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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：小瀬博之教授・武市三智子准教授

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】
　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。

【対象地域と課題】
　霞北地区は 1960 年代，川鶴地区は 1980 年代に開

発され，ともに高齢化，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

ている。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

れている。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，地域活性化の道筋をつけ，さらに大学の継続的な

川鶴・霞北地域活性化プロジェクト」について
平成 24 年度-総合情報プラクティス V（環境情報系）

関わりのために，次の代に引き継ぐための報告をまと

めることが履修学生の役目である。

　2011 年度から取り組んでいる川鶴地区地域活性化

プロジェクトでは，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

生ルームシェアの検討，( 株 ) 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（広報川越2012年3月10日号参照），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，その他，地域の魅力を高めるさまざまな動きが出

ている。

　今年度から取り組む霞北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，

今年度からプロジェクトを学生と一緒に実施していこ

うとしている。

　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る。次に住民や来訪

者の意識・行動を把握するアンケートを共同で作成し

て実施する。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，現地報告会で春学期の成果を報告する。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

書をまとめる。

【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 9 日）ガイダンス：演習の進め方の説明、

グループ分け、情報共有システムの構築，アイス

ブレイキング 

第 2 回（4 月 16 日）霞北（かほく）地区の現地見

学
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第 3 回（4 月 23 日）川鶴（かわつる）地区の現地

見学

第 4 回（4 月 30 日）実地調査の確認、テーマの検

討と決定、実施計画書の作成	

第 5 回（5 月 7 日）調査項目（アンケート、踏査、

ヒアリング等）の作成・まとめ

第 6 回（5 月 14 日）現地調査（アンケート、踏査、

ヒアリング等）の実施

第 7 回（5 月 21 日）調査結果のまとめ，中間報告

会プレゼンテーション資料の作成第 8 回（6 月 6

日）中間報告会（発表、とりまとめ）

第 8回（5月 28日）中間報告会

第 9回（6月 4日）実施計画の作成

課外（6月 10日）霞ヶ関北活性化懇談会

第 10 回（6 月 11 日 ）- 第 15 回（7 月 23 日 ）実

地での活動または演習室での制作

課外（7 月 28 日）川鶴地区成果報告会（南町連合

夏祭り会場）

課外（7 月 29 日）霞ヶ関北地区成果報告会（霞ヶ

関北公民館）

4. 指導方法・評価方法など

【指導方法】
　1グループ 5人程度で複数のグループを編成し、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。授業時間外の事前・事後の学習として、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.	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及び自己採点

（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

図 -1　「川鶴・霞北地域活性化プロジェクト」Wiki ページ（Webを用いた報告書の共同作成のためのプラットフォーム）
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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「川鶴地域活性化プロ

ジェクト」Web ページ及びWiki（図 -1）を作成し、

実地調査やアンケートの結果の掲載、成果報告書の作

成と掲載、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。

Blog「川鶴・霞北地域活性化プロジェクト 2012」

h t t p : / / t e a m - 6 . e n g . t o y o . a c . j p / e n v i n f o /

practice5-6_2012/	

Wiki「川鶴・霞北地域活性化プロジェクトWiki」

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

6. 演習風景
　
　第 2 回（4 月 16 日）霞北（かほく）地区の現地見学（図

-2・図 -3）

第 3回（4月 23 日）川鶴（かわつる）地区の現地

見学（図 -4・図 -5）

第 6回（5月 14日）現地調査（アンケート、踏査、

ヒアリング等）の実施（図 -6 〜図 -9）

第 8回（5月 28日）中間報告会（図 -10）

課外（6月 10日）霞ヶ関北活性化懇談会（図 -11・

図 -12）

課外（7月 28 日）川鶴地区成果報告会（南町連合

夏祭り会場）（図 -13・図 -14）

課外（7月 29 日）霞ヶ関北地区成果報告会（霞ヶ

関北公民館）（図 -15・図 -16）

図 -3　霞ヶ関北地区の現地見学（4月 16 日）

図 -2　霞ヶ関北地区の現地見学（4月 16 日）

図 -4　川鶴地区の現地見学（4月 23 日）

図 -5　川鶴地区の現地見学（4月 23 日）

図 -6　霞ヶ関北地区でのアンケート調査（5月 14 日）
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図 -7　霞ヶ関北地区でのアンケート調査（5月 14 日）

図 -10　中間報告会（5月 28 日）

図 -12　霞ヶ関北活性化懇談会（6月 10 日）

図 -12　霞ヶ関北活性化懇談会（6月 10 日）

図 -8　霞ヶ関北地区でのアンケート調査（5月 14 日）

図 -9　霞ヶ関北地区でのアンケート調査（5月 14 日）

図 -13　川鶴地区成果報告会（南町連合夏祭り、7月 28 日）

図 -14　川鶴地区成果報告会（南町連合夏祭り、7月 28 日）

図 -15　霞ヶ関北地区成果報告会（7月 29 日）

図 -16　霞ヶ関北地区成果報告会（7月 29 日）
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春学期成果報告
川鶴地区
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取組地区：川鶴地区
取組テーマ：住宅問題
2班

