ

ている。内容は次のURL をご参照いただきたい。

http://team-6.eng.toyo.ac.jp/practice5-2011/

　

「川鶴地域活性化プロジェクト」Webサイト
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春学期成果報告
平成 23 年度-総合情報プラクティス V（環境情報系）
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テーマ 1：住環境の向上
5 班「Team 川越キャッツアイ」

緑とエコと地域活性化

【メンバー】
リーダー：窪田賢人

サブリーダー：澁野光平

班員 : 酒井将大・松尾契佑・六本木祐樹

【現状調査の結果】
　現状としては、主に「スロープ・エレベーター・手

すり・ベビーカースペースの設置がされている場所と

されていない場所がある」、「商店街を含めた周辺地域

の人通りが少ない（特に若者）」、また「団地内に公園、

団地から学校・児童館が近く、子育て環境が整ってい

るように感じられる」ことなどが挙げられる。

【川鶴地域の課題】
　課題としては、「団地内の公園の遊具が少ない」、「団

地の空き部屋が多く、また商店街など周辺地域での人

通りが少ない」、「駅までの距離が遠く、車や自転車で

の交通手段がない人には不便に感じられる」、「地域の

特色があまりない」ことが挙げられる。

【川鶴地域活性化に対する提案】
　課題の中から「交通の便が悪い」・「地域の特色がな

い」の２つの事柄に着目して、地域活性化を目指す。

交通の便を解消するために、自転車の無料貸し出しを

行う。そして、地域の特色をグリーンタウンの名前の

通りに「緑の街」とし、そのために団地の壁面緑化を

提案する。この２つの提案は CO ₂を出さない、自然

を増やすといったエコの観点から考えた。

【提案の実現に向けての課題】
　まず、最初に挙げられるのがコストの問題である。

特に壁面緑化を行うためには共益費などの家賃を挙げ

なければならないのかということだ。見積もりが定か

ではないので、今後しっかりと検討していきたい。次

に、緑とエコを押し出していくことで、エンターテイ

メント性が減り、若者の街への関心がさらに減ってし

まうのではないかという懸念がある。
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テーマ 1：住環境の向上
7 班「7」

女性が住みやすい川鶴団地

【メンバー】
リーダー：松島夏希

サブリーダー：松野奈央

メンバー：新井佑実・飯島香織・太田有紀

【現地調査・アンケート調査の結果】
　私たちが川鶴団地に足を運んで感じた点についての

まとめと、東洋大学生（小瀬先生、武市先生の授業

履修者）約 200 人に対するアンケート調査のまとめ。

私たちはこの結果から女性の住みやすい住環境はどの

ようなものなのかを考え、それをもとにUR都市機構

の方に質問を行った。

【UR 都市機構への質問・回答、またそれに対する提案 1】
・駐車スペースに事故防止のためのミラーの設置予

定はあるか？（駐車スペースにミラーが一つも見

当たらなかったため）

・部屋の商業用としての貸し出しは可能か？（空き

部屋の有効活用のため） 

・街灯の数を増やす予定はあるか？ （路上よりも少

なく、暗く感じたため）

　上記の質問を行い、それに対する回答とともに改善

案を提案した。

【UR 都市機構への質問・回答、またそれに対する提案２】
・太陽光発電器の設置は可能か？ （空きスペースの

有効活用のため）

・母親の交流会、又はそのスペースの提供を行って

いるか？またその予定はあるか？ （住民同士の交

流をはかるため）

　上記の質問を行い、それに対する回答とともに改善

案を提案した。

【まとめ】
　今回私たちはさまざまな提案を行った。しかし、こ

のどれもが完璧ではない。このどれにも共通して言え

るのは、『住民の意思』が何よりも大切ということで

ある。そこに住む人の意思はどんな政策よりも強いと

考える。これから行っていくべきなのは、どの様な戦

略を立てていくかということではなく、どうやって住

民に関心を持ってもらうかを考えることではないだろ

うか。



− 8−

テーマ 1：住環境の向上
9 班

住環境の向上を目指した、周辺環境の改善

【メンバー】 
リーダー：　山田拓磨

メンバー：　佐藤修一・松村一希・萩原啓太

【現状調査の結果】
　松ヶ丘団地、新鶴団地ともにバス停が近くにあり、

鶴ヶ島駅にもとまる。交通アクセスはよいと思われる。

それぞれの団地の部屋については、ファミリー層を狙

い、広めに作られており、収納スペースも多い。しか

し、家賃は高めである。 買い物には、近くのスーパー

やかわつる商店街が使われている。

【調査結果から導きだされた課題】 
　団地については、部屋の段差をなくす、柱の角を丸

くするなどのバリアフリーを重視する意見が班内で多

く出た。団地周辺については、かわつる商店街の活気

があまりないように感じた。近くにはスーパーもあり、

品揃えはそちらの方が多いため、何か買い物とは別の

サービスを提供する店が必要なのではないか。

【川鶴地域活性化に対する提案】
　部屋の段差をなくすなど、団地内の構造を作りかえ

るにはコストがかかってしまう。そこで私達は、周辺

の環境を改善することで結果的に住みよい環境を提供

することを目標にした。話し合いの結果、かわつる商

店街にカフェを作り、住民同士がコミュニケーション

をとれる場を作ろうという案が出た。

【提案の実現に向けての課題】
　コミュニケーション目的のカフェとなると、長い時

間同じ人が留まる可能性が高い。しかし、商店街の空

き店舗はそれほど広くなく、回転率を考えると、持ち

帰り可にして外に設置されているベンチを使ってもら

う方法がよいと思われる。                                                                               

　また、外だと天候に左右されてしまうので屋根を付

ける事も必要になってくる。
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テーマ 1：住環境の向上
11 班

