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2-1班 「かほくお手伝いサービス」の利用・運営状況の考察 
 

 
 

 
１．研究の背景 
	 少子高齢化の影響によって、埼玉県霞ヶ関にある角栄商店

街はシャッターが閉まっている店舗が多い。エコスを中心と

してその周辺は賑わっているが、端のほうに行くと住宅が多

く、閑静な様子であった。その商店街のなかに「かほくお手

伝いサービス」と呼ばれる主に霞ヶ関北地区で行われている

高齢者お手伝いサービスがある。「かほくお手伝いサービス」

は高齢者支援サービス事業団体である。現在埼玉県からの助

成金で成り立っている。しかし、この助成金は今年度で終了

してしまい来年度から経営を安定させ、サービスを継続させ

て行くのは困難だと思われる。「かほくお手伝いサービス」

は口コミやインターネットを使用したホームページや

Twitter などで周知を図ったがあまり効果が出ていない。お
手伝いをしてもらいたい（助けてほしい）「利用者会員」と

お手伝いする側の「サポートスタッフ」がいる。年々利用会

員は増加しているが、支援を行うサポートスタッフも高齢化

が進み、現段階では高齢者が高齢者を助けるような形である。

その他に団体の経済的な援助をする「賛助会員」がいる。高

齢者が高齢者を支援するのは大変なこともあり、若い人の力

が足りない。今後このサービスを継続していくためには、

様々な課題に対し取り組む必要がある。 
２．課題 
	 お手伝い内容に体力が必要なことが多く、女性や年配の方

には困難な場合があるため、どのようにして若い男性スタッ

フを増やすかが課題である。また、利用者およびサポートス

タッフの名簿、お手伝い内容のデータに関しては、活用しや

すいデータにまとめなおすことが課題だ。「かほくお手伝い

サービス」の事務所が、サービスを広く周知させるための活

動をしているが、あまり成果は出ておらず、大幅な改善や工

夫が必要である。インターネットを使用した Twitter や
Facebook は既存のものがあるが、フォロー数が少なく内容
がないため、「かほくお手伝いサービス」を周知させるまで

には至っていない。2-2班と合同でこれらの SNSを使用して
「かほくお手伝いサービス」を周知させることが課題である。

また、インターネットを利用しない年齢層や掲示板や回覧板

を見ない世代にどうやって「かほくお手伝いサービス」を知

ってもらうかが問題である。 
３．研究の目的 
	 「かほくお手伝いサービス」は様々な困難に直面しており、

その要因として賛助会員の不足やサポートスタッフの人数

不足、若い人の不足が挙げられるため、事務所の方々からい

ただいたお手伝い内容のデータをグラフ化し、目で見てすぐ

わかるようにまとめる。多角的に調査をすることで、改善案

を提示するためである。それらを改善する方法として、より

多くの人に「かほくお手伝いサービス」を知り、支援してい

ただくために Twitterや Facebookを利用し、より多くの人の
目に触れる機会を作る。 
４．研究の実施方法 
（1）SNSの立ち上げ 
	 「かほくお手伝いサービス」を周知させるために、SNS
を利用することにした。2-1班は投稿内容の参考例を考察し
2-2班が Twitterや Facebookの立ち上げを行った。今後は霞
ヶ関周辺に暮らす大学生や主婦層など、SNS を利用してい
る若者に向けてサービスの周知向上を図る。 
（2）Twitterと Facebookの講習会 
	 かほくお手伝いサービス事務所（かっぱカフェ）2階にて、
2014年 12月 8日（月）と 22日（月）に３・４限の時間帯
に、かほくお手伝いサービス事務員の方を対象に講習会を行

う。この講習会の目的は、かほくお手伝いサービスを広める

ために、インターネットを利用した Twitterと Facebookの使
い方を事務員の方々に理解してもらうためである。基本的に

Twitterと Facebookは、かほくお手伝いサービスのスタッフ
に運営していただく。2-2班が中心に講習会を進めていくた
め、2-1班はサポートし、分かりやすく教える。内容に関し
ては我々2-1班が、基本となるような内容と写真を先方と話
し合い協議したうえで決める。例えば、角栄商店街のお店の

おすすめ商品、かっぱカフェで月に何度か行われている子供

向けの教室等の宣伝報告や、お手伝い募集などを投稿できる

ように考察し、スタッフの方々に引き継ぐ。 
（3）データまとめ 
	 「かほくお手伝いサービス」の収入と支出を考察し、今年

度で締め切られる埼玉県からの助成金の分を来年度からど

うやって補えるか考察する。また、サポートスタッフ別のポ

イント数を集計して、50 回以上お手伝いしている人を割り
出し、その方の負担を考え、違う人に分担し、負担を軽減で

きるような対策を考える。利用者向けにサポートスタッフの

現状を配信し、利用する方とサポートする方の両方が利用し

やすい状況を作る。それとは別に、利用者およびサポートス

タッフの名簿とお手伝いのデータをひとつにまとめて、一部

のサポートスタッフの負担軽減につなげる。したがって、こ
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れらのデータをまとめることで新たな課題発見につなげる。 
（4）お買い物券追跡調査 
	 春学期から行っているお買い物券追跡調査を引き続き、7
月から行っている調査をもとに、どのような店舗で、どれく

らいの頻度で「お買い物券」が使われているのかを調査し、

お買い物券の必要性を考察する。 
５．春学期の取り組み成果 
（1）賛助会員にインタビュー 
	 商店街の賛助会員にインタビューを行った。その結果、ほ

ぼすべての店舗で「かほくお手伝いサービス」に入った理由

は近所づきあいという回答が多く、求めるものはないという

回答が多かった。また、いつ自分がお世話になるかわからな

いからできるだけ協力したいなどの意見もあった。商店街内

の賛助会員と相互理解がされていないのは、「かほくお手伝

いサービス」の利便性を周知しきれていないことが原因では

ないかと思われる。 
（2）お買い物券追跡調査 
	 春学期の時点では「かほくお手伝いサービス」に関する売

り上げデータなどを整理し、管理しきれていなかったため、

なんらかのシステムが必要であると思われる。「お買い物券」

に対して、どのようなお店で主に使われているのかを追跡す

ることで、今後財務上の課題を見出すことができる。そこで、

お買い物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パターン用意し、7月から調査を行
ってもらった。 
（3）データまとめ 
	 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。そ