高齢者が暮らしやすい
バリアフリーのDIY 住宅の提案

【メンバー】
リーダー：星野航輝

班員：梅原光平・岡田岳海

【活動の目的】
　どのようにすれば団地内を活性化できるのか、どの

ようにすれば団地内に人を呼び寄せることができるの

か、高齢化が進んだ団地内で設置可能なバリアフリー

を提案し、どのようなバリアフリーを設置するかを考

え、より良い住環境にするにはどうすればいいのかを

考えてみる。

【活動の目標】
　団地内で設置可能なバリアフリーを施設を調査し

て、DIY 住宅の利点を追及する。それらの調査結果を

もとにして団地の住環境をより良いものにして、団地

内を活性化させる案を出す。

【現状調査の結果】
　『コミュニティカフェひだまり』での、住環境に関

しての何か意見があるのかヒアリング調査をしてみた

結果、家の中の段差が気になり将来足が不自由になっ

た時は不安だという声が多かった。これに関してはス

ロープを設置する、あるいは段差そのものを取り除く

という DIY 住宅ならではの対処法などがあった。	　

もう一つは赤ちゃんなどに危険の及ばないような住宅

がほしいという声もあり、いたずらで感電しないよう

なコンセントなどが必要だと言っていた。

【調査結果から導き出された課題】
　UR 都市機構や、団地の住居者に話を聞くと、団地

内の高齢化が進みつつあり、現在住んでいる住環境に

関して不満と不安の声が多々あった。団地内のバリア

フリーが徐々に設置され、増えつつあるが、自分の好

きなように室内を変えられる DIY 住宅や、高齢者の

ためにベランダにエレベータが設置されている住宅、

ペット共生施設があるが、団地内では部屋数が限られ

ており、決して多くはないということだった。これら

を多くするためには、資金や新しく住む人も必要とい

うことであるということだった。

【地域活性化に対する提案】
　団地内でバリアフリーが徐々に増えつつあるので、

もっと増やせばいいのではないか。ルームシェアも

行っているということなので、周辺大学の学生のため

に広告を出してみて、住人を増やし、DIY 住宅も団地

内を活性化できる要因の一つであり、好きなように室

内を変えることができるという利点を前面にして、大

いに宣伝するべきである。団地内の集会所で、育児の

ためのサークルが開かれ、高齢者が週に何度か集まっ

たりしているというので、住人のコミュニケーション

活動をもっと増やすべきではないかと思う。たとえば、

近所にある商店街と協力して小規模な祭を開いたり、

団地内の子供たちを集めて何かスポーツ大会のような

ものを開いたりして、団地内で盛り上がる活動を用意

するべきではないかと思う。

【提案の実現に向けての課題】
　住人を増やすためには、周辺大学に住居のカタログ

を送ったり、DIY 住宅の利点を前面に押し出した広告

を作る宣伝活動が重要である。住みよい住環境につい

て住人達にアンケートをして、その結果を考慮した部

屋を作ってみる。住人のコミュニケーション活動を広

くするためにも宣伝活動が重要で、どの日に、どの時

間に、どのような活動をするのかを事細かに載せた広

告を作って、住人達に配る。
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リビング・ダイニング まとめ

キッチン キッチン　浴室・トイレ施工例

リビング・玄関施工例

玄関・廊下

浴室・トイレ

高齢者にとってのDIY 住宅
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【地域活性化に対する提案】
・南町地区の夏祭り開催への協力。

【提案の実現に向けての課題】
・自治会長さんや地域の方の話を聞き、今までの夏祭

りについて知る。

・調査したことを基に自分たちが夏祭りでできること

を考える。

・必要に応じて機材の調査調達や団体などへのコンタ

クトを取る。

取組地区：川鶴地区
取組テーマ：コミュニティの活性化
8班　manny

団地活性化のために
～大学生主体のイベント企画～

【メンバー】
リーダー：眞庭瑞紀

サブリーダー：上地百華

班員：島田友子・小笠原実穂

【目的】
　住民同士の交流、また、住民と東洋大生の交流の場

を作る。

【目標】
　大学生主体のイベントを計画し、SNS を利用して宣

伝することにより団地の活性化を図る。

【現状調査の結果】
・高齢者向けのイベント（社交ダンスやおしゃべりの

会など）を民生委員や公民館で開催しているので利用

者の年齢層は高い。

・児童館ではサークル等と協力し小学生向けに夏休み

のイベントを開催している。

・地域の安全のために住民が協力し合い防犯パトロー

ルを実施している。（年 30回ぐらい）

・公民館を通してサークルの初心者教室を開くことで、

引っ越してきたばかりの人などに交流の場を提供す

る。

・川鶴商店街の総菜屋や肉屋が閉店したため商店街の

客足が遠のいている。（勤めている人が多いので勤め

先の近くで買い物を済ませてしまう人が多いのも要因

の一つ）

【調査結果から導き出された課題】
・子供が小さく、働きにいけないお母さんたちのため

の場所作り。

・川鶴商店街の客不足の解消。

・公民館へ行くことが困難な高齢者のためのサービス

作り（送迎など）。

・いざというとき助け合えるように、子供と高齢者が

つながるように、地域の顔がみえるように、" つなが

り " 作りを心がける。
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調査結果 今後の活動

実施場所 実行委員会

夏祭り概要

今後の活動

調査内容

はじめに
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・野菜畑を抽選で 39世帯に提供。

・様々な住居スタイルがある。→ DIY 住宅（部屋の内

装を好きに変えることができる。）

・大学と連携してルームシェアの提供。

・年齢層高め。なので、福祉設備が大切。しかし、予

算などの都合から今後、エレベーターの増設予定なし。

・空き部屋を商業施設として活用することは難しい。

・夏祭りなど、学生と協力して、住民主体のイベント

を開いてくれることが望ましい。

【調査結果から導き出された課題】
・商業施設としてではなく、空き部屋の活用。

・住民の高齢化。

・近隣へのアクセスやお店の不足。

・若者少ない。なので、活性化につながらない。

・会話したり休んだりする場所がない。

【地域活性化に対する提案】
・プランターなどを作ったりして緑化。

・空き部屋をルームシェアーとして活用。

・東洋大学の生協連携して学生のルームシェアー推奨。

・月 1回バザーや夏祭りなどのイベントを開催。

【提案の実現に向けての課題】
・自治会や住民との連携。

・予算。

取組地区：川鶴地区
取組テーマ：住環境の向上
11班　オルフェーヴル

かわつるグリーンタウン活性化企画
～入居者を増やすため空き部屋に対する提案～

【メンバー】
リーダー：金沢友樹

サブリーダー：畑勇希

班員：矢島和広・増尾和成

【目的】
・UR 住宅の空き部屋を減らして活気のある地域住宅

環境をつくる。

【目標】
・住宅環境を整えて幅広い年齢層が暮らしやすい街づ

くり。

【現状調査の結果】
＜自治会での話を聞いた結果＞
・自治会では毎週何かの行事を開催している。だが、

高齢化で来れる人が激減。

・近隣の商店街の店舗数の激減。そのことにより、生

活習慣が変わったり、住民同士のコミュニケーション

激減。

・坂道が多く大型スーパーまでの道のりが大変。

・UR が畑栽培などを計画中。そのことで、空き部屋

が減ると思う。

＜かわつる商店街へのインタビュー結果（代表例）＞
・30 代女性：週２・３回の利用：子供の送り迎え：

本屋や子供用品を取り扱う店がほしい

・30 代男性：休日に利用：パン屋に買い物：生活用

品を取り扱う店がほしい

・60 代女性（子供連れ）：週１回程度の利用：病院：

雨が降っても休憩できる場所

・60代男性：週２，３回の利用：買い物：店の数を増

やしてほしい

・かわつる商店街の通行人量（14:00~14:20）

20~30 代女性：５人	20~30 代男性：１人	40~50 代

女性：８人	40~50 代男性：３人	60 代以上女性：８

人	60 代以上男性：７人

<UR の人から話を聞いた結果>
・お茶飲み会や子育て支援会などを実施。
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かわつるUR住宅への提案〜その 2-商業施設の誘致〜 今後の活動

