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登録方法は２通り
↳登録者による招待
↳SuicaやPASMOをもって市役所へ・・・

現状調査の結果

ブログに投稿
プロジェクトや
イベントに参加

友人ができる
(ー_ー)!!

TOWNTIPに自分のプロフィールを登録

レンタル会社との提携

メリット イニシャルコストがかからない

デメリット 契約者の継続契約年数が長いため
育児世帯ではなくなった場合に
契約金が無駄になってしまう。

URでの無料貸し出し
課題に対する取組とその成果

夏休み自由研究会

学年、年 男の子 女の子

五年生 0人 1人

四年生 0人 1人

三年生 0人 1人

二年生 2人 0人

一年生 1人 1人

年長 4人 1人

三歳 1人 1人

計 8人 6人

閉まっている店のシャッターに
絵を飾る

Before After

http://www.breadwig.com/2006/11/03/my-daughters-alien-2/

http://jp.123rf.com/photo_2548742_child-drawing-of-easter-bunny-chickens-and-eggs-made-with-wax-crayons.html
引用

チラシ
配布場所

マップ案✾

課題に対する取組とその成果

• 焼きそばが有名な「まことや」さん

• 蓮馨寺

• 蓮馨寺内にあるお団子店「松山商店」

• 魅力・情報を紹介した動画を

• 作成しました。

８班が取り組んでいる商店街紹介ブログに私たちが作成
した動画のURLを掲載。

文字だけでなくより詳しい情報を得ることが出来ます。

菓子屋横丁

時の鐘

鶴ヶ島（川鶴） 川越中心市街地（中央通り）

霞ヶ関北
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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・鶴ヶ島地域活性化プロジェクト

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・鶴ヶ島市の地域活性化

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，川鶴地区は

1980 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）年度から取り組んでいる川鶴地区

の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による地域交流の推進や新

「川越・鶴ヶ島地域活性化プロジェクト」について
平成 25 年度-総合情報プラクティス V（環境情報系）

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，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。

　そして、今年度からは川越中心市街地の活性化にも

取り組んでいきます。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す。

　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，

現地報告会で春学期の成果を報告します。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

(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（4/8）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
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ブレイキング

第 2 回（4/15）現地見学（その 1）

第 3 回（4/22）現地見学（その 2）

第 4 回（4/29）実地調査の確認、テーマの検討と

決定、活動計画の作成

第 5 回（5/6）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（5/13）現地調査（アンケート、踏査、ヒ

アリング等）の実施

第 7 回（5/20）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（5/27）中間報告会

第 9 回（6/3）実地での活動または演習室での作業

（1）

第 10 回（6/10）実地での活動または演習室での作

業（2）

第 11 回（6/17）実地での活動または演習室での作

業（3）

第 12 回（6/24）実地での活動または演習室での作

業（4）

第 13 回（7/1）実地での活動または演習室での作

業（5）

第 14 回（7/8）実地での活動または演習室での作

業（6）

第 15 回（7/22）成果報告会

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。

【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)2 回の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、今年度は、地域住民との情報共

有の強化、また秋学期まで継続した情報共有ができる

ことを見込んで「川越・鶴ヶ島地域活性化プロジェク

ト Facebook ページ」（図 -1、図 -2）を作成した。

　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/ 

6. 演習風景
　
　第 2 回（4 月 15 日）霞ヶ関北・川鶴地区の現地見

学（図 -3 〜図 -5）

第 3回（4月 22日）川越中心市街地の現地見学（図

-6 〜図 -8）

第 8回（5月 27日）中間報告会（図 -9）

第 15回（7月 22日）成果報告会（図 -10）
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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　「川越・鶴ヶ島地域活性化プロジェクト」Facebook ページの内容
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図 -3　霞ヶ関北地区の現地見学（4月 15 日） 図 -7　川越中心市街地の現地見学（4月 22 日）

図 -5　川鶴地区の現地見学（4月 15 日） 図 -8　川越中心市街地の現地見学（4月 22 日）

図 -5　川鶴地区の現地見学（4月 15 日） 図 -9　中間報告会（5月 27 日）

図 -6　川越中心市街地の現地見学（4月 22 日） 図 -10　成果報告会（7月 22 日）
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春学期成果報告
鶴ヶ島（川鶴）地区・霞ヶ関北地区・川越中心市街地（中央通り）
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取組地区：鶴ヶ島（川鶴）地区
取組テーマ：市民活動支援・情報共有

TOWNTIP

【1班：セインツ】
リーダー：久野誠矢

サブリーダー：関田雄士

班員：菅原明弘・田中一貴

【活動の背景と目的】
　私たち 1 班の活動目的は、鶴ヶ島市の地域 SNS

「TOWNTIP」を広め、地域住民の暮らしを豊かにす

ることである。鶴ヶ島市には既に数多くの市民活動が

存在しており、他の地域に比べ市民の動きが活発な

地域である。そこで私たちは、鶴ヶ島市の地域活性

化を達成するためには、このようなすでに存在する

数多くの市民活動をより広めていくことだと考えた。

「TOWNTIP」では、市民活動の情報や地域住民とのつ

ながりがしやすいため、「TOWNTIP」を広めることは、

地域活性化につながると考えたのである。

【活動目標】
　鶴ヶ島市の地域 SNS、「TOWNTIP」の利用者数の向

上が目標である。

【現状調査の結果と導き出された課題】
　TOWNTIP では自分のプロフィールを登録し、他の

利用者と友人になったり、ブログを書いたり、プロジェ

クトに参加し市民活動やイベントに参加することがで

きる。登録の方法は、鶴ヶ島市市民活動推進センター

や市役所で、Suica や PASMO などを利用し仮パスワー

ドを発行する方法と、すでに TOWNTIP を利用してい

る人の招待で登録する方法がある。

　TOWNTIP は鶴ヶ島市に試験的に導入され、市民活

動に積極的な人の多い鶴ヶ島市では一定の成功を収め

た。現在では全国 13 の地域で導入されている。鶴ヶ

島市市民活動推進センターの方の話によると、鶴ヶ島

市の人口約 70,000 人に対して、TOWNTIP の利用者

は約 3,000 人程度ということだった。また、その 3,000

人のうち、熱心に TOWNTIP を利用している人は約

1,000 人程である。鶴ヶ島市市民活動推進センターに

は、市から県レベルまで、多くの市民活動やイベント

が紹介されていた。これらの活動は TOWNTIP でも

情報を集めることが可能である。TOWNTIP を広める

活動は、すでにある程度行われており、回覧板にチラ

シをはさむ、市役所から発行される広報による宣伝、

YouTube への TOWNTIP 紹介映像の投稿などの実績

がある。

　鶴ヶ島市 TOWNTIP の利用率は人口の約 4% であり、

利用率には向上の余地があるといえる。しかし、市民

活動に熱心かつパソコンなどに強い人のほとんどは、

すでに TOWNTIP の利用者であり、ここからの利用者

数の増加は非常に難しいといえる。現在でも様々な宣

伝活動が行われているが、あまり効果を上げていると

は言えない。

【課題に対する取組とその成果】
　私たちなりに宣伝方法を考えた結果、ポスター制作、

他の SNS や TOWNTIP での口コミによる宣伝、お祭

りなどのイベントを利用しての宣伝などが挙げられ

た。しかし、どの宣伝方法もあまり効果的だと言えず、

今回の授業内では良い宣伝方法を考え出すことはでき

なかった。私たちが考えたようなことは既に行われて

おり、終始調査で終わってしまい、具体的な取り組み

まで至ることができなかった。まずは TOWNTIP 内で

プロジェクトを立ち上げ、同じような考えの方と話し

合いや意見交換を行うことを考えている。

【考察】
　TOWNTIP を利用して人と人が繋がる事例は多く、

実際に利用者の方にもそういったお話を聞くことがで

きた。しかし、まだ全体的な認知度の低さや登録の難

しさから、TOWNTIP の利点は最大限に生かされてい

ない。インターネットを利用した地域交流は、情報化

が進む現代社会では非常に有効な手段である。パソコ

ンやスマートフォンが広がるにつれて、TOWNTIP の

必要性が高まっていくはずである。

【今後の課題】
　今よりも TOWNTIP を広げていくならば、市民活

動に熱心でない層や、パソコンに強くない層の人々を

いかに取り込んでいくのかを考えなければならない。

現在の宣伝方法では、このような層の人々には情報が

伝わりづらいため、新しい宣伝方法を考えなければな

らない。また、スマートフォンの利用者も増えていく

ため、スマートフォンにも対応したサービスやインタ

フェースづくりも必要である。
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TOWNTIP
1班 チーム名 セインツ

リーダー：久野誠也

サブリーダー：関田雄士

班員：田中一貴

菅原明弘

市民活動の情報収集が容易なTOWNTIPを広めれば、
地域活性化につながるのでは・・・？

活動の背景と目的

目的

•鶴ヶ島市の地域SNS「TOWNTIP」を広め、地域住
民の暮らしを豊かにする

背景

•鶴ヶ島市には既に数多くの市民活動が存在して
おり、これを広めれば地域活性化につながる！

鶴ヶ島市の地域SNS

「TOWNTIP」
の利用者数の向上

活動目標

登録方法は２通り
↳登録者による招待
↳SuicaやPASMOをもって市役所へ・・・

現状調査の結果

ブログに投稿
プロジェクトや
イベントに参加

友人ができる
(ー_ー)!!