の結果サポートスタッフは 70代が中心であり、利用者も 70
歳代以上が増加している。高齢者が高齢者を支えているのが

分かった。また、人数も利用者のほうが倍以上多い。そのた

め、40・50 歳代の体力がある方々の力がほしい。仕事の休
みの日などを利用して、地域貢献をして頂ければ、高齢サポ

ートスタッフの負担が少しは軽減する。そして、毎月の依頼

内容別に「かほくお手伝いサービス」の利用状況の調査を行

った。一年目は認知度も高くなかったためか、利用状況も芳

しくなかったが、2年目からは周知され始め、信頼も得られ
たためか、仕事の量が倍以上増加した。夏は伸びる草をむし

るお手伝いや庭の手入れが多く、冬になると年末の大掃除な

どの部屋の掃除が多く依頼された。そのほかにも、家事代行

や買い物の代行、話し相手になるなどの、生活を送るのに必

要不可欠なお手伝いも依頼されるようになっている。 

 
図 1	 かほくお手伝いサービスの年代別・性別 

利用者とサポートスタッフ 
６．秋学期の取り組み内容 
	 春学期に引き続き、お買物券追跡調査をすることで、どの

ような場所で多く使われているかなど、追跡できる予定であ

ったが、お買物券の性質上詳細な追跡は不可能であると判断

した。また、追跡できた範囲内では店舗別の使用頻度の偏り

はみられなかった。 
	 「かほくお手伝いサービス」を多角的に解析した。どの月

にどのようなお手伝いが多いのかを、春学期に調べた内容よ

りも詳細に調べ、デジタルデータ化することで、来年度以降、

どの月にどのような仕事内容が増えるため、事前にお手伝い

できる人を募集しておこうといった予想が立てやすくなる。

さらに、そのデータに新しい情報を付け加えていくことで、

これからも活用できるだろう。これからさらに周知されれば、

利用者が増え、利用回数も増えることが期待できる。そのた

めにもサポートスタッフ会員を増やし、より円滑にお手伝い

の要望に応える必要がある。しかし、現状では一部のサポー

トスタッフの負担が大きいと予想されたため、データを基に

具体的数値を算出した。また、Twitterと Facebookを立ち上
げ、12 月に 2 回講習会を行えたことから、事務員各々が利
用できる状況になったため、これからはどうやってフォロ

ー・フォロワー数を増やしていくかを考える必要がある。内

容に関しては、写真付きで分かりやすく、お手伝いの内容や

かっぱカフェで行われる教室の様子などを投稿することが

挙げられる。そして、今年度で終了してしまう埼玉県からの

助成金分をどうやって来年度以降補うかであるが、ポイント

制度のポイントを上げ下げするか、依頼内容によってお手伝

いの値段を変更するのか、年会費を取るかなど様々な考察を

した。 
参考文献 
(1)川越市：かほくお手伝いサービスについて , 
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/www/contents/13554450650
87/index.html 
(2)角栄商店街インデックス-Ne:かほくお手伝いサービス, 
http://www.ne.jp/asahi/kakuei/shinkoukai/ 
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2-2班 SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）によるかほくお手伝いサービスの周知活動 
 

 
１．研究の背景 
	 霞ヶ関北地区は若い人が少なくなっており、高齢化が

進んでいる地域である。そこでは霞ヶ関北自治体が実施

主体である、困っている人を地域の住民がサポートする

「かほくお手伝いサービス」という制度がある。このサ

ービスの会員は実際に依頼された仕事をするサポート

スタッフと、手伝ってほしいことを依頼する人の 2グル
ープで構成されている。この制度は埼玉県から初年度は

100 万円、2 年目は 50 万円、今年度は 30 万円の助成金
を支給されているが、今年度でこの助成金は終了するこ

とになっている。また、現在のサポートスタッフの数は

約 80 名、お手伝いを求めている人の数は約 200 名であ
る。サポートスタッフの会員も若い年代の人が少なく、

高齢化が進んでおり、高齢者が高齢者を助けるという状

況になっている。お手伝いをすると角栄商店街で使うこ

とのできる金券 500円をもらうことができる。また、か
ほくお手伝いサービスの事務所にはかっぱカフェとい

う喫茶店が併設されており、こちらではケーキやお茶な

どを楽しめ、催し物や委託販売、2 階では古本の販売な
どが行われている。 
２．課題 
	 霞ヶ関北地区は若者が減少し、高齢者の方が多くなっ

ていることで、お手伝いサービスのサポートスタッフの

会員も同じような状況になっている。それにより高齢の

サポートスタッフへの負担が大きくなり高齢者が高齢

者を助けるという構図が出来上がっていることが課題

である。そして依頼する人の人数がサポートスタッフよ

りも倍以上多くなってしまっているため、依頼する側と

される側のバランスが崩れているうえに、同じサポート

スタッフが何回も依頼されたお手伝いをこなしている

のが現状である。また、かほくお手伝いサービスを周知

させるために、サービスの制度や金券の仕組み、金券の

使えるお店の紹介、サポートスタッフの募集などを掲載

したホームページを製作しリンクをさせることや、ポス

ターを製作して角栄商店街に掲示するということ自体

はされているが、あまり周知や募集の効果は発揮されて

いない。このほかにも、Twitter や Facebook も開設自体
はされておりソーシャルネットワーキングサービスを

利用した周知活動を行おうとしていたようであったが、

現在はほとんど活用されていない状態であり、若者にこ

のサービスの存在をあまり知られていないうえに知る

きっかけも少なくなっている。また、お手伝いサービス

を知ることにもつながるであろう、かほくお手伝いサー

ビス事務所に併設されているかっぱカフェの利用者が

少ないことも課題の 1つである。 
３．研究の目的 
	 Twitter および Facebook などのソーシャルネットワー
キングサービスでアカウントを開設するのは、広報活動

の方法を今までのポスターやホームページ以外にも増

やすことで、これまでよりももっと広く、そして様々な

年代の方にかほくお手伝いサービスの存在や制度、それ

だけでなくかっぱカフェの存在も周知させるためであ

る。そしてその中でも特に Twitter や Facebook を利用し
ている人が多く、かほくお手伝いサービスもサポートス

タッフとして求めている若い世代の人にかほくお手伝

いサービスの概要を知ってもらうためである。また、そ

れらを利用してサポートスタッフ募集の告知や仕事内

容、かっぱカフェで行われている行事・イベントの宣伝

を行って、フォロワー数も増やし情報を拡散することで、

Twitterや Facebookを閲覧した人に興味を持ってもらい、
お手伝いサービスのサポートスタッフの人数や依頼者

の数だけでなく、かっぱカフェなどの利用者数も現在よ

りさらに増加させるためである。 
４．研究の方法 
	 まずは、かほくお手伝いサービスの事務所の方たちの

もとへ伺い、ポスターでの周知活動から Twitter 及び
Facebook を利用しての周知活動へ変更することを提案
しその許可をもらいに行った。その後かほくお手伝いサ

ービスの Twitter・Facebook自体はどちらもすでにアカウ
ントは存在していることが判明したが、Facebookの方は
以前このアカウントを作成された方の都合により既存

のものを使うことが難しかったため、新たに立ち上げる

こととし、Twitterの方は既存のもののパスワード、登録
メールアドレスを事務所の方たちに教えていただいて

2-1 班と共に調整を行った。Facebook については「かほ
くお手伝いサービス」のアカウントを作るために、まず

事務所の方のお名前をお借りして、個人のアカウントを

作成してからビジネスアカウントというものを利用し

た。連携していた 2-1 班が Twitter や Facebook のプロフ
ィール画像や紹介文などの調整を行ってくれた。以前私
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たちが作成し掲示していただいているポスターから今

回作成した Twitter や Facebook のアカウントに誘導する
ために、サイトで作成した QR コードをポスターに貼り
付けた。このポスターを印刷し直し、 初の講習会で伺

った際に、かほくお手伝いサービス事務所の方に差し替

えをお願いした。そして事務所の方たちが Twitter と
Facebook の違いをきちんと理解してそれぞれを使いこ
なすことができるように、これらのログイン方法、記事