かわつるUR住宅への提案〜その 1-老人ホームとして活用〜 調査を踏まえての提案〜イベント〜

調査を踏まえての提案〜学生のルームシェア〜

提案に対しての調査結果

かわつるUR住宅の現状評価〜その 2〜

かわつるUR住宅の現状評価〜その 1〜
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春学期成果報告
霞ヶ関北地区
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に立ってやってくれているため。」というような好感

的な意見があった一方で、「やる気のある店、ない店

の差が感じられる」、「若い人の考え方と、年配者の考

えにズレがある」といった不満の声もあった。

【調査結果から導き出された課題】
・地域外からの集客。商店街の先に大型の複合商業施

設が設立させられれば、休日に商店街を通る人が増え、

お客さんは入らないとしても、町は活性化され、若い

世代が周辺に入居するきっかけになる。

・安全な交通の整備（信号の設置）。

・営業時間の問題で、会社帰りなど遅くになるとエコ

スの利用が増えてしまう。

・似た店舗が離れているため、回るのが大変である。

ジャンルごとに分けたい。

・商店街の商品の安さをチラシでアピールしたい。

【地域活性化に対する提案】
・商店街の先に大型の複合商業施設を建てる。

・新規の顧客の獲得。

・活気を出すために、スピーカの有効利用及び呼び込

み君の使用

・折込をチラシを利用した、広告の配布　製作費（表

面カラー裏面モノクロ）2000 部で 27,930 円　折込

費 1枚あたり 3.5 円

・各商店主が頑張って声を出す。

・静岡の浜松市の浜松まちなか商業者委員会が商業施

設と合同でチラシの作成、抽選会を実施

【提案の実現に向けての課題】
・この地域に参入してくる大型複合商業施設があるの

か。

・それに伴う土地の確保や、地域住民の理解。集客は

見込めるのか。

・スピーカーの音量を上げることが可能か。スピーカー

でセールの情報を流せるのか。

・呼び込み君の設置価格。１台２万円程度

・折込チラシを利用した場合の、制作費や折込費はど

のくらいか

・年齢的な問題でそれは可能なのか。

取組地区：霞ヶ関北地区
取組テーマ：商店街活性化・行政との協働
1班　Matsuoka's

大型複合商業施設との連携

【メンバー】
リーダー：松岡大輝

サブリーダー：志賀敦

班員：鈴木裕人

【目的】
・角栄商店街の集客率、また商店街内売上の向上。及

び活性化に伴う防犯上の強化。

・商店街に活気を出す。

・長い目で見た商店街の活性化

【目標】
・大型複合商業施設の参入（御伊勢塚公園、フットサ

ル場に）

・無告知のイベントを毎日行うようにする。（○○が

３割引きなど）

・「呼び込み君」の使用

・商店街にスピーカを有効活用する。また、タイムセー

ル情報などをそこから発信

・1店舗当たりの面積を大きくする。

・需要を見極めた商店運営を行う。

・チラシの使用

【現状調査の結果】
・思ったより商店街に人が来ていない訳ではなかった。

エコスの影響でお客さんは減っているものの、エコス

が商店街の集客の要因になっている。このまま商店街

を存続させるためにはエコスの存在は必要不可欠であ

る。しかし高齢者がお客さんのほとんどを占めている

ため、活性化させるのはなかなか難しいようだ。

・来客する人の大半が常連客であり、高齢者なので購

入するものが限られてくるため、マンネリ化している

ようだ。

・郵便局や銀行に来る人が大体 300 〜 500 人ほどい

るようだが、道路を渡るのが大変なため、この地域の

肝である高齢者はエコスに行ってしまうことが多いよ

うだ。

・土曜日日曜日などの休日は商店街は閑散としている。

角栄商店街に対する満足度は五分五分だった。「先頭
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商店街活性化事業の成功例 提案にかかる費用