スーパー銭湯でコミュニケーション

【メンバー】 
リーダー：山下耕平

サブリーダー：広瀬雄平

メンバー：馬場大貴・山本圭・野村将大

【現状調査の結果】
　結果は意外にも川鶴商店街を頻繁に利用する方はあ

まり多くなく本来の地域密着のサービスは出来ていな

いと思った。商店街の中でもシャッターの閉まってい

る店舗が多く寂しい印象をもった。利用者が少ない理

由として道路側から駐車場しか見えないため、どのよ

うな店舗がありどのようなサービスを提供しているか

わからない所などと思う。

【調査結果から導きだされた課題】
　良い点を考えると、商店街には車が入ってこれない

ので小学生の登下校には安心できるようだ。商店街の

利用者を増やすためには、年に二回、夏と秋に近くで

行われている祭りの時に屋台など出しどれだけ良い印

象を与えられるかだと思う。アンケートを行ってわ

かったことだが、地域に住む人たちも段々と高齢者が

増え、イベントに対する関心も薄れてしまっているよ

うで寂しくなってきたと答えている方もいた。

【川鶴地域活性化に対する提案】
　私たちが考えたのはスーパー銭湯の設立だ。少しで

も地域全体が活気づくためには若い年代の人たちが多

く訪れるようなサービスが必要だと思った。もし若者

が増え高齢者とのふれあいも増えれば地域は活気づい

ていくことになるかもしれない。また、そのようなふ

れあいの場を作るためにもスーパー銭湯が良いと思っ

たのだ。設備として風呂場はもちろん、整体や軽く食

べれる定食屋、また各年代の人たちが集まれるような

カフェ、出来ればアンケートの結果でも多かったコン

ビニなどが隣付近にあると良いだろう。

【提案の実現に向けての課題】
　課題となる事は山ほどあるだろう。まず、一番の問

題は実現性があまりにも少ないということだ、私たち

が考えたスーパー銭湯も広い土地を必要とするので、

その土地をどこにつくるか、次に金銭面の問題も上

がってくる、土地や建築、維持費など沢山の資金が必

要になってくるだろう。
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テーマ 1：住環境の向上
17 班

大型商業施設／オープンモールを作る

【メンバー】 
リーダー：丹野州智

サブリーダー：勝沼遼太

メンバー：尾形悠生・渡邊啓太・渡邉祥己

　

【現状・課題】
　課題としては、まず商業施設が住宅地付近に少なく、買い物には不便であることが挙げら

れる。少し離れた場所にホームセンターや大型スーパーがあるが、日用品をまとめて買い物

できる場所がない。また、映画館などの娯楽施設が全くない。高齢化が進むのは止められな

いが、若い人を呼び込み地域を活性化させるには時間を持て余さない施設が必要である。他

には、地域住民が能動的に集まれる場所が少ない。例えば、住民による活動の発表場所のよ

うなイベント会場があることで地域住民同士の交流が活動になる。一方で、駅からのバスの

本数が多い（平均 4本 / 時間）、高速道路が近いなどの交通的利便性や、近所に小中学校が

あるなどの主に子育て面が充実している。また、存在する商店街は規模こそ小さいものの、

立地的に住宅地の中心にあり、生活に密着している。

【他地区との比較】
　主観的に見て活気があると判断した住宅地（むさし緑園都市・富士見地区、光が丘パーク

タウン）を調査し、比較した。むさし緑園都市・富士見地区は人口 2万人を越え UR都市機

構の物件もある住宅地である。高速道路が付近を通っていること、住宅地内に各種学校があ

ること、生活と密着した商店街（ショッピングモール）があることが川鶴団地と類似している。

光が丘も同様の共通点が見受けられた。調査に行った住宅地のいずれも、大型の商業施設が

営業しており、私たちの班はそこに着目し調査をさらに進めた。その中で特に、富士見地区

にあるショッピングﾞモール「ワカバウォーク」に注目し、管理している三菱商事都市開発

株式会社の方にお話を伺いした。ワカバウォークには 1日辺り 2万 5千人から 3万 5千人

の来客があり、主たる交通手段は車・徒歩であるとのことであった。また、地元の人たちや

著名人によるイベントの為のスペース、コミュニティセンターの設置などがされている。こ

のような事柄が地域の活性化に繋がっているのではないかとの結論に到った。

【川鶴地域活性化に対する提案】
　オープンモールを建設することを提案する。かわつる商店街及び笠幡公園を敷地とし、3

階建ての店舗用建物 2棟、5階建て立体駐車場 2棟、平面駐車場で構成される。駐車場は

1300 台程度。付近を通る関越自動車道との接続をし、SAとしての機能を持たせ、観光地と

して遠方からの集客も狙う。イベントスペースやコミュニティの拠点となる場所を設置し、

住民同士あるいは他との交流機会の増加を図る。

【オープンモールの効果と影響】
　主たる効果としては、川鶴団地内での買い物の利便性向上である。日用品をはじめ、家電・

娯楽などの提供をし、完結した生活圏の確立を目指す。また、モール建設による生活空間の

向上及び経済的効果、モールによる雇用の促進そして従業員の居住によって人口を増加させ

地域の活性化に繋がることも効果として予測する。一方で、悪影響としては交通状況の悪化、

公園を取り潰すことによる地域住民の野外活動場所の減少、日照の問題などが挙げられる。
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テーマ 2：住みたい住宅
2 班