の投稿方法、友達（フォロワー）を作る方法といったよ

うな宣伝などをするときにメインで使用する機能だけ

を厳選した説明書を、word を使用して PC・スマートフ
ォンの端末ごとに製作した。そして講習会ではかほくお

手伝いサービスの事務所の方に伺い、Twitterと Facebook
の使い方、Gmailのメールの閲覧方法を説明するために、
製作した説明書とお借りしたプロジェクター、PCを用い
た。講習会は、1 回目（8 日）についてはプロジェクタ
ーで操作している画面を投影しながらそれぞれの端末

ごとに担当した人が前に立つ形で行った。スマートフォ

ン端末の説明は実際に自身のスマートフォンを操作し

てもらいながら説明をし、PC端末の場合には説明をした
後に学生がそばにつきながら実際に同じ作業を体験し

てもらった。こちらの講習会は説明書に不備のあった

iPhoneでの Facebookの説明を除いてすべて行った。2回
目（22日）は参加人数が 3人ととても少なかったことも
あり、プロジェクターは用いずマンツーマンに近い形で

説明を行った。前回は説明できなかった iPhone での
Facebookの部分をまず説明し、次に 8日に事務所の方か
ら意見が出された説明書についてわかりづらい点など

を中心に説明した。 後に説明書に掲載していなかった

記事の削除方法や、ブロックやミュートという機能につ

いて、対応した端末の説明書を作成したものが、各自で

修正、改善を行った改訂版の説明書を用いて説明を行っ

た。また、それぞれの講習会ではアンケートをとった。 
５．春学期の取り組み成果 
	 私たちは「かほくお手伝いサービス」というものの存

在・制度の周知があまりなされていないということが課

題であると考え、もっと広く様々な人に知ってもらうた

めにポスターによる周知活動を提案した。もともと「か

ほくお手伝いサービス」のポスター自体は製作され角栄

商店街に掲示されているが、イラストが少ないうえに説

明がとても細かく見づらいということから、新たにイラ

ストを中心として、説明を必要 低限にとどめたポスタ

ーをかほくお手伝いサービスの方たちと何度も話し合

いやメールでのやりとりを行い製作した。また、同時に

かっぱカフェのポスターも依頼をされたため、カフェだ

けでなく催し物や委託販売などの様々な宣伝を盛り込

んだポスターを製作し、合計 2枚のポスターを完成させ
た。このポスターは大学にも貼る予定であったが、結果

的には霞ヶ関の方での夏祭りで配っていただいたもの

と、かっぱカフェの方に貼らせていただいたものの 2つ
にとどまった。秋学期に入ってからお手伝いサービスの

事務所の方たちにポスターを貼ったことによる効果は

あったのかと尋ねてみたが、結果はあまり芳しくなかっ

た。 
６．秋学期の取り組み内容                                                                 
	 上記の「５．春学期の取り組み成果」の項目にも記述

したが、製作したポスターによる周知活動の結果があま

り芳しくなかった。このことから秋学期は、周知活動自

体は延長するが、その周知方法を変えることとした。そ

こでポスターよりも広い年代に見てもらえる可能性の

高まる、ソーシャルネットワーキングサービス（Twitter・
Facebook）による周知活動を提案し、事務所の方たちか
ら許可を得た。すでにどちらもアカウントの存在自体は

していたため、現在も使えるものと使えないものはどれ

かというのをまず事務所のたちに確認してから、2-1 班
と連携しつつ、Twitterは既存ものを使ってテスト投稿な
どを行って、きちんと動くことを確認した。先方の事情

から Facebookの方は新たに枠組み作り（立ち上げ）を行
った。Facebookでは、事務所の方のお名前をお借りして
個人アカウントを作成してから、ビジネスアカウントと

いうものを利用して「かほくお手伝いサービス・かっぱ

カフェ」のページを作成し準備を整えた。ポスターから

誘導するために、春学期に作成したポスターに Twitter
の QRコードを掲載したが、Facebookについては個人名
を掲載することになるため、個人情報保護の観点から掲

載は中止した。そして実際に事務所の方々が自分たちだ

けで Twitter と Facebook を使い分けて記事を投稿できる
ようになるために、不必要な機能はなるべく省いた説明

書をそれぞれの端末に分けて製作し、補足として

Facebookと関連する Gmailについての説明書も自主的に
製作した。この説明書を用いて 12月 8日、22日の 2回
講習会を実施した。各回で行ったアンケートは次回の講

習会の進め方や説明書の改善、反省に役立てた。 
参考文献 
1) 川越市ホームページ 
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/www/contents/1355445
065087/index.html 
2）かほくお手伝いサービス 
http://www.ne.jp/asahi/kakuei/shinkoukai/kahokuote/index.ht
ml 
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3 班 「子ども商店街」の企画の提案 

 
１．企画立案の背景	 

角栄商店街を訪問した際、私たちは商店街が「暗い」とい

う印象を受けた。「暗い」というイメージを払拭できれば商店

街の活性化に繋がるだろうと考えたことから、まず我々はそ

のイメージの原因について話し合った。その結果、照明等の

視覚的要因も関係しているが、それにも増して商店街利用

者の少なさや高齢化が大きく影響しているのではないかとい

う結論に至った。商店街というのは、人が多く行き交ってこそ

「明るい」と言える場である。その絶対的条件が欠けてしまっ

ている今の角栄商店街に活気を取り戻すため、人々が商店

街に訪れたくなるような企画を立案しようと考えた。 

「明るい」商店街にしたい、人々が気軽に訪れられるような

地域に愛される商店街にしたい、という思いが今回の企画立

案の背景にある。 

 

２．課題 

角栄商店街の課題は暗さを払拭することである。そのため

にはいかにして地域住民に訪れてもらうか、親しみをもっても

らうかを考えなければならない。なぜ地域住民は商店街では

なくスーパーを利用するのか、スーパーにある魅力とは何か。

それらを考え真似ることと、それとは逆に、スーパーにはなく

て商店街にある魅力はないだろうかという視点から考えること

も必要だと考える。 

また、暗い原因は古い建物にもあると考えられるが、予算

の問題で商店街の雰囲気が劇的に変えるような改築はでき

ないこと、何より昔ながらの角栄商店街の雰囲気を守りたいと

考えている方も多くいる。そのような意見にも配慮して、古き

良き雰囲気を残したまま人々が集まりやすい雰囲気づくりを

することも課題の一つと考えた。 

 

３．企画の目的 

当班においては、明るく、人々が気軽に訪れられるような、

地域に愛される商店街を実現するためのイベントを企画・実

践することで、地域住民が集まるきっかけとなる働きかけを行

い、地域のコミュニティ形成を手助けすることを目的とした。

その上で、普段あまり角栄商店街を利用しない方にも足を運

んでいただき、角栄商店街をより身近に感じていただけるよう

なイベントというコンセプトを設定した。 

 