今後の課題 商店街活性化への提案

商店街活性化事業の成功例

提案に対しての調査結果

商店街を活性化するために

消費者が求めるもの
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・建物や商店街の美化

・道路整備等の行政の介入による補助

・空き店舗の活用

【地域活性化に対する提案】
・川越市商店街等空き店舗情報登録制度の積極的活用

の一環として、コミュニティカフェを提案する。

・店主を決定し、提供する商品はできるだけ商店街で

売っている商品を使用する。

・宣伝方法は、口コミなどで商店街の商品を知っても

らうことにより販売促進を狙うことや、カフェ自体を

名物にする。

・自治会主催で、地域の清掃活動を行う。

・歩道の掃き掃除や老朽化及び酸化で塗装がはがれて

しまった箇所をペンキで塗る。

・また、地域全体でゴミ拾いを行い、ゴミ収集の終了

後はリサイクルセンターに預ける。

・子供会の主催で、花見をする。花見は河川敷で行う。

花見前には草刈りを行い、終了後はごみなどの片づけ

を主催者と関係者で行う。

・自治会の主催で、地域防災避難訓練を行う。小学校

の跡地で行う。

・地域の消防署に依頼して、消火器の使い方などを含

め、防災・避難訓練を実施する。

・老人会の主催で、ゲートボール大会を行う。小学校

の跡地で行う。

・外に出て体を動かすことと、健康への意識を高める

ことを目的とする。

・また、賞品を商店街から調達する。

・商店街主催で、クリスマスイベントを行う。

・商店街の人たちが商店街ならではのクリスマス商品

を作り、それを商店街の魅力として伝えることを目的

とする。

【提案の実現に向けての課題】
・角栄商店街組合の協力により、様々なイベントなど

の行事を模索する。

・イベント企画の主催者と、行われる行事内のルール

や注意事項の説明。

・イベントを開催する際の許可を承諾する。

・コミュニティーカフェをやるとして、経営者と営業

時間の問題。

取組地区：霞ヶ関北地区
取組テーマ：コミュニティの活性化
4班　ゆかいな仲間たち

霞北地区コミュニティの活性化プロジェクト
～地域住民ふれあい計画～

【メンバー】
リーダー：千明直人

サブリーダー：佐川尚

班員：松本和也・戸口大輔・大塚貴彦

【目的】
・地域住民がお祭りなどの行事を通じてコミュニティ

をの輪を広げ、地域活性化として促すことを目的とす

る。

・コミュニティを通じて商店街の活性化や人々の暮ら

しやすい住環境など考えを実行できるようにする。

【目標】
・地域住民が行事などを通じコミュニティの輪を広げ、

地域活性化を促す

・コミュニティを通じての商店街の活性化

・人々の親しみやすい商店街の環境を考え、実行でき

るようにする

【現状調査の結果】
・自宅から商店街が近い人が多く、商店街の来客者は

常連の方々がほとんどである

・60代〜 70代の年齢層の人が多く利用している

・駐車場が少ないため、霞北地区以外の方々の商店街

の利用が少ない

・商店街の店主はほとんどの人が角栄商店街振興組合

に加入している

・コミュニティの場が少ない

・商店街の空き店舗が多い

・経営者の高齢化が進んでいる

・後継者問題についての対策がない

・娯楽施設が少ない

・商店街の近くは自然が豊かである

【調査結果から導き出された課題】
・カフェなどの人々の立ち寄る施設の設置

・新規の顧客の獲得のための政策

・商店の次世代の人材を担う若者の不足の解消
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コミュニティカフェ 季節ごとの行事

商店街実態報告書よると・・・ 季節ごとの行事

美化活動

川越市商店街等空き店舗情報登録制度

ふれあい計画

最終到達目標
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【調査結果から導き出された課題】
　角栄商店街の認知度が低いので、まずは認知度を上げる

ことが重要である。

　昔から商店街付近に住んでいる人は知っているが、学生

などの若年層には認知されていない。

　そのため若年層にはかつてのにぎわっていた商店街の状

況も知らない。認知度を上げるためには学生を中心とした

新規顧客を取り込む必要がある。

　それには、地域間で交流を持てる雰囲気をつくることが

大切で、店舗間の意識の差を緩和することが大事だと考え

られる。

　そのためには品ぞろえが良い、店舗の多様性、人通りが

多いなどのことをふまえた、誰もが通いやすい商店街を目

指し、それを実現するために努力しなければならない。

【地域活性化に対する提案】
　重要なキーワード「公民館」

　角栄商店街の最も深刻な現状として過疎化に伴った影響

での空き店舗の増加が目立つ。

　その隙間が生まれたせいもあるのか店舗間にも意識の差

が生まれ商店街発展に対する個々の思い入れがはっきりと

分かれた状態となっている。

　このため新規顧客をとりえれようといった動きはあまり

見られず、なじみ客の利用が大半を占めてしまい、外部客

からの受け入れが取りづらくなっている現状である。

　2年後に公民館が商店街を抜けた先に移動する予定であ

る。よって地域活性化についての提案として公民館の有効

活用というのが一番大きいと考える。

　例として公民館と商店街が提携をし公民館を利用する団

体に対して商店街の商品を出前できるように電話のリスト

を置きアピールするなどの方法がよいのではないか。

　商店街に以前のようなにぎやかさを取り戻すためにも公

民館ができるまでに商店街が自治会と結束してうまく動い

ていけるかがカギとなるだろう。

【提案の実現に向けての課題】
　上記の提案から見出された課題は、公民館の認知度であ

る。公民館でどのようなことが行われているか知らない人

が多いと思うので、まずは公民館のことを、より多くの人

に知ってもらうことが重要である。

　その次に、公民館の利用者を増やすために、人があつま

るようなイベントや集まりの企画をする必要がある。これ

らを、二年後の移転までに十分なものにしておくことが課

題である。

取組地区：霞ヶ関北地区
取組テーマ：コミュニティの活性化
12班　剛史 48

公民館の利用を通して

【メンバー】
リーダー：原昂大

サブリーダー：木下雄太

班員：田中優輝・佐々木誠瑛・中島良介・松本秀士

【活動の目的】
　近年、日本は少子高齢化という問題を抱えている。この

問題は商店街にも影響を与え、商店街の商店主の高齢化や

跡継ぎ問題、利用客の減少による活気の低下などが問題に

なった。

　そこで、これら諸問題を少しでも改善すべく、私たち

12 班は「地域のコミュニケーション」を重要キーワード

とし、人との繋がりから角栄商店街の活性化を目指す。

【活動の目標】
　活動の最終目標は「角栄商店街の活性化」という目標。

しかし、あくまでこれは最終目標であり、直接その最終目

標にはたどり着けない。

なので、私たちは重要キーワードの「地域のコミュニケー

ション」という視点から、徐々に段階を経て最終目標へア

プローチしていく。

　そこで、まず「角栄商店街の認知度の上昇」「地域住民

同士のコミュニケーション」から土台作りを行う。

【現状調査の結果】
　現在角栄商店街では商店街周辺地域の過疎化と高齢化に

伴い、後継者の不在などの原因が相まって商店街内に空き

店舗が増えシャッター商店街と化している。

　自治会が再活性化を促す活動を行っているが、現状維持

で不満はないとしている店舗も少なくはなく意識の差など

のせいか発展せずにおり、利用者も昔からの常連客がほと

んどで新規の客はほとんど見られない。

　商店街利用者に若者の姿はほとんど見受けられず、閉鎖

的な商店街になっている。商店街の店舗ではなくエコスを

利用している人も多い。

　移動の手間や品ぞろえなどの利便性を重視していると考

えられる。こういった要素から商店街の新規利用者を獲得

できないとも推測できる。
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角栄商店街に置き換えてみると 角栄商店街を発展させていくためには