学生ルームシェアの可能性

【メンバー】 
リーダー：高橋桃子

サブリーダー：渡邉真理子

班員：下原まり子・青木麻樹奈・池田有花

【アンケートによる学生のルームシェア意識】
　私たち 2 班は川鶴団地を見学して部屋が広く多い

のに空き家が多いということで、学生向けにルーム

シェアを提案することにした。見学した部屋のほとん

どが複数の部屋を所持しており、学生同士がルーム

シェアをすることで有効に生かせるのではないかと考

えたためである。実際にアンケートをとって集計した

結果がこのスライドである。結果ルームシェアは好ま

れなかった。

【実現可能なルームシェア形態】
　アンケートの回答者の中にはルームシェア意欲が高

い人がいた。また、大学側が下宿を斡旋してくれたほ

うが助かるという意見が多かった。そこで企業や周辺

大学にルームシェアの形態を提案する。おそらく可能

であると思われる形態を班でいくつか挙げた。ネット

ワークが発達した現代ではホームページを制作し活用

していくことが利用者を効率よく増やせると思い、見

本を作成することを決定した。

【ルームシェア参考例と全体システムの説明】
　ホームページの主な形態を箇条書きに記した。ホー

ムページを利用する際の全体的な流れについても説明

している。

【サンプルページの提案】
　班員の青木さんにホームページのサンプルを制作し

てもらった。トップページではメインに更新情報を設

置することで、常に新しい物件をチェックできるよう

にした。物件を検索する際は各項目にチェックを入れ

ることで、条件に合った結果が表示されるようになっ

ている。
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テーマ 2：住みたい住宅
10 班

学生ルームシェアで空き部屋を無くそう !!

【メンバー】
リーダー：江戸伊織

サブリーダー：大塚広輝

メンバー : 吉野健児郎・大西浩平・小島有翔

【調査動機・概要】
　私たちは、川鶴団地における空き部屋を学生ルーム

シェアという形にすることで入居者を増やすことがで

きないかと考え、調査しています。はじめに、学生が

ルームシェアについてどのように考えているのか、一

人暮らしをするうえでどれくらいまで家賃が払えるか

といった意識調査を行いました。

【意識調査の結果と調査結果に対する考察】
　意識調査の結果、私たちが考えていた以上にルーム

シェアに関心のある学生が多いことがわかりました。

そういったことから、部屋を提供する側のサービスの

充実を図ることや工夫を凝らした宣伝の仕方次第で、

テーマである空き部屋を無くすことといったことがで

きるのではないかと確信しました。

【提案における課題点とその対策】
　従来、ファミリー層向けへ販売されていることから、

現在の入居者はそういった方々がいることを踏まえた

上で、その中で学生がルームシェアするということが

どういった問題を及ぼすのかを考えました。騒音やマ

ナーの悪さ、学生内でのプライバシーの問題が挙げら

れます。対策としては、騒音計の設置で学生自身に意

識付けさせる。周辺地域でごみ出しや夜間の洗濯時間

等を決める。部屋の入口に鍵を設置する。といった以

上を考えることができます。

【川鶴地域活性化に対する提案と総括】
　学生が住む賃貸物件には、学生寮や一般の賃貸ア

パート・マンション、下宿といった形もありますが、

物件名をインパクトのあるものに変えたり、大学の新

入生へ向けた資料の配布、低価格での体験期間の提供、

家具や電化製品の設置、光熱費の定額制といったこと

を行うことと、学生に常識のある行動を求めるだけで、

ルームシェアが魅力のあるものになり、大学にルーム

シェアといった生活形態が定着することで、地域の活

性化につながるのではないか、と考えます。
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テーマ 2：住みたい住宅
14 班「14 版」