TOWNTIPに自分のプロフィールを登録

しかし・・・

導き出された課題

70000

3000

鶴ヶ島市市民数

TOWNTIP利用者

利用者数は約４％。
向上の余地があるといえる。

・市民活動に熱心かつパソコンなど
に強い人のほとんどは、すでに
TOWNTIPの利用者
→ここからの利用者数の増加は非
常に難しいといえる。

現在でも様々な宣伝活動が行われ
ている

→が、あまり効果を上げているとは
言えない。

 http://www.toyo.ac.jp/125thanniv/project/events.html
 http://polinlove.tistory.com/4475
 http://tanzanight.com/wall/japan/nebuta1.html

課題に対する取組とその成果

ポスター制作 口コミ 祭り バーコード

リーダー

まずはTOWNTIP内でプロジェクトを立ち上げ、同じような考えの方
と話し合いや意見交換を行うことを考えている。。。

・TOWNTIPを利用して人と人が
繋がる事例は多い	  
→しかし、認知度の低さや登録
の難しさから、TOWNTIPの利点
は最大限に生かされていない	  
・インターネットを利用した地域
交流は、情報化が進む現代社
会では非常に有効な手段	  
・パソコンやスマートフォンが広
がるにつれて、TOWNTIPの必
��が���てい�は��

���

http://towntip.jp/tsurugashima/sns/whats_towntip.php�

また、スマートフォンにも対応したサービスやインタフェースづくりも

必要ではないか？

今後の課題

利用率向上の
ために

•市民活動に熱心でない層や、パソコンに強くない層の人々をいかに
取り込んでいくのか

宣伝の問題点

•現在の宣伝方法では、このような層の人々には情報が伝わりづらい
（インターネットやパソコンのの知識がないと、わかりづらいため）

何をしなければ
ならないのか

•違う利用者層に伝わる、新しい宣伝方法を考える必要がある。

現状調査の結果 今後の課題

活動目標 考察

課題に対する取組とその成果

導き出された課題

活動の背景と目的

タイトル
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【考察】
　川鶴団地の住民は継続契約年数が長いことを考える

と、レンタル会社と企業提携をするよりベビー用品を

新規で一括購入するほうが安く済む。イニシャルコス

トはその分高くなるが、ランニングコストがあまりか

からない分、仮に育児世帯が減少したとしても余分な

費用を削減できる。また、UR 団地は敷地が広いこと

や集会所などをうまく利用することで保管場所の確保

も可能であろう。

　次に宣伝方法であるが、川鶴が自然に囲まれている

こと、公園や保育所などが豊富で育児に適した場所で

あることを Web サイトや不動産だけでなく、産婦人

科やデパートのベビーコーナーなどに広告を設置する

ことでこれから子供が生まれてくる家庭の目にとまる

ような場所で宣伝を行うことが有効であるように感じ

る。

【今後の課題】
　実際にベビー用品の無料貸し出しというサービスを

実施するとなると、どこのブランドを使用するのか、

配色、大きさなど、消費者の好みに合わせることが難

しいこと、貸し出しの商品が壊れた場合などのトラブ

ルが起きたときの費用はどちらが負担するのかなどが

あげられる。また、こういった育児支援を導入してい

る物件は他にないため、実際に入居者の増加につなが

るか、家賃をどの程度値上げする必要があるかなど今

後の展開の予想がつきにくいことが挙げられる。

　宣伝方法については、産婦人科などでパンフレット

を置くことを検討する場合、その病院との繋がりがあ

れば置くことは容易であったが、何にも繋がりがない

と、個人経営の場合は、川越の産婦人科のいくつかで

はすでに置くパンフレットや雑誌が決まっている病院

がほとんどであったため、まだ設置が可能である場所

を発見できていないこと、またどこの地域で宣伝する

のが最も有効なのかを考える必要がある。

取組地区：鶴ヶ島（川鶴）地区
取組テーマ：住宅サービスの提案

UR都市機構に新たな育児支援の導入

【2班：わくわくランチ】
リーダー：島田勇人

サブリーダー：白波瀬直道

班員：山本悟

【活動の背景と目的】
　豊富な育児支援があるにも関わらず、子育てをし

ている家族の入居者が少なく、入居者の約 43% が 60

歳以上の高齢者が占めていることに加えまだ団地内に

空きがあるため、団地内の住環境を良くすることで入

居者を増やす。

【活動目標】
　団地内でどのようなサービスや設備があれば子育て

をしている家族にとって魅力的なのかを調査し、団地

内の住環境を良くするための案を企画し入居者の増加

につなげる。

【現状調査の結果と導き出された課題】
　UR 都市機構の団地には、すでに集会場の設置やバ

リアフリーの設計など多くの育児支援や高齢者への配

慮がなされていたにも関わらず入居者が増えないの

は、そういったサービスや設備が、顧客側からすると

備わっていて当たり前と考えているところがあるから

であろう。今後の課題としては、顧客、特にこれから

子供が生まれてくるような若い夫婦にとって魅力的な

サービスや設備を企画、設置し団地の住環境を良くす

ることで入居者の増加につなげる。

【課題に対する取組とその成果】
　子育てで一番の障害となるのが費用面であろう。小

学生になるまでにかかる育児費用は約 100 万円にも

のぼり、特に乳幼児の時期にはベビーカーやチャイル

ドシートなど、多くのベビー用品が必要となり、費用

もその分多くかかる。しかし、ベビー用品は乳幼児の

時期しか使用せず、第二児との差が短いと、使いまわ

しができないためそういったベビー用品にかかる費用

は倍になる。そこで、こういったベビー用品を可能な

限り無料レンタルができるサービスを導入することに

加え、それをうまくアピールできる宣伝を行う。
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かわつるグリーン松ヶ丘UR賃貸住宅には、豊か
なみどり、見通しのよい公園、保育園・幼稚園・
小児科等、子育てにふさわしい環境が整ってい
る。また、子育てのための新たなサービスの導入
などの取り組みを『コソダテUR』と称し、UR都市
機構は子育てしやすい住環境づくりを様々なか
たちで実現を目指している。そこで、私達はこれ
らの特徴から子育て支援としてベビーカーやベ
ビーベッドなどのベビー用品を貸し出すことで多
くの人々に住んでもらえるようになるのではない
かと考える。

はじめに

UR団地の現状

団地の年齢層の高齢化

空き部屋が多い

貸し出している部屋が広く、大学へのア
クセスが不便なことから１人暮らし大学生
は少ない、不向き

URの取り組み
コソダテＵＲ

「子育てしやすい環境づくり」に取り組み子育て世
帯を応援。

おすすめポイント

・保育園や幼稚園などの子育て関連施設が充

実

・子育て支援制度が充実

子育て費用

子育てで一番の障害のなるのが費用面だろう。

小学生までにかかる育児費用は約100万円にも
のぼる。

特に乳幼児の時期はベビーカーやチャイルド
シートなど多くのベビー用品が必要になり、費用
も多くかかる。

さらに子供の成長に合わせて買い替えなくてはな
らない物もある。

提案

ベビーカーやベビーベッド等のベビー用品の貸出はやっ
ていない。

ベビー用品は赤ちゃんの時しか使わなく値段も高い。

ベビー用品の貸出は赤ちゃんのいる家庭の呼び込みに
つながる？？？

レンタル会社との提携

メリット イニシャルコストがかからない

デメリット 契約者の継続契約年数が長いため
育児世帯ではなくなった場合に
契約金が無駄になってしまう。

URでの無料貸し出し

URでの無料貸し出し

メリット ランニングコストがかからない

他にはない新しい取り組み

デメリット イニシャルコストがかかる

今後の課題

実際にサービスを実施したときに・・・

・どのブランド、配色、大きさ

・トラブルが起きた時の責任問題

・家賃の値上げ

宣伝方法

産婦人科などにパンフレットを置く

子育て費用 今後の課題

URの取り組み URでの無料貸し出し

レンタル会社との提携

提案

UR団地の現状

はじめに
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作成した。作成までの取り組み方は、商店に赴き店