大学と商店街の提携例 別の視点から

公民館の活用

これらを改善するために

通いやすい商店街とは

角栄商店街の今後の課題
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ング調査で包括支援センターみなみかぜの方から聞い

ても、商店街だけでなく霞ヶ関北地区全体でも老人介

護施設等の支援施設が少ないことが分かった。つまり、

現地調査の結果、角栄商店街含む霞ヶ関北地区には高

齢者が利用出来る施設が求められている。

【調査結果から導き出された課題】
　若い世代に老人施設についてよく知ってもらうこと

が必要である。また、霞北地域としても老人が暮らし

やすい街を作っていくことが大切である。小規模な介

護施設を考えるにあたって、発生する問題についてよ

く考え実現できるような内容を考えていくことが課題

としてあげられる。

【地域活性化に対する提案】
　私達は、地域活性化をはかるために新たな顧客であ

る若者を増やす計画ではなく、今現在この地区に住ん

でいる高齢者に目をむけた計画を提案する。現在この

地区では高齢者が多いが、介護施設に空きが少なく、

介護予防運動の人数はかなり多い。よって、もっと高

齢者が住みやすくなるように、介護予防施設兼休憩所

を角栄商店街内に設ける事を提案する。老人憩いの家

で行われている「ころばん体操」の利用者は多い。こ

れを商店街内に設け、同様に行い、なおかつ休憩所と

して利用することで高齢者が気軽に集まれるような場

所を作る。そして、ここでは自宅から持ってきたもの

や、商店街内で購入した商品を持ち込む事を可能とし

高齢者のみではなく、近隣に住む人や、近くの幼稚園

の保護者なども利用できるようにするため、商店街の

活性化につなげることができるのではないか、と考え

る。

【提案の実現に向けての課題】
　現在空き店舗となっている場所を不動産や持ち主と

の交渉により買収またはお借りする。そして「地域支

えあい」という埼玉県の財政支援の制度をうまく活用

し、空き店舗を利用しやすくし、経済面でも、この制

度や消費者の施設利用費によって賄う。また、運営す

る際のスタッフは最初はボランティアや住民でまわ

し、経営が慣れてきたら、派遣会社などから人材を採

用する。また、不慣れな面や、困ったときには近隣の

同業施設などとの協力が必要なため、あらかじめ了承

を得ることである。

取組地区：霞ヶ関北地区
取組テーマ：商店街活性化・行政との協働
3班　塩ごはん

高齢者が暮らしやすい街作りへ！

【メンバー】
リーダー：山本和奈

サブリーダー：高田真美

班員：福田有紗・山口香菜・渡辺更紗・田中知美

【活動の目的】
　私たちは、地域活性化のためには他の地域の人や若

者	を新しくこの地域に来てもらう前にまず、この地

域に住んでいる住民が暮らしやすい地域を作ることが

重要と考えた。私たちは、霞ヶ関北地区を調査して高

齢者が多いということが分かった。特に高齢者が多い

地域であることから、高齢者が暮らしやすく、いきい

きと元気に生活できような地域にすることを私たちの

活動の目的とする。私たちは、そのために高齢者のた

めの施設を考案したので、その施設による、地域での

ふれあいが増えること、また、いずれとして、その施

設での若者の雇用に繋げていくことを第２の目的とす

る。

【活動の目標】
　私たちの活動の目的である、高齢者が暮らしやすく、

健康的にいきいきと生活できるような地域をつくるた

めに、商店街の空き店舗を利用して介護予防施設をつ

くることが私たちの活動の目標である。その施設では、

高齢者が要介護の状態、また要介護の状態が悪化しな

いための訓練、また休憩所も設けることによって、多

くの地域の人が利用できるようにしたい。商店街の空

き店舗を利用することにより、場所的にも通いやすく、

だれでも気軽にコミュニケーションをとる場として利

用してもらえるような施設にすることを目標とする。

【現状調査の結果】
現地調査では、角栄商店街は全体的に活気が感じられ

ないと感じた。さらに、商店街を歩いてみると空き店

舗の多さが目立った。これは経営者の高齢化や後継者

の不在からによるものであるようだ。アンケート調査

では、全体の 28% 以上が高齢者であることが分かっ

た。高齢者の声から高齢者の人口の割合に比べて利用

出来る施設が少ないことが分かった。これは、ヒアリ
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みなみかぜ（2） 課題

みなみかぜ 提案

憩いの家

介護予防とは

包括センター

現状



− 24 −

年代の人たちが減少していることを踏まえた結果であ

る。空き店舗の再利用と、子供からお年寄りまで、コ

ミュニケーションがとれる場所を作ることで地域活性

化につながるのではないかと考えた。

　設備としては飲食できる場所の他に、キッズスペー

ス、学習室など、どの年代でも訪れやすいようにする。

【提案の実現に向けての課題】
①コミュニティーカフェの資金調達をどうするか？

②地域住民の支援者の確保ができるか？

③長期間運営するためのスタッフの確保はどうする

か？

という三つが私たちが考えた提案に向けての課題であ

る。

取組地区：霞ヶ関北地区
取組テーマ：商店街活性化
6班

商店街と地域住民とのコミュニケーションを
とれる場を作る

【メンバー】
リーダー：川田麻奈恵

サブリーダー：吉田結香

班員：加治靖子・根津惠

【活動の目的】
　商店街に若者の人口を増やし、商店街の雰囲気を明

るくするように授業を通して学んだことを生かし、老

若男女が利用しやすい商店街つまり活性化させる。

【活動の目標】
　地域の現地調査および、地域の方々との交流で分

かった結果をもとに、私たちの提案するものを少しで

も角栄商店街の活性化につなげたい。特に地域や地域

外の方々の交流を深めるためのコミュニティカフェを

実現させることを目標とする。

【現状調査の結果】
　アンケート調査を行った結果、どのアンケートでも

カフェが上位に入っているにも関わらず、角栄商店街

にはゆっくり飲食ができる場所がない。しかし、商店

街に住んでいる人たちは仲が良く、活性化に対してと

ても協力的だった。

【調査結果から導き出された課題】
　まず、商店街の印象を変えるために空き店舗を減ら

すことを考えた。そして、新しい店舗を若い年代の人

たちが訪れようと思うようなサービスを提供できる場

所にしたい。商店街の良いイメージを活かし、角栄商

店街を頻繁に利用してもらう方法とは？商店街の方と

外来者の方のアンケートをもとに地域活性化につなが

るものとはなんだろうか？を考えることが調査から導

き出された課題である。

【地域活性化に対する提案】
　私たちが提案するのはコミュニティカフェの運営

だ。これは、シャッターが閉まっている店舗が多いこ

とで全体的な雰囲気が暗く見えてしまうことと、若い
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コミュニティカフェの事例 まとめと課題