かわつるの住環境について考える

【メンバー】
リーダー：小川直也

サブリーダー：岡部俊文

班員：伊藤学都・佐藤駿・田野辺俊光

【取組の概要】
　私たちは、川鶴団地を調査してみて、住環境について調べてきた。実際にアンケー

ト調査も行った。今回私たちが成果報告として作成したのが川鶴団地へ入居をお考え

の皆さんに少しでも川鶴団地の魅力をお伝えできればと思い、宣伝広告を作成した。

作成にあたってアンケートの調査内容を盛り込んだ。そのひとつが、

Q,【かわつるグリーンタウンにお住まいの方】この団地に住んだ理由を教えてくださ

い

A. 親が住んでいたから。・転勤関係・あまり都会的すぎないところに魅力を感じた。・

たまたま団地を通りかかったから。・木がいっぱいあるから・緑が豊か。・富士山が見

える。・市役所、駅まで移動できるつるワゴンが良い。・大型スーパーが近い。・セキュ

リティがしっかりしている。・以前、住んでいた所が部屋数が足りなくて引っ越して来

た。・日当たりが良い。・駅まで便利・緑が多くて子どもと一緒に遊べる環境にある…

というアンケートを参考にした。

　また、私たちが踏査調査してみて実際に特徴、魅力だと感じた点も何点かあったので、

合わせて宣伝広告に載せた。私たちが魅力だと感じた点は、・棟と棟との間隔が広くプ

ライバシーが守られる、生活しやすい。 ・緑が多い。 ・公園のような子どもたちが遊

べるようなスペースがあるし、 そこが親たちの交流の場にもなっている。 ・小学校が

近くにあるため通学の際安全、安心感が持てる。以上の点が、私たちが魅力だと感じ

た点である。

　そしてアンケート、踏査調査の結果、川鶴団地の一番の魅力は、 “緑” が豊かである

点だとアンケート結果からも、踏査調査の結果からも感じた。 川鶴団地の魅力は沢山

あるが、一番は緑豊かで過ごしやすい所にあるのではないかと思った。

　これらの結果から川鶴団地の魅力を入居しようと考えている方々へ少しでも伝えら

れればと思い、今回成果報告書を宣伝広告という形で作成した。
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テーマ 2：住みたい住宅
16 班「team.16」

エイジフリー住宅化

【メンバー】 
リーダー：山口瑛大

サブリーダー：安藤裕也

メンバー：塚越悠太・大渡恵理奈・杉島優輝

【現状調査の結果】
　新鶴団地 11 号棟 501 号室と松ヶ丘団地 11 号棟

201 号室からわかったことは、①収納スペースのド

アが大きく、通路を塞いでしまう。②トイレ風呂、洗

面所に行く際の段差が大きい。風呂場に手すりがない、

③ベランダに出る際の段差、④キッチンの吊り棚の高

さ、⑤部屋と部屋の敷居の段差、⑥トイレの入り口の

狭さ、ドアノブがレバータイプでない、ことである。

【調査結果から導きだされた課題】
　①ドアを引き戸または観音開きに変える。②風呂周

りの段差をなくす。③ベランダの窓の下の段差をなく

し、窓を取り付ける。④スイングダウンウォールなど

の可動式吊り棚に変える。⑤床の敷居をなくす。⑥ト

イレのドアを拡大。ドアノブをレバータイプに変更す

る、などである。

【川鶴地域活性化に対する提案】
　川鶴地域は駅や学校から結構距離があることから、

学生や 20 代を対象するよりは、子供や高齢者にとっ

て使いやすい住居にすることが入居率のアップにつな

がるだろう。団地には様々な間取りがあることから、

よりバリアフリーを強化した住宅、見た目や使い勝手

重視、若年層向けなどと、様々なタイプの住居に変え

ることも良いかもしれない。

【提案の実現に向けての課題】
　様々な改善点が発見できても、改修（リフォーム）

には莫大なお金がかかることだろう。しかしエイジフ

リーになった住宅を PR することで、新しく入居者を

獲得できれば、年を重ねて生活スタイルが変わっても

住み続けてくれるのではないだろうか。
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テーマ 3：商店街活性化
1 班