主にインタビューを行って写真を撮り、それを後日

Illustrator でまとめるという方法を使った。そして、

同じ地域を担当している 5 班が作成したブログにマッ

プを掲載させてもらった。この発表の機会を利用し

て、発表を見に来てくれた地域の方々、小瀬先生、武

市先生、TA の先輩、各班に一部ずつマップを配布する。

今後商店街や学内で配布する予定である。

　また、いろいろな世代との地域交流を増やすという

課題から、かほくお手伝いサービスの 2 階を利用し

て小学生を対象とした夏休み自由研究会を計画した。

実施日は 7 月 29 日で実施内容は、竹を使った工作で、

水鉄砲と竹とんぼを制作する。その後公園に行って制

作した水鉄砲と竹とんぼで遊ぶという流れである。竹

とんぼは飛ばして遊び、水鉄砲はペットボトルで作っ

た的を水鉄砲の水の勢いで倒すというゲームを行う。

7 月 16 日現在、親子 8 組子供 14 人が参加予定である。

名目では小学生対象となっているが、予想に反して幼

稚園児やそれ未満の子供たちも参加することになった

ため、安全面や難易度を工夫しなくてはならない。

【考察】
　マップ作りの活動をしているうえで、さまざまな問

題が生じた。私たちは、自治会の方とは積極的にコ

ミュニケーションをとっていたが、理事会の方とは全

く交流をとっていなかった。この活動の 3 分の 2 程

度が終わってから初めて少しお話しできたくらいだっ

た。そのため、商店街を活性化させるというテーマだ

が、上手くコミュニケーションが取れなかったため、

未熟な活動だった。班員全員秋学期もまた環境のプラ

クティスを履修する予定なので、次回はこの点を踏ま

えて自治会と理事会両方とコミュニケーションをとっ

ていきたい。

【今後の課題】
　作成したマップを、学内や商店街周辺に配布するか

どうか、配布するなら費用はどうするか等を考えなく

てはならない。さらに、マップを配布することで、新

しい利用者が増えるかどうかを調査する必要がある。

夏休み自由研究会を無事成功させて、参加した親子が

再びかほくお手伝いサービスにて行われるイベントに

参加してもらえるようにする。

取組地区：霞ヶ関北地区
取組テーマ：商店街活性化と大学・地域との交流

霞ヶ関北地区に若者を呼び込もう

【3班：くいしんぼーず♥】
リーダー : 油井佳愛

サブリーダー : 坂井美紀

班員 : 関根加奈・黒田優

【活動の背景と目的】
　高齢者・主婦の利用が多い角栄商店街に若者の利用

者を増やし、角栄商店街を活性化させることと、いろ

いろな世代との地域交流を増やすことを目的とした。

　そのために、学生の立場から興味の湧きやすいレス

トラン、加工食品を扱う商店を紹介するマップを作成

すること、「かほくお手伝いサービス」にて小学生を

対象とした「夏休み自由研究会」というイベントを計

画した。

【活動目標】
　作成したマップを見た若者が商店街に興味を持ち、

商店街を利用するようになり、商店街に人が集まり、

にぎやかになること。また、夏休み自由研究会をきっ

かけとして、参加した子供やその親がかほくお手伝い

サービスで行われるイベント等に参加し、世代を超え

た地域交流を持つようになることの 2 点が目標であ

る。

【現状調査の結果と導き出された課題】
　数十年前までは角栄商店街には活気があったが、現

在若者は都会へ出てしまっていることが多いため商店

の後継者がおらず、商店街のほとんどがシャッターで

閉まっていて少しさびしい雰囲気になっている。商店

街を利用する層はほとんど高齢者や主婦にしぼられて

おり、若者の姿はあまり見られない。

　この現状調査を踏まえて、商店街を活発にするため

には、商店街を利用する層の幅を広げることが必要だ

と考えた。その為には若者や近隣住民に商店街を認知・

利用してもらい、商店街、霞ヶ関北地区へ親しみを持っ

てもらうことを課題として挙げた。

【課題に対する取組とその成果】
　若者を呼び寄せようという課題から、角栄商店街の

レストラン、加工食品を扱う商店を紹介するマップを
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活動の背景と目的