アンケート（商店主の方対象） コミュニティカフェの間取り

ターゲットと運営者

コミュニティカフェの定義とカフェとの違い

アンケート（来街者対象）

アンケート（学生対象）
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ターゲットをそこに絞っていってもいいと思った。

　ペットも一緒に連れて行けたらいいか聞いたら、こ

れは先ほど違ってペットはあまり外に連れ出さないか

ら、別にどっちでもいいなどの意見があった。

　アンケートの結果を見てみると、55 歳から 74 歳

の男性の方が多かった。主に食品を扱うお店が多く、

また住宅とお店が一緒になっているところが多かっ

た。営業開始時間は 9時。営業終了時間は 19時とど

このお店も営業時間が早く短い。店舗と自宅が一緒に

なっているところが多いので、早い時間で営業を終了

してしまうのだろう。また角栄商店街を利用する人は

お年寄りが多いため朝から昼の間は人通りが多いが夜

は一気に減少する。アンケート結果を見てもわかると

思うが、自営業のお店もチェーン店もお客さんが一番

多くくる時間帯は朝から昼が多いと回答している。

　今の商店街に多少なりとも不満などを持っている

が、改善するために何かしているのかと言ったら自治

体などには参加しているが、個人で何かしているとい

う人はほぼいないと感じた。改善はしたいが何をして

いいかわからないという感じだった。

　商店主へのアンケートでは、商店街自体に人が少な

いから商売もなかなか厳しいと言っていた。経営者側

にも若者の力が欲しい。

【調査結果から導き出された課題】
・若者の来客数を増やす。

・新規の顧客の獲得

・安全な歩道の確保

・顧客へのキャンペーン、情報の発信

・角栄商店街の特色を出したイベントを行い、周りに

注目してもらう

・空き店舗の有効活用

・若者向けの店が少なく、かといってお年寄り向けの

店も少ない。→中途半端

・娯楽施設を増やす。

【地域活性化に対する提案】
・角栄商店街のオリジナル商品を作る

・空き店舗を利用して喫茶店やカフェのような、少し

休めるような場所を作る

取組地区：霞ヶ関北地区
取組テーマ：商店街活性化
9班　ぶんしゃか

角栄商店街にお店をつくっちゃえ !!

【メンバー】
リーダー：石井美早

サブリーダー：小野実月

班員：苫米地真帆・大塚亜美・小野菜月

【活動の目的】
　霞ヶ関にある角栄商店街は活気がなく、暗い雰囲気

でありお店のシャッターが閉まっているのが現状であ

る。地元の利用者にアンケートをとったところ、いま

の商店街に必要なのは休憩のできるカフェだという声

が多くあがった。そのため商店街で人気のある自然食

品店を取り入れていま流行りの自然食品を扱うカフェ

を提案した。商店街の活気を取り戻し、地元の方だけ

でなく周辺の学生や年齢層幅広く商店街を利用しても

らう。

【活動の目標】
　現在の角栄商店街にはシャッターの閉まったままの

空き店舗がたくさんある。そのせいで商店街全体も暗

い印象になってしまう。この空き店舗を利用し、新し

いお店を造る。新たな店舗を開業する事で、新規顧客

獲得を目指し、特に若者を集める。最終的な結果とし

て角栄商店街の存在を知ってもらい、賑やかな商店街

を取り戻す。

【現状調査の結果】
　6月 11 日に大橋自然食についてのアンケート調査

を行った。という質問にはほぼ自然食を使ったカフェ

があったら利用するかという質問にはほぼすべての人

が「はい」と答えた。自然食のカフェは健康によさそ

うなどの意見が目立った。自然食のことを知らない人

でもカフェが一つもないので何でもいいからカフェが

あったらありがたいという意見もまた多かった。

　その他にどんなメニューがほしいか聞いたところ

コーヒーや紅茶、ケーキなど特に凝ったものではなく

普通のものをほしがっていた。

　また主婦層から子供も一緒に連れて行けるようなカ

フェができたらいいという声もあった。エコス前で調

査をしていて子連れのお母さんなどが目立ったので
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カフェの概要 今後の課題

自然食とは 経営費用

店の内装

メニュー提案

自然食

見出し
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込めずマイナスなイメージを抱いている人が多いことが