かわつる商店街の情報戦略

【メンバー】
リーダー：滑川絵梨香

書記：荻野千尋

班員：佐々木恵美・宇田川雅世・荻島久実

【かわつる商店街の現状評価】
　かわつる商店街を調査して感じた問題点を４つあげ

て、その改善点を述べている他に、私たちの班の調査

の進め方、またこの後に続く 3 枚のスライドについ

ての意向を示しています。写真を取り入れることで、

実際にかわつる商店街に行ったことがない方にも問題

点がわかりやすく伝えられるように工夫しました。

【商店街ホームページの具体的な例】
　かわつる商店街に関する情報が載ったネット上の

ページが、物件と併用したものしかなかったため、商

店街専用のホームページを作ることを提案した。ペー

ジ内には具体的な店の情報やクーポンなどを載せ、見

た人が実際に来たくなるように、川鶴商店街独自の魅

力を紹介する。また、『商店街』という名前自体を変

えて、（かわつるプラザなど）商店街だから大きいの

だろうという先入観をなくすという案も出た。

【アンケート結果を踏まえたイベントの提案】
　かわつる商店街で街頭アンケートを行った結果をグ

ラフにまとめました。質問内容は「かわつる商店街が

実施するイベントがあったら参加したいですか」とい

うものと、「この 1 年間にかわつる地区で行われたイ

ベントに参加しました」という質問です。アンケート

結果から今後どのようなイベントを増やせば来場者が

増えるかを考えました。

【地域活性化のための広告の例】
　商店街の利用率を上げるために広告を作成した場合

の例を挙げた。まず、チラシの種類としては、①地域

の行事など人が集まるような話題性のあるものを取り

上げるチラシ②商店街の地域密着型の話題に富んだチ

ラシの２種類とした。①は商店街周辺の住民以外にも

来てもらおうということで作成した。②は主に周辺住

民を対象としている。



− 16 −

テーマ 3：商店街活性化
3 班「3」

地域活性化のためのふれあいフェスタ

【メンバー】 
リーダー：近藤恵 

サブリーダー：古川万菜香 

メンバー：青田はるか・伊藤香菜・高橋沙織

【現状調査の結果】
　近辺にスーパー・ドラッグストアがあるためか、商

店街はあまり繁栄していないように思え、活気がいま

ひとつであった。アンケート調査の結果から買い物は

一カ所で済ませたいと考えている方が多く、何でも揃

えることのできるスーパー・ドラッグストアを利用

してしまう傾向があるようである。また、5 月 9 日～

14 日にコミュニティカフェを実施し、参加者には好

評ではあったが、コミュニティカフェ自体を知らない

方も多かった。

【調査結果から導きだされた課題と川鶴地域活性化に
対する提案】
　商店街を活性化させるためには、イベントの宣伝方

法の見直しが必要であると考える。また、実施してほ

しいイベント・行事として、“ふれあい行事”、“ビアガー

デン”、“フリーマケット”、商店街にほしい店舗・サー

ビスとして、“お弁当・お惣菜”、“コンビニ”、“カフェ”

という声があった。私達の班はその中で、高齢者と子

供が一緒に楽しむことのできるふれあいフェスタを実

施することを提案した。地震の影響などから高齢者の

方は不安に感じていることも多く、子供達と遊ぶこと

が生きがいになるのではないかと思う。商店街の中で、

異世代の人と触れ合い、活動することが、商店街を活

性化するという結果に繋がるのではないか。また、環

境的な面を考慮して、遊び道具は環境に配慮した牛乳

パックなどを使用する。

【提案の実現に向けての課題】
　宣伝方法として、対象となる年齢層が幅広いので、

それぞれの年代に注目されるようにデザインと場所を

考慮し、大人向け・子供向けの２種類のポスターを作

成する。
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テーマ 3：商店街活性化
4 班「BEAMS」

かわつるの現状・今後

【メンバー】
リーダー：星山晴奈

サブリーダー：藤田沙紀

メンバー：田中未来・松島みきな・森田彩香

【現状調査の結果】
　今回、かわつる地域を調査してみて気になった点は、

閉鎖店舗が商店街を廃れた雰囲気にさせていて、若い

年齢の人たちの利用が少なく賑やかさがなかった。住

民とのコミュニケーションが取れていないのも感じ

た。インパクトが少ないのでは？商店街の良い事を言

えば、パン屋が人気であることが見受けられた。店舗

の外壁も赤であり、それだけて賑やかさを感じるつく

りになっている。

【現状調査の結果から導きだされた課題】
　現状の調査結果を踏まえ、閉鎖店舗をどれくらい有

効活用できるのか、そして住民の関心を商店街へ向け

るためにはどうすれば良いのかを考える必要がある。

暗い・地味といった商店街の雰囲気をどう改善してい

くのかが課題となるのだ。

【川鶴地域活性化に対する提案】
　フリーマーケットの開催やカフェの運営を考える。

さらには、今回の事からキャラクターを作成したのだ

が、他にもマスコットを公募するのも良い。そして空

き店舗の有効活用を考えなければならないのである。

【提案の実現に向けての課題】
　フリーマーケットを開催するのは良いが、フリー

マーケットは商店街の活性化に繋がらないという見解

もある。しかし今の川鶴の現状を考えればフリーマー

ケット解消法の案は良いであろう。そして住民の声を

さらに聞き、マスコットの公募は商店街だけでは難し

いので、市や市民団体に協力してもらう必要がある。

地域の人々の協力が必要であることが全てを通して言

えるのだ。
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テーマ 3：商店街活性化
6 班「第 6 班」

かわつる商店街から医療街へ

【メンバー】
リーダー：山下卓也

サブリーダー：笹川裕馬

メンバー：本間康仁・野辺大宣・篠原一基

【現状調査の結果】
　川鶴商店街及びその周辺を調査した結果、主に以下の

3 点のことが分かった。1 点目は、交通量の多い道路に

対して店舗の裏側を見せてしまっていることと駐車場が

狭いということだ。2 点目は、商店街は駅から遠く離れ

ており多くの客を呼び込みにくくなっている。3 点目は

商店街の近隣には大型スーパーとドラックストアがある

ため、商店は営業が難しいと考えられることだ。

【調査結果から導きだされた課題】
　調査結果から導き出された課題は 2 点だ。1 点目は商

店街のアピールをどう行っていくかだ。現状のままだと

商店街を利用しない客がこの駐車場を利用したり、商店

街そのものの存在を知ってもらえないままになるといっ

た問題が発生する。2 点目はどのようにして新たなる客

層の開拓を行うかだ。現在商店街には規模の大きい競合

店が近隣にあり、値下げ競争をする競争力が商店街には

ない。よって、競合することがなく近隣には無い『もの』・

『店』・『施設』で人を呼び込む必要がある。

【川鶴地域活性化に対する提案】
　上記の課題に対する提案として、私達が考えたのは商

店街を医療街（複数のクリニックや病院が集合している

複合施設）に変えることである。理由は 2 つある。1 つ

はメディアなどに取り上げてもらうことによって、話題

性が生まれるのではないかと考えたからだ。2 つ目は高

齢者が多く、高齢化が進んでいる川鶴団地は今後医療の

需要が高まると考え、尚且つ団地から近いことにより団

地住民が気軽に立ち寄ることができ、通院の際も距離が

近く負担が少ないということだ。

【提案の実現に向けての課題】
　医療街にする上での課題は大量にあるが、大きな課題

は今ある店舗が立ち退く場合、現存する店舗への対処と

資金調達である。この 2 つの問題が解決することが出

来れば、商店街から医療街へ変化させることが可能にな

るかもしれない。
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テーマ 3：商店街活性化
8 班「eight」