高齢者・主婦の利用

若者がいない

学生（若者）が興味を
持つもの

ご飯！

世代が固定されている

イベントで子供を呼び込む

その親も子供に付き添う

世代を超えた地域交流

活動目標

マップ作成

若者が商店街に興味
を持つ

商店街を利用

商店街がにぎやかに

夏休み自由研究実行

参加者が再び他のイ
ベントにも参加

継続することで

世代を超えた地域交流
の場となる

現状調査の結果と
導き出された課題

数十年前：

・活気があった

現在：

・若者は都会へ

・後継者がいない

・シャッター商店

・利用者は高齢者、主婦

・若者は利用しない

・商店街の利用層の幅
を広げる

・商店街を認知・利用
してもらう

・商店街、霞北へ親し
みをもてるように

課題に対する取組とその成果

マップ作り

・インタビュー

・写真撮影

・イラストレーターで編集

5班のブログに掲載
http://s.ameblo.jp/kahokuotetsudai/

課題に対する取組とその成果

夏休み自由研究会

竹を使った工作（水鉄砲、竹とんぼ）

公園で遊ぶ

ペットボトルを

的にして、

水鉄砲で倒す

課題に対する取組とその成果

夏休み自由研究会

学年、年 男の子 女の子

五年生 0人 1人

四年生 0人 1人

三年生 0人 1人

二年生 2人 0人

一年生 1人 1人

年長 4人 1人

三歳 1人 1人

計 8人 6人

考察

コミュニケーション不足

自治会 ３班 理事会

未熟な活動

コミュニケーションをとることを大事に！

自治会 ３班 理事会

今度の課題

マップ

配布するにあたってか
かる費用を検討

学内、商店街に配布

新しい利用者が増える
かどうか

夏休み自由研究

無事に成功させる

イベント参加のリピー
ターになってもらう

課題に対する取組とその成果 今後の課題

現状調査の結果と導き出された課題 考察

課題に対する取組とその成果②

課題に対する取組とその成果①

活動目標

活動の背景と目的
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か活動が進まなかった。

　祭りへの参加は実際の出店ができなくなったとのこ

となので、自治会の行っている活動の手伝いと、神輿

を担ぐなどをすると決まった。

　幼稚園の子供たちの絵を飾るというのは唯一といっ

ていいほどまともに進んでいるもので、幼稚園へ訪問

し、書いてもらう内容を決め画用紙を渡す、展示する

方法を決める、までは完了したので、飾る部分の掃除、

絵の回収、実際の展示となるだろう。

【考察】
　もっと具体的な案を提示し、素早く活動を始めるべ

きだったと思われる。どこまでが許可を取る必要があ

り、またどこからが各自で行っていいかをもう少し考

えるべきだった。

【今後の課題】
　夏休み中に絵の展示を行おうと思っているので、絵

の管理を行うことと実際の評判を得ていくのが今後の

課題となると思う。成果自体は川越市で行っている祭

りにも絵の展示などで継続して行っていることから成

果は期待でいるだろう。成果を踏まえたうえで継続し

ていくべきかそうでないかを考える必要もありそう

だ。

　実際に行えなかった活動に関しての課題だが、これ

については私たちが実際に行おうとしている活動が、

商店街の理事会の方々から受け入れられるか、またそ

ういったニーズが実際に存在するかをしっかりとこち

ら側で考える必要があったと思われる。それに加え、

こちらの具体的な内容を伝えるのが遅かったというの

もあるので、次回からは活動計画などをもっと早く作

ることが必要となってくるだろう。

取組地区：霞ヶ関北地区
取組テーマ：まちの美化・取組の見える化

商店街を華やかに

【4班：もこ☆もこ】
リーダー：石川直希

サブリーダー：村上一記

班員：福嶋潤・小俣裕介　

【活動の背景と目的】
　地域環境について興味を持ち自分たちの住んでいる

場所を生活を豊かにするためにはどうすればいいかを

考える。

【活動目標】
　明るい印象を与える。

【現状調査の結果と導き出された課題】
　私たちが実際に商店街に赴き、現状調査をした結果、

私たちが抱いた感想としては、商店街の入口近くの店

がほとんど空いておらず、それに加え屋根の関係で商

店街自体に光が当たらず暗い印象を与えているため、

なかなか人が入りづらいのではないかと思った。人が

いないわけではないのだが、立ち止まっている人がと

ても少なく、あまり人のいないイメージを与えている

のではないだろうかと思った。

　課題としては、開いている店もあるので、素通りし

てしまう人たちの足を止められるようにすることと、

また商店街に明るいイメージを持たせることだろう。

【課題に対する取組とその成果】
　まず、私たちが行おうとした活動内容としては、柱

などにペンキで色を塗り明るいイメージを持てるよう

にする、幼稚園生の絵を飾り、素通りする人たちの足

を止める、また、あまり商店街を利用しない人たちに

商店街の中に入ってもらい馴染みを持ってもらう、そ

して商店街の中で行われている祭りへの参加である。

　取り組みの成果としてはあまり良いものは得られな

かった。

　というのも、柱に色を塗り明るい印象を与えるとい

うのが不可能になったからだ。商店街の理事会からの

許可が下りなかったことが主な原因だった。そのため、

代案として柱の掃除などを行おうと思ったのだが、そ

ちらの方も許可が下りたらできるという状態でなかな
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商店街を華やかに！

４班 もこ☆もこ

リーダー：石川直希

サブリーダー：村上一記

班員：小俣裕介

福嶋潤

現地調査

結果
• 屋根の関係で商店街自体
に日が当たらず暗い印象を
与えてしまっている

• 人はいるが、立ち止まって
いる人が少ない

課題
• 全体的な彩色を見直し、明
るい雰囲気をもたせる

• 目立った汚れを落とす

• 人の目を引くような何かを
取り入れる

• 商店街を明るくする
• 人と商店街との出会いを生む

主な活動内容

商店街の柱に彩色する

閉まっている店のシャッターに
絵を飾る

夏祭りへの参加

商店街の柱に彩色をする

橙色 黄色

赤色
現在

閉まっている店のシャッターに
絵を飾る

Before After

http://www.breadwig.com/2006/11/03/my-daughters-alien-2/

http://jp.123rf.com/photo_2548742_child-drawing-of-easter-bunny-chickens-and-eggs-made-with-wax-crayons.html
引用

夏祭りへの参加

• 自治会の人達に

「夏祭りを盛り上げて欲しい」とのこと。

• 会場のテント準備、午後からの神輿担ぎ

などに参加する予定。

• 夏祭りは8/24（土）、25（日）に開催予定。

• 反省点
１,商店街の柱彩色計画の失敗
２,商店街とのやりとりがスムースに行えず、なかな
か計画が実行に移せなかった

• 良かった点
１,商店街の方々だけでなく、自治会の方々とも交
流することができた

２,霞ヶ関幼稚園の協力を得られた

まとめ

今後の予定

かほくお手伝いサービスの方々、自治会の方々、
そして霞ヶ関幼稚園と協力しつつ、シャッターに絵を
飾り商店街に人を集める
8月の夏祭りに参加する

課題

どのようにシャッターに絵を飾り、どのように装飾
するかを考える

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（宣伝含）

今後の予定と課題

商店街の柱に彩色をする 今後の予定と課題

主な活動内容 まとめ

夏祭りへの参加

閉まっている店のシャッターに絵を飾る

現地調査

タイトル
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【考察】
　かほくお手伝いサービスは高齢者を中心としていて

若年層が 1 人もいない。商店街を歩いているのは通

学路で帰宅する小学生ばかりが目に入った。また、商

店街の近くにあるスーパーマーケットに買い物で足を

運ぶ若いお母さん達は多かったが、商店街で買い物を

している人は 1 人もいなかった。かほくお手伝いサー

ビスは私たちの通う大学近辺に位置しているが、それ

以前に角栄商店街の存在を知らなかった。このこと

も、今問題として挙げている若年層が少ない理由の一

部だ。

　まず、知名度を上げることが必要だ。このまま若年

層を増やさなければ、今後中心として活動をしていく

人たちがいなくなってしまう。その改善策として必要

とされるのは若く、体力のある私たち学生である。そ

のため、フリーメールを利用し、ボランティアメンバー

を募るという方法を用いて、地域の活性化と貢献を目

指していく。

【今後の課題】
　一度草取りに参加したとき、学生 5 人とお手伝い

サービスのスタッフ 1 人の計 6 人にも関わらず時間

のかかる作業だった。一番の課題はやはりボランティ

アスタッフの不足で、フリーメールの登録者を増やす

ことが必要である。お手伝いサービスだけでなく私た

ちも大学内で呼びかけを行い、ボランティア参加者の

増加を目指す。その際学生にとっての地域貢献のメ

リットをどのように説明するか、ということも課題に

なってくる。そしてフリーメールとブログでの活動を

継続して行っていく必要がある。

【かほくお手伝いサービスのブログ】
http://ameblo.jp/kahokuotetsudai/

取組地区：霞ヶ関北地区
取組テーマ：コミュニティ活動の支援

かほくお手伝いサービスへの支援

【5班：SOUTH】
リーダー：田島大輝

サブリーダー：蓮見翔哉

班員：太田ひとみ・佐賀裕梨香・哥祥子

【活動の背景と目的】
　今回、地域を活性化することに対する目的は、実際

に現地に向かい草むしりや部屋の掃除などを中心とし

た高齢者の手助けや、ブログを作成し、行事関係をアッ

プしたりすることをやっている。「お手伝いサービス」

は感謝されることや収入よりも、コミュニケーション

の輪を広げたりすることを目的とし取り組んでいる。

【活動目標】
　お祭り、お手伝いサービスの参加を通して地域の

方々と交流を深める。お手伝いサービスのスタッフが

70 歳以上の高齢者の方のみなので、東洋大学で学生

スタッフを募集し人員を増やすための広告を作る。ま

た、お手伝いスタッフに仕事の依頼を連絡するメーリ

ングリストを作成する。

【現状調査の結果と導き出された課題】
　現地調査の結果、角栄商店街にある「かほくお手伝

いサービス」ではカフェの営業や地域のボランティア

活動を行っており、メンバーは高齢の方が中心であっ

た。ボランティアは地域の住人宅の草取り、ごみ捨て、

清掃などを行っているが 1 回毎に参加するスタッフ

は少ない。またお手伝いサービスの活動や行事は商店

街利用者以外の人にあまり知られていない。

【課題に対する取組とその成果】
　活動スタッフの不足について、フリーメールを利用

してボランティアメンバーを募る。主に学生に登録し

てもらい、登録者には日時や活動内容が必要に応じて

送られる。そのために大学内でポスターを掲示し登録

を呼びかける。またボランティアやお手伝いサービス

での各行事はブログに掲載し宣伝や報告をすること

で、多くの人に活動内容を知ってもらい、かほくお手

伝いサービスに興味を持ってもらう。
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活動の背景と目的

若年層を
地域に取
り込む

高齢化

人口減
少

商店街
の衰退

少子化

角栄商店街の様子

活動目標

・サービス
活動の支援

• 若年層と地域
の交流を生み
出す

• 双方にベネ
フィットをも
たらす

スタッフ増
員のための
広報活動

• 若年層を中心
にスタッフ増
員

• 安定したサー
ビス活動を目
指す

メーリング
リスト作成

• スタッフとの
連携を円滑に
する

• 仕事依頼・連
絡を簡略化

現状調査の結果と
導き出された課題

現在所属しているサービススタッ
フの４５％が高齢者である

•⇒労働層スタッフの増員

仕事に対応できるスタッフが固定
されている（いつも特定のスタッ
フしか活動していない）

•⇒実質動員できるスタッフの増員

課題に対する取組とその成果①

サービス活動への参加

• 業務内容は庭の掃除,荷物運送など

課題に対する取組とその成果②

サポートスタッフ増員のための

広報活動

課題に対する取組とその成果②

考察

• 少子化高齢化
• 人口減少

地域衰退

• 若年層スタッフ
の増員

• 労働者・消費者
の増加

若年層の

取り込み • 活動人口の増加
• 若年層と地域コ
ミュニティの交
流

地域活性化

今後の課題
• 学生がサービス活動に参加することによっ
てどのような利点があるか

• 活性化活動の経験・地域コミュニティとの
ネットワーク構築などメリットを明確にし
て広報しなければスタッフ参加は見込めな
い

学生側の

ベネフィットの
明確化

• 今年度だけでなく長期的に活動してこそ効
果がある

• 来年度以降の活動の引き継ぎが不透明
活動の持続性

課題に対する取組とその成果① 今後の課題

現状調査の結果と導き出された課題 考察

課題に対する取組とその成果②

課題に対する取組とその成果②

活動目標

活動の背景と目的
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これら結果が人々にどのような影響を与えたのかを調