４．企画の基本コンセプト立案 

まず初めに、角栄商店街を見学し現状を把握した。私た

ちが実際に歩き感じた角栄商店街のイメージは「暗い」であ

った。照明が少ない等の物理的要因も去ることながら、通行

人の少なさと経営する人の年齢層の高さが大きく影響してい

ると考えた。 

それらを考慮した上で、商店街にとってより良い企画とは

どんなものかを追求するために話し合いを続けた結果、「普

段あまり角栄商店街を利用しない方にも足を運んでいただき、

角栄商店街をより身近に感じていただく」というコンセプトをも

とにイベントを企画するという方針が固まった。 

 

５．イベントの基本計画立案 

「人が多く集まる、お祭りのようなイベントを実施したい」と

いう案から、最初に「子ども店長」企画が立案された。この企

画は、１店舗につき２、３人ずつの子どもに「１日子ども店長」

として簡単な業務を行なってもらうというものだった。それを

同時に多くの店舗で実施することにより、子ども達の保護者

や親戚、地域住民が集まり賑わう場とする計画であった。

我々の班は５人で編成されているため、安全上の理由から１

人で管理できる店舗数は２店舗と考え、合計１０店舗で開催

し、そこから計算して参加する子どもの人数は２０～３０人程

度と設定した。子どもの年齢については、休日に比較的余

裕があると考えられる幼稚園児に依頼することを決め、日程

は商店の都合を考慮し年末は避け、１２月頭の実施を予定し

ていた。 

 

６．イベントの企画内容立案 

 秋学期が始まってすぐに角栄商店街へ出向き、企画実行

の準備に取り掛かった。自治会の方やかほくお手伝いサー

ビスの方と話し合い、「店舗に子どもを配属する」という形で

はお祭りのような雰囲気を出しづらい点や店舗に負担がか

かるという点を考慮して、「一か所に商品を集めてそこで子ど

も達が販売をする」という形に企画の方針を大きく変更した。

それに応じて、春学期に決めていた内容を改めて新しい企

画に合うよう変更した。この時に、１２月６日を実施日として仮

決定をし、スケジュールを立案した。また、１班から子ども商

店街の日に提灯を飾らせてほしいとの要望があったため、当

日に向けて連携を取りながら企画を進めた。上記の実現に
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向け、霞ヶ関幼稚園への協力を要請すると同時に、商店街

の方への商品提供の要請をした結果、共に快諾を頂き、無

事実施の準備を整えることができた。事前にチラシにて企画

の広報もしていただくことができた。 

 
実際の宣伝チラシ 

 

７．イベントの実施 

イベント当日は９：５０に実施場所となる角栄商店街の JA

前に集合した。１班の協力を得られたことで、学生スタッフは

１４人集めることができた。テントの組み立てや提灯の飾りつ

け、販売する商品の買い取り、子ども達に渡すメダルと賞状

作成などを１１：００頃に済ませ、１１：３０に子ども達が集合し

た。学生スタッフ８名にて、参加園児に対して簡単な接客用

語を教え、１２：００に販売を開始した。商品が想像以上に完

売してしまったり、販売するものによって仕事量が偏ってしま

ったりと問題点はいくつかあったが、大盛況のうちに子ども商

店街を終えることができた。予定では１４：００まで販売をする

はずであったが、商品がなくなってしまった上に、気温が低

い日であったため親御さん達が心配をしていたため１３：００

で終了した。子ども達に賞状とメダルを授与し、会場の片づ

けをして当日を終えた。 

 
販売の様子 

 

８．本企画の総括 

結果として、今回の企画は成功したと考えている。今回実

施した子ども商店街は、「地域住民が集まるきっかけとなり、

地域のコミュニティ形成を手助けする」という目標を掲げ立案

された企画であった。企画実施までには、自治会をはじめ、

かほくお手伝いサービスや幼稚園、商店街の店舗など、本

当に多くの地域住民の協力があった。おかげで当日も多くの

地域住民の方が訪れ、イベントを無事終えることができた。イ

ベントが終わった現在も、当日の様子をまとめたチラシを商

店街の店舗等に張って頂いたり、当日の反省を自治体の方

とおこなったりと、引き続き商店街と関わっている。それらを

踏まえると、今回の企画は実施当日だけではなく実施前後

にも大きな意味があったと考える。企画実施前においては、

準備のために商店街内で連絡やコミュニケーションを取って

頂いたことにより、企画の準備段階においても商店街内の関

係の希薄化を改善するきっかけを作ることができた。また当

日の盛況ぶりから、商品提供をしてくれた店舗の方たちや、

会場で会話を交わしていた地域住民の方たちとの今後の関

係構築にも、期待が持てると手ごたえを感じている。 

また、実施前はイベント参加等の地域活性化に関する行

動意識の低さが問題として挙げられていたが、今回のイベン

トに協力・参加していただいたことにより、イベントの与える影

響力や魅力に気づいていただけたのではないかと考える。こ

れは、「今後も継続して開催してほしい」との声をいただいた

ことからも伺える。このことから、商店街活性化への意識が低

かった方に行動することの重要性と楽しさを理解してもらえた

上に、行動力も向上させることができたのではないかと感じ

ている。これもまた地域のコミュニティ形成への手助けになる

と考える。 

「地域活性化のために私達ができること」ということで、この

企画を考案する前に私達は「商店街にあってエコスにない

魅力」を探していたが、今回の企画でその魅力が見つけられ

た。それは人情や温かさだ。忘れてしまいがちなその魅力は、

イベントの力と相まって普段以上に感じることができると今回

の企画を通して考えた。これを活かすためにも、人との繋がり

を維持するためにも、やはり子ども商店街を恒例行事化する

ことの必要性を感じた。 

また、当日地域住民の方から「こないだの東京国際さんの

イベントとは違うものなの？」というお声を頂いた。東京国際

の学生の方も先日商店街で商品を販売するというイベントを

開催していた、ということであった。そこで、せっかく近い距離

にあり似たような企画をおこなっているのなら一緒におこなっ

たらどうか、と考えた。角栄商店街を拠点に大学生同士が交

流しイベントを実施すれば、更に大規模な企画にできると共

に商店街にも色を添えることができるのではないかと考えて

いる。 
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1-2班 霞ヶ関幼稚園との協働による提灯の製作 
 

 
 