未来を見据えた活性化を

【メンバー】 
リーダー：井浦駿

サブリーダー：宮岡佑多

メンバー：足助豊・鈴木正臣・宮島康輔

【現状調査の結果】
　街頭アンケートの結果、多くの住民が川鶴商店街に

不満を募らせている結果となった。その内容としては、

立地条件の悪さ・商店街の品揃えの悪さ・商品価格の

高さなどが理由として挙げられる。また、商店街の周

囲に住む住民は、商店街に不満を抱いているのと同時

に、住民同士のコミュニケーションがあまり良くない

という点も難点と言える。

【調査結果から導きだされた課題】
　まず、商店街活性化の視点からみた今後の課題は、

若年層の周知及び集客だ。今回の調査では年配の方が

目立ち、街に活気が見られなかった。このためには、

コンビニエンスストアなど若者を意識した店舗の出店

や子育て支援の場などが必要だ。また、地域住民の視

点からみた今後の課題は、バリアフリーなどの高齢者

向けの設備やふれあいの場の提供だ。

【川鶴地域活性化に対する提案】
　まず、商店街を活性化させるためには、個性的なネー

ミングが必要だ。耳から離れず、老若男女に受け入れ

られるそんなネーミングを作ることが第一歩だ。それ

に加え、商店街の「ウリ」を作ることも大切だ。特産

品やおいしい、新鮮、安全など、他の町にはない自信

を持った「ウリ」が必要だ。商店街に来てもらうため

に、他との差別化を図ることが重要だ。

【提案の実現に向けての課題】
　安全、快適な商業環境づくりやバリアフリー化を進

め、防犯活動や祭り・イベント等の活動を通じて、周

辺自治会・町内会、市民活動団体などとの連携を積極

的に推進することが必要である。また、同時にユビキ

タス商店街（商店街全体をネットワーク化、様々な情

報を得られるようにする）への動きを活性化すること

で、未来へ向けて良い方向性へと導く結果になるので

はないだろうか。
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テーマ 3：商店街活性化
12 班

子供と主婦層をターゲットにした商店街

【メンバー】 
リーダー：小林咲斗

サブリーダー：星野貴裕

メンバー：佐藤大海・小林遼太郎・長岡恭平

【現状調査の結果】  
　かわつる商店街及びその周辺を調査した結果主に以

下の３つのことがわかった。１つはメイン道路側から

のかわつる商店街の存在感が薄いということ。２つ目

は上記に加えて商店街の入り口、看板が見つけにくく、

わかりにくいということ。３つ目は商店街の通りは小

学生達の通学路にも使われているということである。

【調査結果から導きだされた課題】
　調査結果から入り口の看板を大きく見やすくしさら

にそこに書かれる文字情報も初めて来た人に一瞬で把

握できるような内容に変える。次に小学生達の通学路

にも使われていることからその小学生をいかに利用し

て商店街に活気、賑わいをもたせるかが課題となる。

【川鶴地域活性化に対する提案】  
　活性化に対する提案として、かわつる商店街の雰囲

気づくり（主に入り口、看板の工夫）と通行人をただ

の通行人にするのではなく客として迎えるための出し

物（雑貨屋、駄菓子屋、ミニシアターなど）を用意す

るが挙げられる。

【提案の実現に向けての課題】  
　提案の最大の課題は私たちだけでは少しも実現でき

ないということである。それは空き店舗に子供向けの

店を開くといってもそれを管理する人、経営する人、

働く人が必要不可欠だからである。私たちの提案を実

現させるには金銭面でも時間が足りないので出来れば

団地ぐるみでお店を出せれば一番である。最大の課題

は人の和をいかに広げることができるかである。
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テーマ 3：商店街活性化
13 班