べるためにアンケートを作成した。

　私たちは、7 月 8 日の呑龍デーにチラシとアンケー

トを配るため、1 週間前にポスターを張ってもよいか

という許可を取るため、中央通りの商店街のお店に聞

き込みをした。成果は、あまり多くのポスターを張っ

てもらうことはできなかった。チラシとアンケートに

ついては当日に行ったが、平日と猛暑だったためか、

人が少なく目的としていた配る枚数が半分以下という

結果になってしまった。

【考察】
　7 月 8 日の呑龍デーにあまり人が集まらなかった理

由は、初めて参加した呑龍デーの曜日は土曜日だった

ため、私たちは平日のイベントでも多く人が集まるで

あろうと過信していたことが、チラシとアンケートを

半分以下しか配れなかったという結果になってしまっ

たと思われる。また、7 月 8 日の呑龍デーの様子をみ

ると、高齢者が多く、呑龍デーは、コミュニケーショ

ンの場所として、多くの高齢者が利用しているのでは

ないかと考えた。

【今後の課題】
　若い人が少ないため、商店街の人たちと若い人を取

り入れる活動についての話し合いが必要である。また、

今回は事前に呑龍デーに参加した回数が 1 回だった

ので、今後は事前に参加する回数を増やし、現地でし

か得られない情報をより多く得ることが必要である。

また、チラシの配布も 1 日のみだったが、今後は回

数を増やすことで結果が変わるであろうと思われる。

イベントの中心内容を捉え、人を引き付けられる内容

を一目でわかるチラシを作成する。

取組地区：川越中心市街地（中央通り）
取組テーマ：イベントの認知向上

蓮馨寺・呑龍デー活性化プロジェクト

【6班：片栗粉 JAPAN】
リーダー：飯塚右京

サブリーダー：石塚優一

班員：大久保啓輔・三澤紀允

【活動の背景と目的】
　川越中心市街地の中央通り（連雀町交差点と仲町交

差点の間）にある蓮馨寺で毎月 8 日に行われる「呑

龍デー」として、露店・フリーマーケット・バザー・

辻講釈といったイベントを多くの観光客に知ってもら

うことにより、中央通りにある多くのお店に足を運ん

でもらい、中央通りの活性化を目指す。

【活動目標】
　「毎月 8 日は呑龍デー」ということを観光客に意識

してもらい、毎回多くの観光客が呑龍デーに参加して

もらいたい。また、呑龍デーに参加して、若い人が高

齢者に比べて少ないと感じたため、多くの若い人を参

加させたい。最後に、私たちは、呑龍デーを多くの人

に知ってもらい、さらに賑わいをもたせることも目標

にしているが、中央通りの商店街の活性化も目的なた

め、呑龍デーが行われていない日でも、観光客が中央

通りを訪れることを目標にしたい。

【現地調査の結果と導き出された課題】
　平日の中央通りは、菓子屋横丁や蔵造りの街並みと

比べると人が少なく、暗いイメージがあった。また、

若い人も菓子屋横丁や蔵造りの街並みと比べると少な

いと感じた。6 月 8 日の呑龍デーに参加した結果、賑

わっており、若い人や子連れの人も多く参加していた。

　導き出された課題として、呑龍デーが多くの人々を

集めさせるイベントであるため、呑龍デーのイベント

を多くの人々に宣伝することにより、菓子屋横丁や蔵

造りの街並みにない部分をアピールすることで中央通

りの活性化につながると考えた。

【課題に対する取組とその成果】
　呑龍デーを宣伝するために行ったことは、中央通り

の商店街に張ってもらうポスター作り、また、通行人

に渡すための呑龍デーについてのチラシ作り、そして、
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川越中心市街地の中央通り 丁目の連雀町交差点と仲町交差
点の間にある蓮馨寺で毎月 日に行われる露店・フリーマー
ケット・バザー・辻講釈といったイベントの呑龍デーを多くの観
光客に知ってもらうことにより、中央通り 丁目にある多くのお
店に足を運んでもらい、中央通り 丁目の活性化を目指す。

活動の背景と目的

現地調査の結果と課題

菓子屋横丁や蔵造りの街並みと比べ、観光客が少ない。
→チラシの配布を配る場所を考え、人が流れてくるようにする。

中央通２丁目は全体的に暗い色で構成されているように見える。
そのため若い人たちは近寄りにくさを感じるかもしれない。
→私たちが製作するポスターの色を明るめの色で作り、少しでも
明るい雰囲気を作る。

菓子屋横丁や蔵造りの街並みの魅力が大きいためか、それに勝る
中央通２丁目の魅力を見つけるのが難しい。
→呑龍デーという地域のイベントを使い、菓子屋横丁や蔵造り
の街並みにない部分をアピールする。

・呑龍デーを多くの人に知ってもらうために、中央通り 丁目
の商店街にポスターを貼り、また、通行人に渡すための呑龍
デーについてのチラシ作り、そして、これら結果が人々にどの
ような影響を与えたのかを調べるためにアンケートを作成し
た。

・ 月 日の呑龍デーにチラシとアンケートを配るため、ポス
ターを張る許可を取るため、中央通り 丁目の商店街のお店
に聞き込みをした。

課題に対する取り組み

チラシ
配布場所

活動結果

ポスター
川越中央通り 丁目商店街にある 店舗

チラシ配布
活動時間： 時 分～ 時 分
北側：２０枚
南側：３５枚 予定では共に５０枚

アンケート
活動時間： 時 分～ 時 分
人 （予定では 枚）

アンケート結果
呑龍デーをどこで知ったのか

学生によるチラシ

インターネットや学生

のチラシを除く広告
もともと知っていた

その他

どこから来たか

市内

川越市を除く県内

県外

年齢

未満

～

～

以上

中央通り２丁目に対する印象

活気付いてい

る

活気付いてい

ない

その他

成果

・今回の活動では私たちが作成したチラシやポスターにより
呑龍デーに参加した人は 人中 人という結果になった。

・チラシの配布が 枚、また、さまざまな理由により、ポス
ターを貼ることを断られ、結果的に 枚しかポスターを張る
ことができなく、配布時間も予定より短くなったという状況で
人が来てくれたということはいいほうかもしれない。

・呑龍デーが終わるのが早く、アンケートの対象者が 人だ
けになってしまった。 人だとアンケートの信憑性も欠いてし
まい、私たちの計画に問題があったためにこのような状況に
なってしまった。

月 日の呑龍デーにあまり人が集まらなかった理由は、現
地調査を行ったときの呑龍デーの曜日は土曜日だったため、
私たちは平日のイベントでも多く人が集まるであろうと思っ
ていたが、チラシとアンケートを予定の半分しか配れなかった
という結果になってしまった。

また、 月 日の呑龍デーの様子をみると、高齢者が多く、
呑龍デーは、コミュニケーションの場所として、多くの高齢者
が利用しているのではないかと思われる。

まとめ

「呑龍デー」のちらしと配布場所 まとめ

課題に対する取り組み 成果

アンケート結果

活動結果

現地調査の結果と課題

活動の背景と目的
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ニング屋など観光客には必要ないのではと思われる情