１，背景 
	 商店街全体の雰囲気と、視覚的イメージを良いものに

する。 
 
２．課題 
	 商店街に色味を足し、視覚的な部分にアプローチをか

ける。 
 
３．実施内容・実施までの流れ 
	 実施内容は霞ヶ関幼稚園の園児たちに書いてもらった

手作り提灯を 3班のイベントである子ども商店街で展示
することと、霞ヶ関北地区の住民に向けてのアンケート

の実施である。自治会と幼稚園との 3回の話し合いの末、
実施に至った。 
 
４．獲得目標 
	 秋学期では『実施したら効果があります』と春学期と

は逆のアプローチで活動を行うことにした。提灯の展示

のイベントを盛り上げることでイラストを描いた園児、

及びその保護者、祖父母を商店街に訪れさせるきっかけ

をつくる事により、効果の検証を見込む。 
 
５．取組成果 
 
（１）景観調査 
	 霞ヶ関北地区角栄商店街の現地調査を行った。多くの

学生がネガティブな雰囲気を感じ、それが来客数に影響

を与えていると考えた。「雰囲気」を形成する具体的な要

因及び要因を明らかにすることで、雰囲気改善から来客

数を増やす具体的な方策の提案を目的とした。そこで、

雰囲気に影響を与える要因を抽出するために評価グリッ

ド法による角栄商店街の景観調査を再度行い、形容詞的

要因と物理的要因に分解した。 
	 雰囲気に影響を与えていると推察される物理的要因の

情報をもとに画像処理を行ったものと現状の写真とを比

較したものを住民の方々に提示し、どのように感じるか

評価して頂いた。 
	 秋学期に向けては「色味」の変化からアプローチする

視点で考えていく。しかし、これらの活気を出す・雰囲

気をよくするための活動は学生からの一方的な提案では

成立することは難しいと考えられる。地域全体を盛り上

げるためには学生だけでなく、自治会、住民など多くの

関係者を巻き込んだ一体感のある活動の提案が必須にな

ると考えられる。 
 
（２）提灯を使ったイベント（子ども商店街） 
 
①実施内容 
・実施場所：角栄商店街 ＪＡいるま野的場支店前 
・実施日時：2014年 12月 6日 土曜日 
・実施時間：12:00～14:00（準備・撤収を含め 9：50～
15：00） 
・販売物：焼き芋、焼きそば、コロッケ、クッキー、パ

ン（数種類） 
・参加者(関係者)：霞ヶ関幼稚園の年長さん 8 人、霞ヶ
関幼稚園の先生方、かほくお手伝いサービスの方々、霞

ヶ関北自治会の方々、地域活性化プロジェクト（東洋大

学総合情報学部）3班、1班 あわせて 14人 
 
②イベント（子ども商店街）実施に向けての計画立て・

話し合い 
	 1-2 班は、秋学期の目的として掲げた「集客」という
点に目を向けて考え、話し合いを重ねた。私たちは、子

ども達の協力によってできた提灯を飾ることで商店街の

活性化につながるための「集客」を達成できるようなイ

ベントを実施することを軸として話を進めた。 
	 2014年 10月 27日に自治会館で企画を行うにあたって
の「目標」と「大まかな企画内容」を自治会の方々と共

有した。自治会の方との話し合いの中で「3 班の企画と
一緒に実施することでより良いものになるのではない

か」という案が出たため、3 班と話し合い、イベントを
協力して行うことにした。 
	 また、話し合いのなかで、宣伝方法として霞北新聞の

一部に記事と写真を掲載していただき、新聞の折り込み

チラシとして子ども商店街(一部に提灯の説明あり)の広
告と 1班の取り組み成果として使用するアンケートを挟
んでもらうことになった。2014年 11月 24日の新聞への
挟み込みを終えた後 1-2 班・3 班・自治会の方々でイベ
ント実施当日に向けての話し合いを行った。 
 
③イベント当日 
	 イベント当日は、予め定めたスケジュールをもとに行

動した。イベントにきてくれた層は幅広く、提灯を見に

来てくれた園児たちや、保護者等の方々にも来てもらう
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ことができた。また、普段角栄商店街を利用している住

民の方にも参加していただくことができた。 
 
（３）アンケート結果	  
	 霞ヶ関地区の角栄商店街について、住民の方にアンケ

ートを実施した（図-1）。アンケート回答者はほとんどが
60代男女であり、20代に至っては男女共に 0という結果
になった。角栄商店街の利用頻度、満足度を訪ねた質問

結果を見てみると、角栄商店街に対する満足度は低いこ

とがわかる。 
	 しかし、アンケートの自由意見欄には、多くの意見が

寄せられたため、商店街に対する興味はあるものの、行

動に移すことは出来ていないと考えられる。 

 

図-1	 商店街の利用頻度に関するアンケート結果 

 
６．まとめ 
	 秋学期には幼稚園児の製作した提灯を飾る事で『商店

街に寄る理由』を作りだそうとした。しかし、近隣住民

が地域活性化の活動自体に興味を持って頂けていない現

状は今後地域活性化の活動を行っていくにあたって大き

な障害になると思われる。 
 
７．反省・今後の課題	  
	 プラクティスの活動が毎年変わるので『商店街が是非

来年もやって欲しい』という希望があっても、翌年に継

続出来ない場合がある。活動を引き継げる体制作りも必

要である。 
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1-1班 アンケート調査による角栄商店街への提灯設置の継続可能について 
 

 
1. 研究の【背景】 
	 現在の角栄商店街は、「商店街」と聞いて連想する賑や

かな街とは異なる状況になっている。大型店の進出に伴

う消費者の意識変化や少子高齢化といった社会現象が一

因となっていると考えられる。商店街の廃業が相次ぎ、

商店街のシャッター通り化に拍車をかけ、ますます角栄

商店街の景観に悪影響を与えてしまっている。 
 
2.	 角栄商店街の【課題】 
	 角栄商店街の課題は、「商店街」とはかけ離れた景観を

抱えてしまっていることである。私たちはそれらを打開

するための方法として、商店街に提灯を設置することを

検討した。提灯は手作りしやすく商店街の景観を崩すこ

となく明るく灯すことができ、商店街と聞いてイメージ

しやすいと考えたからである。しかし、商店街に提灯を

設置する上でもいくつかの課題が存在する。例えば、商

店街の店主の方々や地域住民に対してなぜ提灯を設置す

ることになったのかという背景説明、提灯の設置場所、

提灯設置するための費用などが挙げられる。これらの課

題に対して一つ一つ真摯に解決しながら解決へと導いて

いきたい。 
 
3. 【目的】 
	 「商店街の雰囲気をよくする」ということを第一の目

的とし、商店街の雰囲気を形成する具体的な要因を調べ、

その影響を明らかにした上で、雰囲気改善に向けた方策

を提案することを目的とした。 
 
4. 本研究の【獲得目標】 
	 角栄商店街の現在の「昔ながらの良い雰囲気」を崩す

ことなく、改善するべき点は改善し、生かせるところは

そのまま利用し、残しておくべき点は残していくことを

目標に企画を検討した。その結果、角栄商店街周辺地域

の活性化として、提灯の設置を提案することにした。提

灯の設置によって得られる効果を目標として設定し、実

際に角栄商店街に提灯を設置した場合と角栄商店街の現

状との商店街に対するイメージの変化を測定することに

した。角栄商店街を実際に利用する近隣の住民の方々に、

提灯を設置した後の角栄商店街のイメージと私たちが設

定した目標が達成できるかどうかを評価することにした。 
 

5. 【実施方法】 
 
(1).商店街の雰囲気に対する評価を行うための現地調査
と総合評価 
	 角栄商店街の印象に対する現地調査を行い、評価グリ

ッド表を用いて改善すべき点を分析する。アンケートを

集計し、総合的に評価を行う。 
 
(2).商店街の人たちの評価を視覚化するためのアンケー
トの見直しと再作成 
	 現地調査の結果をもとに作成する。今回はイベントの

前後にアンケート調査を行うため、イベントの結果が反

映されやすいアンケートを作成する。 
 
(3).提灯の設置 
	 まずどのようなものか、どこにどれくらい作るのかを

考える。 
	 これらの作業は作業工程表を作成し作業を管理する。 
 
6. 【アンケート結果】 
	 提灯設置後のアンケート調査の結果は、図 1のとおり
である。 

0" 5" 10" 15"