ライフサポートかわつる商店街

【メンバー】
リーダー：岩間弘晃

サブリーダー：井上誠也

班員：山中翔太・永野真悟・島田真

【成果の概要】
　今回川鶴商店街の活性化についてアンケート調査や、UR の方のお

話などを聴いた上で現在の川鶴商店街の実情は、

１.　エコス、ウェルパークというスーパーやドラッグストアといっ

た中大型の商業施設の利用のための来客がほとんどである。

２.　その他の利用者は、金融機関や郵便局、医療機関の利用しか

ほぼ行われていない。

という二点が大きいことが分かった。

　さらに、商店街から少し離れた所には、コンビニや大手ドラッグス

トア（マツモトキヨシ）があり、これらの存在も商店街の利用率低下

につながっているものと考えられる。

　そこで我々は、この状況を解決、改善していくために、以下の２点

の解決策を提案したい。

１. コンビニやスーパーなどとの差別化を図るために、福引などの

イベントを実施する。

２. 新しい機能を追求する。

　まず１つ目に挙げた差別化することの理由だが、これから先商店街

の利用者数を増やしていくためには、近隣のスーパーやコンビニの商

圏との間にある区画の客層の取り込みが、商店街の活性化への第一の

ポイントだと我々は考えた。そこで重要になってくるのが、付加価値

である。

　日用品の買い物は近いコンビニでいい、と顧客に思われたら勝ち目

は薄いので、客に「このような特典があるから、商店街を利用したい」

と思ってもらう、そのために行うのが、福引などのイベントである。

このほかにも、ポイントカード制を取り入れたりと、様々な付加価値

をつけることによって、集客を狙っていくということである。

　次に２つ目に挙げた新しい機能についてだが、我々が考えた新しい

機能 Aとは、「訪問介護及びケータリングサービス」である。これは、

団地内に複数存在する普段あまり進んで買い物や外出のできない独居

老人宅などに、ホームヘルピングサービスと食事の配達を行うもので、

地域コミュニティーに参加できなかった人に、その機会を与えたりと

地域コミュニティーの活性化にもつながるものである。

　以上のような解決策を今回我々は提案する。
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テーマ 3：商店街活性化
15 班

活気の街づくり計画

【メンバー】 
リーダー：半田侑輝

サブリーダー：戸田貴大

メンバー：熊谷涼介・小野彰浩・竹本匡秀

	

【現地調査の結果】
	川鶴商店街は、付近に川鶴団地が隣接していて立地条件としては悪くはない。

しかし、近くに某大型スーパーがあること、店舗数が少なく、交通の便も良

くないことが商店街利用者数の減少につながっていると思われる。利用者の

減少にともない空き店舗が増えて商店街が衰退するという悪循環に陥ってい

る。付近に川鶴団地があるため家族世帯向けに弁当屋やレストラン、カフェ

があれば利用者はもっと増えるのではないだろうか。現状は中華料理屋とパ

ン屋の２軒しかないという状況である。

商店街活性化のために商店街内の店が協力して春のキャンペーンや夏のサ

マーセールを開催するなどして、地域住民に利用してもらうという工夫が必

要である。また商店街独自の商品を売り出すことで利用者も増えるのではな

いだろうかと考えた。

【調査結果から導き出された課題】
　川鶴商店街の課題点と考えるのは、品揃えが少ないこと、値段が高いこと、

特有の魅力がお店にも品物にもない、営業時間が短いということである。現

状はわざわざ商店街に足を運ぶほどの魅了がないのではないかと思われる。	

商店街の中にはコインランドリーや八百屋、銀行等はすでにあるが、コンビ

ニや書店、文房具屋などがあればいいという意見があった。また主婦の人た

ちの意見はコーヒーショップのような気軽に訪れやすい店や、和食などのレ

ストランなど食事ができる店があってほしいというものが多かった。

【川鶴地域活性化に対する提案】
　商店街で夏には夏祭りの実施、季節ごとにセールを実施することで利用者

を増やし活性化につなげる。入口をもっと明るい雰囲気が伝わるように整備

する必要がある。次に商店街を訪れる人の中には原付やバイク利用者もいる

が、現在の駐輪・駐車場の現状は自転車等が乱雑に停められているので、ス

ペースを確保する必要がある。また商店街内の原付・バイクの通行禁止の徹底、

トイレやゴミ箱の設置も快適な環境づくりには不可欠である。また商店街の

各店舗が協力して積極的にイベントの開催をするのも効果的であると考える。

【提案の実現に向けての課題】
　今現在行われているセール等のイベントは自治体が主に活動し、商店街の

店舗との連携ができていないようであので、これからは両者が定期的に話し

合いをする機会を設け商店街活性化のために協力していくべきであると考え

る。自治体と店舗が協力して企画・運営していくことで今より商店街の活性

化が見込めるのではないか。
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テーマ 3：商店街活性化
18 班

若年層を引き込む店舗・情報提供・イベント
	

【メンバー】
リーダー：近藤高弘

サブリーダー：加藤真行

メンバー：山谷雄平・木村達哉・関口卓弥

	