報も載っていることなど気になる点もあったため、整

理する必要があると感じた。

【課題に対する取組とその成果】
　最初に挙げた「店を知らない」という点は、マッ

プに特集ページを作ることを考えている。2 つほどの

店を取り上げ、セールスポイントや販売しているメ

ニューなどを載せる。特集のように少しでも大きく紹

介されている店があれば興味を持つきっかけになるの

ではないかと考えた。また、全部のパンフレットに同

じ店の特集ではなく、違う店を掲載するようにすると

偏りはなくなり、面白いのではないかと思った。2 つ

目に挙げた「店を探しにくい」などの点はまず掲載す

る店を絞った。細かいグループにするのではなく食べ

物と買い物と大きく 2 つに分けることにした。それ

らの考えをまとめ、マップ案を形にしてみた。

【考察】
　中間発表での提案から絞り込み、最終的に自分たち

なりのマップ案を形にできたこと、店の一覧を一面に

まとめられたことは良かったと思う。店の方の話も聞

くことができ、特集ページも作ることが出来た。実際

にこのマップをどう活用していくか。ネット上に載せ

るとするならアクセスが多いであろう川越の観光地の

ホームページに載せてもらうのがよいのではないか。

それだけでなく観光客の手に直接渡るとより効果があ

ると考えられるので形にしたい。だが全部同じものを

印刷するわけではないので費用が掛かってしまう。実

際に作る時はそのような問題も考えていかなければな

らないと感じた。

【今後の課題】
　費用の問題のほか、特集ページで載せる店は複数に

なるので店への取材や閉店してしまっている店がない

かのチェックなど調査に時間がかかってしまう。また、

マップに載せないと判断した店もあるので、商店街の

方々としっかりと話し合う必要も出てくる。さらに今

回の目標は新しいマップ案を考えることだったが、次

に置く場所も考えなくてはいけない。ホームページや

駅、観光地のほうに置いてもらえるよう交渉する必要

がある。

取組地区：川越中心市街地（中央通り）
取組テーマ：商店街の情報発信支援

中央通りに興味を持ってもらおう！
－マップ改善－

【7班 :teamABBB】
リーダー : 牧野奈緒

サブリーダー : 三上典子

班員 : 石井桃子・加藤彩奈

【活動の背景と目的】
　私たち 7 班は中央通りを対象としマップの改善を

テーマにあげることにした。中央通りはシャッターが

閉まっている店もあり、どこか暗い印象を持ってしま

うが 1 つ 1 つの店に暗い印象はない。また、全く人

が通らないというわけではなく観光地へ向かう人々が

バスや徒歩で通っている。この人たちの足をどうすれ

ば止めることができるのか。それをマップの改善とい

う視点から取り組みたいと考えた。

【活動目標】
　たとえ店で買い物をしないとしても、店に人が出入

りするだけで、中央通りを歩く人が増えるだけで通り

の活気は変わるのではないかと考えた。バスや徒歩で

通り過ぎてしまう人たちの気をどのようにして引かせ

るのか、そのために現在あるマップのどこを変えると

よいのかを考え、新しいマップ案を作ることを目標と

した。

【現状調査の結果と導き出された課題】
　現地調査をして感じたことは中央通り全体では暗い

印象を持ってしまうとしても、店 1 つ 1 つに暗い印

象はないということ。店の種類も履物屋からカフェな

ど幅広く、通る人に声をかけて販売する店もあれば、

気軽に立ち寄ることができる店もある。しかし、そう

いう店があることを知らないから興味も持てず、中央

通りを通り過ぎてしまう人が多いのではないかと考え

た。そのため中央通りの店をもっと知ってもらう必要

があると感じた。

　また、現地調査の時に渡されたマップを使いながら

歩いてみたものの、店の紹介を探すのに時間がかかっ

たり、店の一覧が裏表に書かれていたりと分かりづら

い点があった。掲載されている店がいくつかのグルー

プに分かれていたがその分け方が曖昧なこと、クリー
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活動の背景と目的

中央通り全体では暗い印象を持った

１つ１つの店に暗い印象はない

観光地へつながるため、人は通る

✾

観光客の足を
とめることはできないか？

マップの改善！

現状調査からみえた課題 <2>✾

・目的の店の紹介を探すのに時間がかかる。

・店の一覧が表と裏に書かれている。

・グループ化が曖昧

・クリーニング屋などは載せる必要あるのか？

マップの新しい案を提出！

取り組み✾

観光客向けに作り直す！

店を知らないから通り過ぎるのでは？

特集ページを作る！

マップが分かりにくい

課題に対する取り組み <1>✾

例）

特集ページを作る

マップが分かりにくい

・店内で食べられる飲食店

・上記以外の食べ物屋

・雑貨・おもちゃ・服・

花・米・人形・とうふ・

リサイクル･･･

・クリーニング・サロン・

写真館･･･

・飲食店

・買い物

２つに絞る！

課題に対する取り組み <2>✾

マップ案✾

今後の課題✾

店舗への
調査時間

商店街の方々
との話し合い

置く場所

製作費用

課題に対する取り組み①

取り組み 今後の課題

マップ案

課題に対する取り組み②

現状調査からみえた課題

活動の背景と目的
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ねるうちに、現地の商店の高い実力や、その強い地元

愛を肌で感じた。

　わたしたちはこのような現地の方たちとのふれあい

を通して感じた印象や、実際に足を運んだ川越中心市

街地の魅力的な商店や施設をいくつかピックアップ

し、数回にわたる記事にまとめ、ブログにアップした。

　また他の班が並行して制作したプロモーション動画

をブログとリンクさせることで、より説得力のあるも

のとなった。

【考察】
　ただブログなどを作っただけでは、見てくれる人は

少なくプロモーション効果は薄いと感じた。

　アクセス数を上げるには検索エンジンで上位表示さ

せるのが最も効果的だが、短期間で効果をあげるには

技術的に難しく、検索エンジンのアルゴリズムも日々

変化する為、より長期的なスパンで考えることが重要

になる。

　今回行わなかった Twitter や Facebook などの SNS

を利用したプロモーションも、コミュニケーションを

とりやすいなどブログにはないメリットもあるので、

それらも取り入れ , 相互リンクさせるなどそれぞれを

連携させることでより大きな効果が期待できる。

【今後の課題】
　検索エンジンで上位表示させるための継続的な取り

組み。低予算、短期間でプロモーション効果をあげら

れるような Web 媒体の検討、またそれらの連携。

【川越中心市街地活性化プロジェクトのブログ】
http://ameblo.jp/toyo-project/

取組地区：川越中心市街地（中央通り）
取組テーマ：商店街の情報発信支援

Web 上でのプロモーション活動

【8班 : 川越地域活性化プロジェクト】
リーダー : 鈴木亮平

サブリーダー : 多胡慶太

班員 : 大石健仁・伊藤幹

【活動の背景と目的】
　わたしたちは幅広い層、特に若年層へ向けた川越中

心市街地のプロモーション活動の必要性を感じ、その

媒体として Web を利用することにした。

　Web を利用することの大きな長所として、まずコ

ストをほとんどかけずに多くの人に宣伝できる点が挙

げられる。また、常に最新の情報を反映、拡散できる

という利点もある。

　以上の理由から Web を利用したプロモーション活

動が最適だと考えたわたしたちは、今回試験的な取り

組みとして比較的手軽に行うことが出来る手段を検討

した結果、ブログを書くことによる宣伝活動に取り組

むことに決めた。

【活動目標】
　川越中心市街地の魅力を紹介して多くの人々に意

欲、関心を起こさせる。

　さらに訪れる人々への具体的な案内情報を発信する

ことで , 実際に現地に足を運ぶきっかけ作りとする。

【現状調査の結果と導き出された課題】
　対象地区の商店街では、駅前に大型店舗が出店して

いることや商業者の高齢化などにより、空き店舗が増

え客足が遠のいており、また客層も観光客以外は地元

の昔からの常連客が占める割合が大きくこちらも高齢

化がすすんでいる。

　これらをふまえて特に若年層に足を運んでもらえる

ような取組の必要性を感じた。

【課題に対する取組とその成果】
　わたしたちは現地の声、生の情報を発信するために

積極的に現地に足を運び、実際に商店を経営している

方や、小江戸川越観光協会の関係者の方などに話を

伺った。

　また飲食店では実際に料理をいただくなど調査を重
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８班 川越地域活性化プロジェクト

リーダー：鈴木亮平

サブリーダー：多胡慶太

班員：大石健仁 伊藤幹

活動の背景と目的
 わたしたちは幅広い層、特に若年層へ向けた川越中心
市街地のプロモーション活動の必要性を感じ、その媒体
としてWebを利用することにした。

 Webを利用することの大きな長所として、まずコストをほ
とんどかけずに多くの人に宣伝できる点が挙げられる。ま
た、常に最新の情報を反映、拡散できるという利点もある。

 以上の理由からWebを利用したプロモーション活動が最
適だと考えたわたしたちは、今回試験的な取り組みとして
比較的手軽に行うことが出来る手段を検討した結果、ブ
ログを書くことによる宣伝活動に取り組むことに決めた。