	

	

 

 図 1 提灯設置後のアンケート調査結果 

 
7. 【実施内容】 
 
(1) 現地調査 
	 角栄商店街に足を運び、角栄商店街の現状把握及び、

改善点の考察を実施する。 
 
(2) アンケート作成 
	 現地調査をもとにイベント実施前と実施後のアンケー

トを作成する。イベントの実施前後のアンケート結果を
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比較し、イベントが及ぼした効果・趣旨である景観改善

につながったのかを比較する。 
 
(3) 提灯設置についての問題点 
	 イベント開催に伴って提灯を設置することで起こりう

る問題点の取り上げ、その問題点に対する解決策を検討

する。 
 
(4)イベントの準備 
	 他班に同行して、角栄商店街で行われる「子ども商店

街」のイベントに参加し、支援するとともにアンケート

調査を行う。 
 
8. 【今後の課題】 
 
(1) アンケート調査の課題 
	 事後アンケートの集計数が少なかった。イベント日だ

けでなく別の日にも行うべきだった。アンケートの質問

内容をもう少しわかりやすいものにすべきだった。 
 
(2) 提灯設置 
	 今回は提灯が簡易的なものになったので長期的に見る

場合には別のものを用意する必要がある。 
 
9.【まとめ】 
	 商店街に対するネガティブな印象を取り除くために、

商店街利用者を対象にアンケート調査を行った。アンケ

ート調査の結果、私たちが思う以上に商店街のことを肯

定的に受け止めている様子が伺われた。また、私たちは、

商店街の景観改善の為に対策が必要だと感じ、提灯を設

置していくことに決めた。提灯を設置するにあたって、

提灯の種類や色・設置場所なども考察し、2014年 12月 6
日に行われた子ども商店街の際に、角栄商店街に霞ヶ関

北幼稚園の生徒が作成し、提灯を実際に飾った。商店街

の方々の反応と、このイベントの継続性の賛否を、アン

ケート調査を通して、調べた。その結果、アンケート項

目全てにおいて、プラスの評価を得られたので、今後も

このようなイベントを開催していくことにより、活性化

の継続に繋がる。 
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6班  情報メディアを活用した川越中央通り「昭和の街」の活性化 
 

 
１．活動の背景 
	 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。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
すことが目標となっている。 
 
 
２．活動目標 
	 他の商店街と比べて中央通り商店街のお店に足を止

める人が少ない理由のひとつとして、店舗情報の少なさ

があげられる。どこにどのようなお店があり、どんな商

品・サービスがあるのかすぐに情報が手に入らなければ、

潜在的な客を見逃してしまうことになる。そこで私たち

はお店、商店街からの一次情報の発信に目を向けた。情

報発信のサイトやホームページ、またそれと連携するア

プリを作成することで、ユーザーが現地でリアルタイム

に必要となる情報を提供し、お店を訪れる人の増加を目

指す。そのための私たちの活動目標としてまずは、店舗

情報を提供するために必要な位置情報や概要などの情

報収集を行い、データベースを作成。またほかの商店街

のホームページとの比較を行い、中央商店街の今後の情

報発信に参考となるようなポイントを見つける。さらに

これらのアプリやホームページをどのように活用する

ことで効果が有効なものとなるかを考察し、情報メディ

アを活用した商店街の活性化を目指す。 
 
 
３．活動概要 
	 「情報メディアを活用した商店街の活性化」において

私たちは、初めて赴く土地の情報をいかに手早くわかり

やすく伝えるかということを基本的なコンセプトとし

た。観光旅行などでよく知らない土地に赴くと、特別目

当てがなくどうしようか迷う、既存のマップが見づらく

よく分からない、といった状態に陥ることがしばしばあ

る。中央通り商店街も、そのような土地と同じような問

題を抱えているのではないだろうか。そして、その問題

を解決することが、商店街の活性化の一つの道筋になる

のではないだろうか。中央通り商店街は一番街とクレア

モールをつなぐ重要な通り道として、多くの人が行き交

う。地元の人をはじめ、外から来る人々、中央通り商店

街をよく知らない人たちに情報を与えることで、今まで

素通りしていた潜在的なお客さんにお店に立ち寄って

もらう機会を増やすことができる。その対応一つとして

以下に紹介する"KawagoeNaviApp"の活用が挙げられる。 
	 "KawagoeNaviApp"とは KAWAGOE〼MEDIA(カワゴ
エ[マス]メディア)が開発中の、川越を紹介するポータル
サイトと連携したアプリで、アプリ上で商店の案内や観

光案内をできるようにするものである。機能としては 
・ カメラ機能を使い、町並みや観光スポットにかざす
と、写ったものの情報をリアルタイムで表示する 

・ 表示された情報をタップすると詳細情報を子ウィン
ドウに表示する 

・ ウィンドウ上のリンクから、ブラウザ情報へ遷移で
きる 

といったものがメインとなる。これらの機能に必要な情

報収集のために、具体的にはまずインターネットを利用

して中央通りにある約 60の店舗情報、位置情報（緯度、
経度）、大まかな概要を調べ、Excelにまとめてデータベ
ース化した（表 1）。そしてまとめた情報が正しいかどう
か、閉店した店舗、新たに開店した店舗がないかなど、

最新の情報を得るために実際に現地を訪れ、自分たちの

目で確認し修正を行った。このアプリでは位置情報とカ

メラの向きをデータベースと照らし合わせて、今自分が

見ている風景そのままに店舗の様々な情報を自分のス

マートフォンなどのメディアを通して表示することが

できる。そしてその場で拡張現実的に確認しながら実際

の街並みの中を歩くことができるようになる。さらにグ

ーグルマップ、ストリートビューなどと連動させること

で実際に現地に赴かずとも地図上で情報が得ることが

できる。またユーザーページを設け専用のフォームに店

舗情報などを記入することで、ユーザー側から新たな地
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図情報を更新できるようにする。お店側からもアプリに

情報提供をすることで、今までお店の前をただ素通りす

るだけであった潜在的な客を、アプリを通して獲得する

ことができるようになる。これによって、例えば地域や

商店街の取り組みとして、詳細なウェブマップとして活

用することなども想定できる。このアプリは知らない地

域を訪れる観光客への利便性の提供のほか、それに伴い

商店街や観光街などの地域活性化のための一つのコン

テンツとして利用することができるだろう。 
	 次に他の商店街ではどのような情報発信の仕方をし

ているか、各ホームページを例に挙げて比較を行う。対

象として川越市の商店街である"川越一番街商店街"、"
大正浪漫夢通り"、"クレアモール川越市新富町商店街振
興会"、"川越サンロード商店街振興組合"および、Google
の検索で「商店街」と検索した際に、上位に抽出される