【現状調査の結果】
　かわつる商店街は、かわつるグリーンタウン松ヶ

丘、新鶴の間にあり、その地区の中心といえる位置に

ある。そして、歩行者専用道路を挟んだ空間に商店街

は存在する。その為、子供やお年寄りの安全がかなり

の水準で確保されている。しかし、交通量の多い道路

に対して店舗の裏側を見せてしまっている。それと同

時に、商店街が面している道路から商店街の中の様子

があまり分からず、新規の客がなかなか増えていかな

いといった問題を抱えている。

【調査結果から導きだされた課題】
　調査結果から、新規の客をどのように増やすかが重

要であると考える。現状では、かわつる商店街に並ぶ

お店は夜 8時に閉まってしまう店が多く、若者が利

用するお店が少ない。興味あるイベントがあれば参加

したいと考える人が多いが、参加できるイベントが少

ない。といったような課題がある。

【川鶴地域活性化に対する提案】
　商店街を普段から利用しない人にとっては商店街に

どのような店があり、どのようなイベントが開かれて

いるのかが分かりづらい。その為、広く情報を発信す

るべきである。例えば Twitter を用いることにより、

情報の更新をリアルタイムで発信し、そして確認して

もらうことができる。その他にも、顧客とのコミュニ

ケーションを容易に行うことができるといった点で

Twitter は優れている。イベントの活性化も直接商店

街の活性化に繋がる。今後は、季節にあった行事を行っ

てみてはよいのではないかと考える。

【提案の実現に向けての課題】
　提案の実現には、まだまだ具体性が足りないと考え

る。どれぐらいの人がどれぐらいの時間をかけて提案

の実現に向けて動くことができるかが一番の課題であ

る。今のままでは机上の空論に過ぎず、これからより

内容を充実させていくことが必要となる。



− 24 −

テーマ 3：商店街活性化
19 班「チームいとうさん」

川鶴商店街の活性化のための空き店舗の提案

【メンバー】
リーダー：武田幸枝 

サブリーダー：佐藤瑞希

メンバー：伊藤瞳・蔀玲奈・中本香織

【現状調査の結果】
　商店街側に話を伺ったところ、各店とも集客がうまくいかないためなかな

か経営状態は厳しいとのこと。店側としてもこの商店街自体の雰囲気が暗く・

地味であると感じ取っている。利用者側としては店舗数が少ない商店街より

も、用がすべて足せるとのことから近隣のエコスやウェルパークを利用する

ほうが圧倒的に多いとのことだった。

【調査結果から導きだされた課題】
　商店街が商店街として機能するためには、まず人が多く集まること。その

ためには川鶴地区の住民のニーズに答えたお店や、話題性があるお店が存在

しなくてはいけない。そこで利用者側は肉屋やコンビニなどのお店の要望が

多いこと、高齢者が非常に多くみられたことから、現在の空き店舗はお弁当

屋さんや宅配サービス、さらには被災者受け入れなどといった需要の多い店

舗にする必要がある。

【川鶴地域活性化に対する提案】
・一番要望の多かったお弁当屋と高齢者が多いことから需要が見込まれる宅配

サービス、さらには若い人をもっと増やしたいという商店街側からの要望で

主婦をターゲットにした毎週土曜日に料理教室といった３つのサービスを全

て行う店舗。

・団欒の場所、キッズルーム、会議スペースなどの多目的なフリーのコミュニ

ティスペースとしての店舗。（これは既に自治体の会議スペースなどとして団

地内にある、利用料金を取ることの難しさ・経営的な面からみると厳しい。）

・被災者支援を目的で、店舗販売を行っていた被災者がこの空き店舗で以前同

様のお店を商ってもらったり、アンテナショップやなどといった代理販売。（こ

れは、一時的な話題性はあっても長期的に集客は見込めない事などから厳し

い。）

・その他にもたくさんの案が出たが、長期的な集客や経営面からとどれも厳し

いとなった。

【提案の実現に向けての課題】
　以上のことより活性化のための空き店舗に最適なのは、（お弁当・宅配・料

理教室）屋である。お弁当屋としては平日週５日、宅配サービスとしては、

商店街全体の活性化のためこの店舗のみならず商店街内の店舗で購入・利用

したものなら全て配達可とする。

　課題としては、内装をどうするか・従業員の確保・メニューの考案・最適

価格の調査や集客に向けての工夫など実店舗化のための問題である。
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テーマ 3：商店街活性化
20 班「20」

商店街と近隣住民とのコミュニケーション

【メンバー】 
リーダー：荻原瑞季

サブリーダー：高橋由佳

メンバー：荒川美和子・浮田真珠・笹島寿恵

【現状調査の結果】
　かわつる商店街の店舗利用状況を見てみると、シャッターが閉

まった店が２軒あり空き店舗となっている。また、利用客も少な

く活気がない。川鶴地区のイベント参加に関するヒアリング調査

を行ったところ、イベントに参加したことがない人たちの理由に

「イベントの内容に興味がなかった」「自分から人の輪に飛び込ん

でいけない」「子供が居ないから」という意見があった。

【調査結果から導きだされた課題】
　近隣住人とのコミュニケーションが上手くいっていない人や、

自分から人の輪に飛び込めないことや子どもが居ないことを理由

にイベントに参加しにくい人がいるので、コミュニケーションを

活発にし、おひとり様や子どもから年配の方まで参加できるよう

なイベントを考える。他には、フリーマーケットの出品において

煩わしい手続きを避けるなどして参加者に負担がかからないよう

に考慮する。なお、参加希望者の都合を配慮するために早めに宣

伝を行なう。	結論として、地域の方が喜んで参加できて地域活性

化につながるようなイベントの企画と、人を集められるような空

き店舗の利用の方法を考える。

【川鶴地域活性化に対する提案】
　せっかく公園や学校があり、さらに自然がある所であるので外

に出て楽しめるようなイベントをやる。フリマ以外にも季節ごと

に誰でも楽しめるイベントを開催する。子供達が喜びそうなイベ

ントでまず子供たちに浸透させ、大人になった子供達がまたイベ

ントを開催するといった長い目で見て行えば、すぐに地域の発展

に繋がるわけではないが、確実に発展はしていくと考える。	

【提案の実現に向けての課題】
　商店街において、季節ごとのイベントやフリーマーケットを開

催したり、近隣住民が必要とする店舗を空き店舗に期間限定で復

活させたりすることで、多くの人を集めてコミュニケーションを

活発にし、地域活性化につなげられるであろう。しかし、フリー

マーケットで得る資金だけでは、住民が商店街を安心で安全に利

用できるような管理や運営をすることは難しい。故に、資金と支

援者の確保が課題であると考える。