わかった。よって商店街のイメージをプラスに変えるこ

とが課題である。課題解決のために私たちはご当地グル

メを開発し、学生や若者に対して角栄商店街の認知度を

上げようと考えた。これにより角栄商店街の認知度が上

がり来客が増え、他店舗の商品の売上げも上がれば商店

主の方々の期待も高まり、商店街活性化が図れるのでは

ないか。

【地域活性化に対する提案】
　私達はご当地グルメの開発にあたり、大きく分けて 3

つのポイントを重視して商品を企画した。1つ目はご当

地の特産品を使った商品である。商店街にある和菓子屋

さんに協力して頂き、この地域の特産品である巨峰の

ジャムとアイスを求肥で包んだ “かすみ大福 " を提案し

た。2つ目は土地の名前や特徴に由来した商品である。

霞が関の “かすみ " にかけて、イカスミを皮に練り込ん

だ “イカスミ餃子 " は、真っ黒なインパクトのある見た

目で若者を引き付けることを狙いとした。3つ目は昔か

ら食べられている物を使った商品である。河童の形をし

た断面が特徴的な “かっぱまき " は、この地域に伝わる

河童の伝説を基に企画をした。以上の 3つを試作した

結果、味も美味しく、低いコストで生産できる “かすみ

大福 " が最も商品化の可能性が高いと判断し、自治会の

皆さんに試食をして頂いた。しかし、自治会の方の意見

は、商店街の方の協力を得ることが難しく、商品化は

厳しいというものであった。その一方で、“かっぱまき

" は形にこだわらなければ作るのに手間がかからないた

め、商品化を進めてほしいという意見も頂いた。そのた

め、私達は夏祭りに “かっぱまき " を販売する方向で商

品開発を進めていくことに決まったが、今後も新たな提

案や改良をしていきたいと考えている。

【提案の実現に向けての課題】
　夏祭りでの販売に向けて、提案したご当地グルメのデ

メリットを解消していく。まず、見た目や食べやすさ、

味などの意見が自治会の方と食い違ってしまったため、

これらを企画し直し、老若男女に受け入れられる商品を

作る必要がある。また、その商品を効率よく生産できる

ように、作業工程の簡略化のための工夫も考えなければ

ならない。さらに、断面が河童の形をしているだけでは

他との差別化が難しいため、それ以外のご当地ならでは

の特徴づけや、新たな商品の提案もすることで、より多

くの人に商店街を知ってもらうことを目指したい。

取組地区：霞ヶ関北地区
取組テーマ：コミュニティの活性化・商店街活性化
7班

若者誘致のためのご当地グルメ開発

【メンバー】
リーダー：加藤優里

サブリーダー：三好彩香

班員：刈米一子・安野綾香・高木舞・浅田理恵

【活動の目的】
　我々 7班は今回の活動を行うにあたって 3つの目標

を定めた。1つめは将来まで見通した商店街の存続、2

つめは若者が出店したいと思える商店街作り、そして最

後に角栄商店街の若者からの認知度の向上である。後に

行った現地調査や学生アンケートの結果を分析するなど

の考察を重ねた結果、この中から 7班は認知度の向上

という目標に焦点を絞り角栄商店街活性化活動に取り組

むこととなった。

【活動の目標】
　始めに、次世代を担う若者の確保や老若男女に愛され

る商店街づくり、10年後も人があふれかえっている明

るい商店街づくり、商店街の約半数の店舗の経営者が若

い世代であるような商店街づくり、若い人の商店街の認

知度を上げるという目標を立てた。そしてこれらを達成

するための具体的な目標としてご当地グルメを開発し実

際に作ること、さらに可能ならば商品化することを目標

にした。

【現状調査の結果】
　商店主の方々や来街者の方々に角栄商店街に対するイ

メージや期待、要望などについてアンケートを行い、ま

た東洋大学川越キャンパスの学生には角栄商店街の認知

度や商店街そのもののイメージなどについて調査した。

その結果、我々が注目したのは以下の 2点である。ま

ず 1つ目が店舗経営者や来街者の高齢化。そして 2つ

目が後継者がいない、雰囲気が暗いなど商店街に今後の

発展を期待していないという点である。つまり、全体的

な結果として、商店街に今後の発展を見込めずマイナス

なイメージを抱いている人が多い。

【調査結果から導き出された課題】
　現地調査と学生アンケートの結果から今後の発展を見
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ご当地グルメとは 今後の活動予定

議論の結果 試作品：かっぱまき

試作品：イカスミ餃子

試作品：かすみ大福（冷たい大福）

現地調査から見えた課題

表紙
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【提案の実現に向けての課題】
・小畔川川岸の遊歩道の工事（現在工事中）

・車の交通量の減少対策および事故防止への対策（エ

コス前信号への信号設置他）

・川岸の雑草の除去（茂りすぎている）

・近隣住民への周知（張り紙、ビラ配布、商店街店主

への協力要請）

取組地区：霞ヶ関北地区
取組テーマ：商店街活性化
5班　Ⅴ

霞ヶ関北角栄商店街の活性化
ちょっとそこまで歩きませんか。
～気分爽快おさんぽコース～

【メンバー】
リーダー：山内優太

サブリーダー：関根友也

班員：鈴木健太・渡部智之・山本佳輝

【目的】
・商店街離れした若者の回復

・高齢者が買い物しやすいようにする

・車の路上駐車を減少

・昔のような活気を取り戻す

「霞ヶ関北地区を身近な街として紹介する。」

【目標】
・若者が気軽に訪れたくなるような街

・高齢者が不自由なく暮らせるような街

・エコスに頼らなくてもいいような街

・お年寄りがいきいきと暮らせる街

「商店街から御伊勢塚公園、水鳥公園、小畔川、霞北

運動公園一帯の PR案の提示」

【現状調査の結果】
・人通りがあまりなかった

・自然が豊かだった

・小畔川が工事中だった

・公園が広かった

・釣りには好ポイント

【調査結果から導き出された課題】
・自然豊かな公園と商店街との結びつけ

・小畔川の利用（せっかくの豊かな川なので）

【地域活性化に対する提案】
・商店街で軽食を購入し、小畔川や運動公園、御伊勢

塚公園への散歩コースの提案

・自然との交流という意味での「おさんぽ」の提案
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小畔川沿い散歩コース 散歩のお供にお食事処紹介③