"ハッピーロード大山商店街"を取り上げた。項目として
はオンラインマップの有無、駐車場の有無、商店街の歴

史についての記載、個々の商店の紹介の有無、イベント

情報の掲載、SNS有無を取り上げた。各商店街のホーム
ページの情報をまとめ比較することによって、中央通り

商店街との違いを見出し、賑わっている商店街から、情

報発信による活性化のヒントを得る。最後にこれらのア

プリやホームページの活用方法や、より良くするために

は何が必要か、また今後の課題について考察する。 
 

表 1	 川越中央通り「昭和の街」商店街 DB 
http ジャンル タイトル 住所 緯度・経度 URL 概要・コメント 営業時間 電話 備考

1 中古電子機器 ハードオフ川越　連雀町店 埼玉県川越市連雀町3-2 35.918462, 139.48247 http://www.hardoff.co.jp/info_db.ph 不要になったパソコン・オーディオ・楽器・カメラや 10:00-20:00 年中無休 049-225-1077 1

2 補聴器・めがね (有)幸松屋補聴器店 埼玉県川越市連雀町3-3 35.918567, 139.48261 http://www.koumatuya.com/ 補聴器、メガネ、時計販売。 9:30-19:30 水曜定休 049-222-1404 2

3 表装 安藤表装（有） 埼玉県川越市連雀町3-4 35.918610, 139.48264 × ふすま・障子の張替、カーテン・クロスなど内装工事 8:30-18:30 日・祝日定休 049-222-1471 3

4 １F 雑貨 ギャラリー開運 埼玉県川越市連雀町3-7 35.918686, 139.48266 http://www.petit-magasin.net/ 衣類、輸入雑貨をお手頃な値段で　2階カフェ泰明館 10:00-18:00 年中無休 049-222-1887 4

4' 喫茶 カフェ泰明館 埼玉県川越市連雀町3-7 35.918686, 139.48266 http://www.petit-magasin.net ギャラリー開運２階　自家焙煎コーヒー、ランチメニ 11:00-18:00 金曜定休 049-222-1887 4'

5 寿司 蛇の目寿司 埼玉県川越市連雀町7 35.918829, 139.48264 × 寿司＋手打ちそばセット 11:45-16:30 火曜定休 049-222-0825 漢字チェック 5

6 居酒屋 カラオケ居酒屋　ちよいと 埼玉県川越市連雀町17 35.918611, 139.48229 × カラオケ１曲１００円　おつまみ・軽食あり 18:00-24:00 049-223-0155 6

7 古布 きんぎょ 埼玉県川越市連雀町8 35.918985, 139.48285 × 古具屋、古布　毎月８日呑竜デー出店中 不定 090-3961-3669 営業不明 7

8 花 花鐵 埼玉県川越市連雀町7 35.918997, 139.48266 × 各種花束、アレンジ花、スタンド花 水曜定休 0120-118737 8

9 手作り雑貨 おばあちゃんの店　千代 埼玉県川越市連雀町8 35.919145, 139.48286 × × 11:00-17:00 日水木定休 × 営業不明 9

10 アクセサリー しゅしゅまあも 埼玉県川越市連雀町8-1 35.919243, 139.48288 http://www.shushu-web.com デザイナーズアクセサリー、アフルか彫刻品、やきも 11:00-17:00　日月定休 049-226-1061 10

11 居酒屋 居酒屋 タコばあ 埼玉県川越市連雀町8-1 35.919197, 139.48287 × 季節のお魚､みょうがの玉子とじ､懸屋の墨鮮 ソフトあ 17:00-22:00 火曜定休 049-223-2620 11

12 護符 天門庵川越別庵 埼玉県川越市連雀町8-1 35.919210, 139.48288 http://www.tenmon-an.com 梵字守護符と折符、一般超視など 月火水木定休＊予約制 × 12

13 古美術 平和堂 埼玉県川越市連雀町8 35.919252, 139.48288 × 切手、古銭、テレホンカード、刀剣等 12:00-18:00 月曜 049-225-5057 13

14 履き物 山瀬屋履物店 埼玉県川越市連雀町7-2 35.919176, 139.48268 × 下駄・草履、手織り・裂き織り商品　鼻緒のすげ替え 10:00-17:00 水曜定休 049-222-2519 14

15 焼き鳥 伊右衛門 埼玉県川越市連雀町7-2 35.919166, 139.48268 http://yakitori-iemon.com こだわりの炭火焼き鳥をご提供致します。新年会・忘 16:30-23:00 水曜定休 049-298-8777 15

16 乾物 武州川越　轟屋 埼玉県川越市連雀町7 35.919254, 139.48266 http://todorokiya.shop-pro.jp 削りたて花鰹、手作りちりめん山椒　業務用食材も販 9:30-18:00 水曜定休 049-222-0774 16

17 マップに記載なし マップに記載な 17

18 軽食 太麺やきそば　まことや 埼玉県川越市連雀町7 35.919528, 139.48259 × 太麺やきそば　(並)300円､(大)440円､(特大)５８０ 10:00-17:00 月曜定休(祝日を除く 049-224-2915 18

19 だんご 松山商店 埼玉県川越市連雀町7 35.919899, 139.48231 × 四代続くだんご屋　だんご８０円、いなり９０円 9:30-16:30 水曜定休 049-222-2374 19

20 アクセサリー Warmth 埼玉県川越市連雀町10 35.919564, 139.48293 http://www.warmth-shop.com 海外直輸入の天然石&アクセサリー 10:00-18:00 水曜定休 049-227-4203 20

21 おもちゃ おもちゃのおびつ 埼玉県川越市連雀町9-1 35.919576, 139.48266 × おもちゃ、ミニカー、人形 10:30-19:00　不定休 049-222-1387 21

22 おもちゃ おもちゃのおびつ第二売店 埼玉県川越市連雀町10 35.919625, 139.48285 × おもちゃ、プラモデル 10:30-19:00　不定休 049-222-1387 22

23 菓子 清洋堂菓子店 埼玉県川越市連雀町9 35.919657, 139.48266 × 芋せんべい、芋納糖、いも松葉、ふくれせんべい 10:00-18:00　土日のみ 049-222-1241 23

24 雑貨喫茶 福祉ショップくるみの木 埼玉県川越市連雀町9 35.919690, 139.48260 http://kurumino-ki.org/ さをり織＆さき織製品、カフェコーナー、ベビーカス 10:00-17:00　不定休 049-222-1126 24

25 だんご （有）伊勢屋 埼玉県川越市連雀町10 35.919796, 139.48290 http://www.koedo.com/iseya/ だんご、あんこ玉、アイスキャンディー（夏） 9:00-16:30　水曜定休 049-222-0986 25

26 全国物産 すずめ屋 埼玉県川越市連雀町9 35.919792, 139.48260 × テレビ雑誌で話題の商品、酒屋直営の立ち呑み 10:00-18:00　不定休 049-222-3300 26

27 食堂 レストランシブヤ 埼玉県川越市連雀町10 35.919847, 139.48288 × オムライス、カツカレー、生姜焼き定食 11:00-14:30, 17:00-19:30　土曜 049-222-0690 27

28 結納品 宮倉文具 埼玉県川越市連雀町9 35.919917, 139.48265 × 海外向け民芸品、結納品、祝儀用品、事務用品 9:30-18:00　水曜定休 049-222-0723 28

29 軽食 福々スタンド 埼玉県川越市連雀町9 35.919964, 139.48296 http://fukufuku-stand.jp/ 米粉100%ワッフル&おむすび、ゆずジュース 9:30-18:30　火曜定休 049-298-3468 29