活動目標
 川越中心市街地の魅力を紹介して多くの人々に意欲、
関心を起こさせる。

 さらに訪れる人々への具体的な案内情報を発信すること
で,実際に現地に足を運ぶきっかけ作りとする。

面白そう！

いってきます！

現状調査の結果と導き出された課
題
 対象地区の商店街では、駅前に大型店舗が出店してい
ることや商業者の高齢化などにより、空き店舗が増え客
足が遠のいており、また客層も観光客以外は地元の昔か
らの常連客が占める割合が大きくこちらも高齢化がすす
んでいる。

 これらをふまえて特に若年層に足を運んでもらえるような
取組の必要性を感じた。

課題に対する取組とその成果
 わたしたちは現地の声、生の情報を発信する
ために積極的に現地に足を運び、実際に商店
を経営している方や、小江戸川越観光協会の
関係者の方などに話を伺った。

 また飲食店では実際に料理をいただくなど調
査を重ねるうちに、現地の商店の高い実力や、
その強い地元愛を肌で感じた。

 わたしたちはこのような現地の方たちとのふれ
あいを通して感じた印象や、実際に足を運ん
だ川越中心市街地の魅力的な商店や施設を
いくつかピックアップし、数回にわたる記事にま
とめ、ブログにアップした。

 また他の班が並行して制作したプロモーション
動画をブログとリンクさせることで、より説得力
のあるものとなった。

考察
 ただブログなどを作っただけでは、見てくれる人は少なくプロモー
ション効果は薄いと感じた。

 アクセス数を上げるには検索エンジンで上位表示させるのが最も効
果的だが、短期間で効果をあげるには技術的に難しく、検索エンジ
ンのアルゴリズムも日々変化する為、より長期的なスパンで考えるこ
とが重要になる。

 今回行わなかったtwitterやfacebookなどのSNSを利用したプロ
モーションも、コミュニケーションをとりやすいなどブログにはないメ
リットもあるので、それらも取り入れ,相互リンクさせるなどそれぞれを
連携させることでより大きな効果が期待できる。

今後の課題
 検索エンジンで上位表示させるための継続的な取り組み。
低予算、短期間でプロモーション効果をあげられるような
web媒体の検討、またそれらの連携。

現状調査の結果と導き出された課題

活動目標 今後の課題

考察

課題に対する取組とその成果

活動の背景と目的

タイトル
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寺内にあるお団子店「松山商店」の魅力、情報を紹介

した動画を作成しました。作成した動画は YouTube

にアップロードし Google などの検索エンジンで川越

の情報を検索した人の目に付くよう工夫しました。

　また、８班が取り組んでいる商店街紹介ブログに私

たちが作成した動画の URL を貼付けることで、文字

だけでなくより詳しい情報を得ることが出来ます。

　成果として、７月 15 日から動画の公開を始め、再

生回数は「まことや」38 回　「松山商店」20 回　「蓮

馨寺」15 回でした。この紹介動画をネット上に公開

してから期間が短いこともあり再生回数はまだ少ない

ですが、日を追うごとに再生回数が増えており今後に

期待が持てるのではないでしょうか。

【考察】
　今回取材させていただいた飲食店のご主人、蓮馨寺

のご住職には快く取材・動画撮影に応じて頂けました。

動画の撮影にあたり当初はどの飲食店を取材するか、

どのように紹介すれば興味を持ってもらえるか、どの

ような動画の構成にするかなど班でよく話し合うこと

で、より良い紹介動画を完成させました。

　今回の取材を通して、今まで知らなかった商店街の

魅力を再発見することができ、より多くの人に情報を

発信することが出来ました。

【今後の課題】
　今回、時間の問題やオーナーの方が不在で許可を得

ることが出来ず、取材を行えなかったお店が何店かあ

りました。また、営業時間中に取材や動画撮影を行う

ことは他のお客さんに迷惑が掛かったり、オーナーの

方が急がしかったりと非常に難しく感じました。しっ

かりと取材・動画撮影を行う為には、事前にお店の

オーナーの方にどういった目的で取材を行い、撮影し

た動画をどこで使うかなど詳しく説明することが必要

です。

　そして今後さらに動画を充実させていくには、オー

ナーの方が確実にいらっしゃる時間に電話などをし、

許可を得た上で改めて詳しい説明を行いオーナーの方

のご理解とご協力が必要だと強く感じました。

取組地区：川越中心市街地（中央通り）
取組テーマ：商店街の情報発信支援

映像による川越中央通り二丁目商店街の
魅力紹介

【10班：＋ 5】
リーダー：五十木純

サブリーダー：吉田浩人

班員：佐藤彰彦・小宮敦・山内智弘

【活動の背景と目的】
　私たちは川越中央通り二丁目商店街の魅力を沢山の

人に発信するために商店街の飲食店・名所の紹介動画

を作成しました。

　飲食店を中心に紹介することで、商店街にあまり立

ち寄らない若い人が関心を持って訪れるようなきっか

けを作りたいです。

　また８班の商店街紹介ブログに動画のリンクを貼る

ことで、文字だけでは得ることができない情報をたく

さんの人が得ることができると考えています。

【活動目標】
　作成した動画をネット上に公開することで多くの人

に商店街の魅力、情報を知って頂き商店街に訪れる人

を増やしたい。

　若い人が興味を持ちやすい飲食店に注目し、紹介す

ることで興味関心を引きたい。

　８班が取り組んでいる、商店街紹介ブログに動画の

リンクを掲載してもらうことでより詳しい情報を発信

したい。

【現状調査の結果と導き出された課題】
　今回 2 件の飲食店と蓮馨寺でお話を伺うことがで

きました。共通しておっしゃっていたことは「若者が

なかなか訪れない」ということです。商店街には若い

人が買い物に立ち寄るようなお店がありません。しか

し商店街にあるお店は、若者も立ち寄りたくなるよう

な飲食店が豊富です。

　よって飲食店と商店街のシンボル的存在である蓮馨

寺を紹介することで商店街の魅力を引き出すことがで

き、若い人が立ち寄るようになるのではと考えます。

【課題に対する取組とその成果】
　焼きそばが有名な「まことや」さん、蓮馨寺、蓮馨
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活動の背景と目的

・私たちは川越中央通り二丁目商店街の
魅力を沢山の人に発信するために

商店街の飲食店・名所の紹介動画を作成
しました。

活動目標

作成した動画をネット上（YouTube）に公
開することで多くの人に

商店街の魅力、情報を発信！！

引用： http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/YouTube_Logo.svg

現状調査の結果と導き出された課題

共通しておっしゃっていたことは

「若者がなかなか訪れない」

現状調査の結果と導き出された課題

商店街には若い人が買い物に
立ち寄るようなお店がありません。

現状調査の結果と導き出された課題

しかし、商店街にあるお店は若者も
立ち寄りたくなるような

飲食店が豊富！！

課題に対する取組とその成果

• 焼きそばが有名な「まことや」さん

• 蓮馨寺

• 蓮馨寺内にあるお団子店「松山商店」

• 魅力・情報を紹介した動画を

• 作成しました。

８班が取り組んでいる商店街紹介ブログに私たちが作成
した動画のURLを掲載。

文字だけでなくより詳しい情報を得ることが出来ます。

考察

•今回取材させていただいた飲食店のご主人、蓮馨寺
のご住職には快く取材・動画撮影に応じて頂けました。

今回の取材を通して、今まで知らなかった商店街の
魅力を再発見することができ、より多くの人に情報を
発信することが出来ました。

今度の課題

今後さらに動画を充実させていくにはオーナーの方のご理解と
ご協力が必要だと強く感じました。

今回、時間の問題やオーナーの方が不在で許可を得ること
が出来ず、取材を行えなかったお店が何店かありました。

現状調査の結果と導き出された課題② 今後の課題

現状調査の結果と導き出された課題① 考察

課題に対する取組とその成果

現状調査の結果と導き出された課題③

活動目標

活動の背景と目的
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てあるという状況も多く見られた。これらのことより、