小畔川散歩コースのルート 散歩のお供にお食事処紹介②

散歩のお供にお食事処紹介①

運動公園コース

おさんぽコース紹介

お散歩コースとは
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があったほうがいいと考える人が多い。

・空き店舗の活用、定期的な共同セールの開催、ネッ

トの活用が必要な取組だと挙げた店が多かった。

・比較的古い建物が多い。

【調査結果から導き出された課題】
・遠くに住んでいる人たちにも来街してもらえる工夫

をしてゆく

・エコスの集客力をうまく利用してその他の店舗にも

入ってもらえるような流れを作る

・商店街のイメージアップに貢献するような活動を一

致団結して取り組む

・休憩スペースなどを空いている土地の有効活用によ

り作る

・夜間は仕事帰りの人が帰ってくる時間帯であるから

その時間に明るい商店街にしてゆく

・ある一定の時間は通りを歩行者天国にするなど安全

面への配慮

【地域活性化に対する提案】
・18時や 19時に閉まる店舗は営業時間の延長を実施

するべきである。

・もっと商店街を周囲の人に知ってもらえるようなイ

ベントを企画する。

・商店街に無いような業種のお店を誘致する。

・定期的にイベントを開催する。

【提案の実現に向けての課題】
・営業時間を延長するには商店主の負担や採算面での

問題がある。

・その後のイベント活動の収入で、初期投資額を回収

できるかどうか不透明である。

・イベントにどれだけの協力を得られるかわからない。

・広告宣伝のための方法が乏しい。

取組地区：霞ヶ関北地区
取組テーマ：コミュニティの活性化・商店街活性化
10班　上位 10％！

フォトコン in 角栄商店街

【メンバー】
リーダー：内野秀彰

サブリーダー：森本貴大

班員：伊藤祐二・山越脩平

【目的】
・集客力の強い店舗と共存

・商店街を活気づける

・安心して歩くことのできる商店街にする

・地域の経済発展に貢献する

・店舗同士の連携を強化する

・商店街に若者や家族連れを集める。

【活動の目標】
・集客力のあるエコスを目的に来る人が商店街を利用

しやすいような雰囲気をつくる

・新規出店の機会を今とは違った形で生み出す

・このプロジェクトにもっとたくさんの人々に関わっ

てもらえるようにする

・周囲の豊かな自然環境を有効に利用する

・若い人を中心にもっと呼び込む（今現在この商店街

に無いような業種の店舗を構える）

・明るいイメージの商店街にする

【現状調査の結果】
・来街者の商店街のイメージ：" 親しみやすい、古い、

さびしい、つまらなさそう、汚い、暗い、まとまりの

ある "

・東洋大の学生のほとんどが商店街のことを知らな

かった。

・行きつけの店のほとんどがエコスである。

・来街者のほとんどが徒歩・自転車で来れるほど近く

に住んでおり、週 2回以上利用する常連である。

・夏祭りへの出店がお店の利益になっていない（変わ

らない、減った）との回答が多かったが、夏祭りに参

加したいという来街者は多い。

・来街者は商店街に飲食店やレンタルショップ・書店、

コンビニエンスストアが必要だと考える人が多い。

・来街者は商店街にカフェや屋外のベンチ・テーブル
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の目の付くところに設置するなど提案していきたい。

【調査結果から導き出された課題】
　広報活動そのもに対しての自治会の意欲がとても希

薄であるという問題点があがった。そのため、広報活

動の範囲も狭く、角栄商店街周辺に「霞北」を配る程

度に留まってしまっている。また、広報活動を行う上

での特色を聞いたところ、史跡が非常に多いらしく、

それを上手く活かせていないという問題点も挙がっ

た。HP やメールマガジンなどの近代的な広報活動が

商店街全体の高齢化に伴い難しくなっているが、主婦

層などの携帯電話などを持っている人たちに対してそ

ういった広報活動ができないのは非常にもったいな

い。そういった様々な広報活動についての話し合いの

場が商店街の集まりしかないうえに、38店舗の合意が

必要という難しい決まりがある。

【地域活性化に対する提案】
　広報活動を行う事で、外からの顧客が増えるように

するためのメリットをまとめ、商店街の人たちにメ

リットを知ってもらい、広報活動についての意欲を高

めていきたい。また、史跡が非常に多いので、地域

MAPに史跡の場所を追加し、ウォークラリー形式で商

店街を通られるようにして活性化に繋げていきたい。

HP やメールマガジンの設営は、地域の大学などと協

力して作成していくのも良いと考えられる。地域パン

フレットを作成し、史跡の場所や、ロードラリーーの

コース、などを記載し、それを近隣の大学や駅などに

置かせてもらいもっと角栄商店街について知ってもら

い、いろいろな人がこれるようにする。史跡の環境が

あまり整っていないため、整えて人が立ち寄りたくな

るような史跡を作成する。現在広告費に資金があてら

れていない事を考慮し、看板などが小さいので改善な

どを試みる。

【提案の実現に向けての課題】
　自治会や角栄商店街の人たちと協力して広報活動に

意欲的に取り組んでいきたい。また、今以上に郷土に

ついて深く知り、もっと地域の特色を前面に出してい

けたら広報活動も非常に円滑になるのではないかと考

えられる。また、地域MAP を様々な場所に置くなど

してもっといろいろな人達に知ってもらえれば、地域

の活性化にもつながるのではないかと考えられる。パ

ンフレットの作成なども行っていきたい。

取組地区：霞ヶ関北地区
取組テーマ：コミュニティの活性化
13班

角栄商店街の広報活動と霞北郷土史

【メンバー】
リーダー：森信夫

サブリーダー：木村信哉

班員：杉本祐平・増澤成彰

【活動の目的】
　地域の特色を知って広告活動に活かすために必要な

郷土を知って、広告活動に活かしていきたい。また、

商店街パンフレットやチラシ作成の手助けとなるよう

な資料を集め、史跡（古墳など）のロードラリーのルー

ト提案、などを行い霞北を盛り上げていきたい。	史跡

があるため、それをうまく使い、商店街MAP の改良

を行い、改良したものなどを駅や学校、商店街で配る

などして霞北の知名度を高めて活性化に繋げていきた

い。

【活動の目標】
　広告活動に対してのモチベーションの向上を促し、

MAP の作成 or 提案などを協力していきたい。古墳な

どの郷土を掘り下げて霞北の特徴、見どころにし、PR

するべき点を増やして霞北の活性化に繋げていきた

い。メールマガジン・HP などの近代的広告の提案を

行い、新しい広告活動の方法に協力していきたい。広

報活動に対しての意識が低いので、もっと新しい客を

増やす取り組みを手伝っていきたい。

【現状調査の結果】
　自治会を訪問し、広報活動についての様々な質問を

行った結果、広報活動は「霞北」という地域紙がメイ

ンで行われている事がわかった。しかし、角栄商店街

全として見ると、広報活動に対しての意識が希薄であ

ると考えられる。また広報活動の範囲も狭く、広報活

動を行う上での魅力が足りないという問題点がわかっ

た。また、HPやメールマガジンなどの近代的な広報活

動は、角栄商店街全体の高齢化にともなって難しいも

のとなっている。霞北には史跡が多いらしいので、そ

れを活かした広報活動などを考えているらしい。商店

街が好きな自治会の人が作成している地域MAP（イラ

スト・説明付き）があるので、それをもっと様々な人
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