ごみを増やさず、きれいな街並みを保つためには、ご

みをしっかり捨てることができる場所を増やすこと、

またそれらをしっかりと管理することが必要であると

考えた。

【今後の課題】
　今回のクリーン活動を通して、一見きれいに見える

川越にも「こんなにごみが落ちているのか」という驚

きや、「こんなところにこんなお店があったんだ」と

いう発見があり、川越に対する興味関心が以前よりも

かなり高くなった。このような体験を若い人たちにし

てもらえれば、川越に興味を持つ若い人が増え、活性

化にもつながるだろう。これからクリーン活動をどの

ようにしていろんな人たちに参加してもらうかという

のが課題である。

取組地区：川越中心市街地
取組テーマ：市民活動支援

川越クリーン活動

【9班：フラペチーノ】
リーダー：渡邊了允

サブリーダー：小林克彦

班員 : 増田大樹・佐藤雄真・新垣貴章

【活動の背景と目的】
　川越中心市街地の古き良き街並みをよりきれいな街

並みにするために、クリーン活動を行うことで、川越

の観光客を増やし、川越の活性化につなげる。

【活動目標】
　クリーン活動を行うことで川越をきれいにする。ま

た、どのようにしてこれからそのきれいな街並みを保

てるかを考える。

【現状調査の結果と導き出された課題】
　大きな目立ったごみはあまり見られないが、道路と

歩道の間などには吸い殻など小さなごみがかなり多

かった。また、今回クリーン活動をするにあたって、

実際に川越でクリーン活動を行っている武田侃蔵さん

と、同じく武田さんとクリーン活動を行っている仲間

のみなさんに川越のクリーン活動の現状を聞いたとこ

ろ、クリーン活動を行っている団体は他にもいくつか

あり、クリーン活動自体は頻繁に行われていることが

わかった。しかし、団体同士の横のつながりがないた

め、団体同士で協力してクリーン活動を行うことがで

きず、各々で行っている現状である。課題は、どのよ

うにしてクリーンな街並みを保つか、またクリーン活

動の輪をどのように広げるかである。

【課題に対する取組とその成果】
　どのようなごみがどのような場所に多いのかという

のを把握するため、カウンターを使い調査しながらク

リーン活動を 2 度行った。その結果圧倒的に「たば

この吸い殻」が多いことがわかった。

【考察】
　吸い殻が多いのは、喫煙所が少ないことが関係して

いると考えられる。また、自販機の横のごみ箱がいっ

ぱいであふれてしまっていて、空き缶がその場に捨て
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川越クリーン活動

9班 チーム名フラペチーノ

リーダー：渡邊了允

サブリーダー：小林克彦

班員：増田大樹

佐藤雄真

新垣貴章

活動の背景と目的

• 川越中心市街地の古き良き街並みをよりき
れいな街並みにするために、クリーン活動を
行うことで、川越の観光客を増やし、川越の
活性化につなげる。

活動目標

• クリーン活動を行うことで川越をきれいにす
る。また、どのようにしてこれからそのきれい
な街並みを保てるかを考え、さらに川越の活
性化につなげることができるか具体的に導き
出す。

現状調査の結果と導き出された課題

• 大きな目立ったゴミはあまり見られないが、道路と歩
道の間などには吸い殻など小さなゴミがかなり多かっ
た。また、今回クリーン活動をするにあたって、実際に
川越でクリーン活動を行っている武田侃蔵さんと、同
じく武田さんとクリーン活動を行っている仲間のみなさ
んに川越のクリーン活動の現状を聞いたところ、ク
リーン活動を行っている団体は他にもいくつかあり、ク
リーン活動自体は頻繁に行われていることがわかっ
た。しかし、団体同士の横のつながりがないため、団
体同士で協力してクリーン活動を行うことができず、
各々で行っている現状である。課題は、どのようにし
てクリーンな街並みを保つか、またクリーン活動の輪
をどのように広げるかである。

課題に対する取組とその成果

• どのようなゴミがどのような場所に多いのかとい
うのを把握するため、カウンターを使い調査しな
がらクリーン活動を２度行った。その結果圧倒的
に「たばこの吸い殻」が多いことがわかった。

。

考察

• 吸い殻が多いのは、喫煙所が少ないことが
関係していると考えられる。また、自販機の横
のゴミ箱がいっぱいであふれてしまっていて、
空き缶がその場に捨ててあるという状況も多
く見られた。これらのことより、ゴミを増やさ
ず、きれいな街並みを保つためには、ゴミを
しっかり捨てることができる場所を増やすこ
と、またそれらをしっかりと管理することが必
要であると考えた。

今度の課題

• 今回のクリーン活動を通して、一見きれいに
見える川越にも「こんなにゴミが落ちているの
か」という驚きや、「こんなところにこんなお店
があったんだ」という発見があり、川越に対す
る興味関心が以前よりもかなり高くなった。こ
のような体験を若い人たちにしてもらえれば、
川越に興味を持つ若い人が増え、活性化に
もつながるだろう。これからクリーン活動をど
のようにしていろんな人たちに参加してもらう
かというのが課題である。

現状結果の結果と導き出された課題 今後の課題

活動目標 考察

活動の様子

課題に対する取組とその成果

活動の背景と目的

タイトル
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から少し外れているため簡単な外国語の案内表示をつ

くるべきと考えた。また、蔵造りの街並みに初めて来

た人が、多くの芋菓子の中でもイチオシのものを食べ

ることができるようにする。

【課題に対する取組とその成果】
　今回の調査結果を地図にそれぞれまとめ、人力車と

時の鐘、菓子屋横丁の案内表示がないということで、

それを街の中に置くことを想定しておく場所を考え、

英語の看板の見本を作る。また、一番街にある芋菓子

を食べ歩き、独自のおすすめの菓子のランキングをつ

ける。それぞれの地図の良いところを盛り込みつつ、

自分たちでアレンジを加えてわかりやすく 1 つの地

図にまとめる。

【今後の課題】
　外国語の看板の設置、地図の改善を市役所へ働きか

ける。

取組地区：川越中心市街地
取組テーマ：観光地の国際化支援

川越中心市街地―更なる発展へ―

【11班：やまね】
リーダー：田山めぐみ

サブリーダー：石井ありさ

班員：木村怜美・松澤恵梨奈

【活動の背景と目的】
　私たちは川越の蔵造りの街並みに注目した。初めて

訪れた時は古い街並みが印象的で落ち着いた場所だな

と感じた。観光客も多く、外国の人も多くいた。しか

し、周りをよく見まわしてみると、外国語で表記され

ていない看板があったり、どこに何があるのかわから

なかったりしたので、蔵造りの街並みにもっと観光客

が訪れるよう、外国人に親切な街並みを作っていくこ

とを私たちの目的として設定した。

【活動目標】
　私たちは、以上の目的を達成するために、「川越中

心市街地のさらなる発展へ貢献しよう」という大きな

目標を立てた。そのための小さな目標として、私たち

は特に外国人観光客に優しい街づくりをすることで、

川越市街地を発展させようということを考えた。そし

て、「外国人観光客の方にも優しい街づくりのアイディ

アを川越市へ提出する」ということを目標に活動を開

始した。

【現状調査の結果と導き出された課題】
　調査結果として以下のことが挙げられる。当初は少

ないと考えていた外国の看板が 9 つ確認することが

でき、公共のものと民間のものがそれぞれあった。そ

の中で、外国人には珍しいであろう人力車の看板が日

本語で表記されていたため、外国人が興味を持っても

わからない可能性がある。同じく、時の鐘や菓子屋横

丁がどこにあるか外国語の看板がないため、わかりづ

らい。川越中心市街地の一番街には数多くの有名な芋

菓子が販売されているが、種類が多すぎて何を食べれ

ばよいかわからないこと、川越のマップが多すぎて情

報が統一されていないため不便だと感じた。

　これにより、導き出された課題は、人力車をより外

国人に利用してもらうために人力車の外国語の説明書

きを置くことと、時の鐘や菓子屋横丁は一番街の通り
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・古い街並みが印象的である
・落ち着いた場所である
・観光客が多い
・外国の人もたくさん居る

＜問題点＞
・外国語で表記されていない看板が多い
・どこに何があるかわからない

蔵造りの街並みにもっと観光客が訪れるよう
外国人に親切な街並みを考え、提案しよう

菓子屋横丁

時の鐘

英訳

４位

第１位
（菓匠芋乃蔵 川越本店） ２位

（菓匠右門）

３位
（亀屋）

「王様のブランチ」で
紹介されました！！！

調査結果　①看板（英語表記有・民間） 調査結果　②ランキング

調査結果　①看板（英語表記有・公共） 調査結果　①看板（英訳したい）

調査結果　①看板（英訳したい）

調査結果　①看板（新たに設置したい）

調査結果　①看板

研究動機



 