30 リサイクル リサイクルショップまどか 埼玉県川越市連雀町9 35.920001, 139.48260 × リサイクル着物・帯、手作り小物・リフォーム 10:00-17:00　第1水定休 049-222-9122 30

31 木・竹製品 麻彦商店 埼玉県川越市連雀町9-2 35.920126, 139.48262 http://www7.plala.or.jp/kawagoe-as セイロ・木・竹製品専門店　そば打ち道具、木曲げ物 10:00-18:00 水曜定休 049-222-0651 31

32 喫茶店 TOSHINO COFFEE 埼玉県川越市連雀町10-3 35.920091, 139.48284 http://toshinocoffee.jp/newsandeve 珈琲豆の焙煎、小売、卸、コーヒー用品販売、及びド 10:00-19:00 無定休 049-299-5251 32

33 時計 フナヤマ時計店 埼玉県川越市連雀町10-3 35.920182, 139.48286 × 時計・メガネ・宝石など。古い時計の修理もしていま 10:00-19:30  水曜定休 049-224-3289 33

34 中華 松華飯店 川越市連雀町9-2 35.920224, 139.48265 × 地元に愛され続ける本格中華料理店。一品料理はもち 昼11:30-14:00 夜17:00-20:30 月 049-222-0304 34

35 狭山茶 松津園茶店 埼玉県川越市連雀町10-3 35.920297, 139.48284 × 緑茶『河超路』抹茶入り玄米茶など。お好みに合わせ 10:00-18:00 月曜のみ 12:00- 049-222-1364 35

36 花 大塚花店 埼玉県川越市連雀町9-2 35.920293, 139.48263 × 全国にお花を贈ります。花キューピット加盟店。葬儀 9:00-19:00 木曜(隔週) 049-222-0555 36

37 青果 八百政 埼玉県川越市仲町5-2 35.920279, 139.48247 × 野菜、果物、自家製白菜漬け 9:00-19:00 日 049-222-0591 37

38 ハープトリート マダムローザ 埼玉県川越市連雀町32-1 35.920222, 139.48214 × ☆初回お試しフェイシャル20%オフ☆今日から老化を 10:00-19:00＊要予約　火・水定 049-225-7603 38

39 和食 皐月 埼玉県川越市連雀町32-1 35.920129, 139.48203 × お刺身盛り合わせ、焼き魚、煮魚、温泉湯豆腐 17:00-23:00 日曜祝日定休 049-223-8266 39

40 家具雑貨 Shabby Farm 埼玉県川越市連雀町32-1 35.920238, 139.48189 http://www.shabbyfarm.jp/ アンティーク雑貨、家具、古道具 12:00-17:00 月曜定休 090-6927-4418 40

41 喫茶 CAFFE 1925 埼玉県 川越市連雀町32-1 35.920223, 139.48185 https://ja-jp.facebook.com/pages/C 本格的なイタリアンコーヒーとパスタの店 11:30-17:00 月曜定休 080-3243-5798 41

42 クリーニング 須永 商会 埼玉県川越市連雀町32-1 35.920185, 139.48158 × アイロンで全品手仕上げ。配達可 10::00-19:00 日曜定休 049-222-2966 42

43 紋刺繍 渡辺紋章店 埼玉県川越市仲町16-2 35.920428, 139.48182 × 縫い紋、刺繍紋、家紋額 9:00-18:00 日曜定休 049-223-0683 43

44 とうふ 矢内豆腐店 埼玉県川越市仲町16-2 35.920365, 139.48199 × 手作り豆腐、油揚げ 7:00-19:30 日曜定休 049-222-0734 44

45 スナック スナック　れん 埼玉県川越市仲町16 35.920359, 139.48211 × ランチ500円2時間飲み放題2500円（おつまみ付き） 11:30-14:00 17:00-25:30 年中無 049-222-8992 45

46 写真館 松本写真館 埼玉県川越市仲町5-2 35.920389, 139.48229 http://photomatsumoto.com/ 写真撮影、レンタル衣装、着付け 9:30-19:00 水曜定休 049-222-0381 46  

 
 
 
４．調査結果と考察 
	 アプリで使用するために中央通りのお店の情報を調

べていく中、中央通りにある店舗で情報発信のためのサ

イトやホームページを開設している店舗が少ないこと

が判明した。他の栄えている数々の商店街では、店舗の

サイトやホームページの有無を調べてみたところ、商店

街全体で各商店の紹介とイベントの開催日などが記述

されたホームページが多く存在し、商店街のホームペー

ジで店舗一つ一つを紹介していた。 
	 このことから、中央通りの商店街は情報発信の為のサ

イトやホームページがなく、数多くの人に情報発信する

ことができてなく、潜在的な客を逃してしまっている可

能性が高い。また、人通りが少ない商店街で多くのお客

さんを呼び込ためには、情報発信がうまく出来ていない

と難しいということが考えられた。 
	 しかし、KawagoeNaviApp というアプリを多くの人に
使用してもらい情報を拡散することができれば潜在的

なお客さんを獲得できると予測することができる。 
 
 
５．今後の課題 
	 KawagoeNaviApp という便利なアプリが存在しても、
そのアプリを使ってもらわないと意味がない。このアプ

リをどうやって広めていくかということが１つの課題

に挙げられる。Facebook や twitter のような SNS を利用
し広めること、川越の街に QR コードのついた貼り紙を
してダウンロードをしてもらうことが手段として考え

られる。 
	 そして、アプリをダウンロードした人をどうやったら

店に呼ぶことができるかが次の課題として挙げられる。

アプリで表示される店の位置や営業時間のほかに、お得

なクーポン券などを付随させて客引きをするのも１つ

の手段だ。そのためには、商店街の店の方々との連携が

重要になってくる。商店街の方々と常に意見交換をでき

る密接な距離感を保つことが重要になってくる。 
また、日本で賑わいを見せている「ハッピーロード大山

商店街」には商店街を紹介する HPが存在する。そして、
中央通り商店街周辺の商店街にも HP が存在するが、中
央通り商店街には存在しない。昭和の街並みというコン

セプトを生かし少しでも多くの人に見てもらうために

も HPを作成するのがいいと思う。 
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7班 「呑マルシェ」で「昭和の街」を活気づけるには	 ～イベント参加を通じて～ 
 

 
１．活動の背景 
	 観光地として有名になったことで観光客の多い小江戸

川越の街並みと、都心へのアクセスがしやすい川越駅と

西武新宿線の終着駅である本川越駅、これら 3つの人が
集まる点に挟まれるような位置に川越中央通り「昭和の

街」（以下、「昭和の街」）はあり、駅から観光地への通り

道の一つとなっている。そのため目的が決まっている観

光客は「昭和の街」のお店に立ち寄ることが少なく、昔

から住んでいる地元住民以外の利用者がほとんどいない

状態になっており、商店街全体が閑散とした雰囲気にな

っていた。この状況を改善するためには、地元に定着し

たイベントを新しく発展させ、地元以外の人たちに発信

することが重要である。 
 
２．課題 
	 商店街に店を構えている人は、商店街が活発だった頃

から現在まで変わることなく店を続けている人たちがほ

とんどで、現在の昔からの住民だけがお店に来る状況に

あまり不満を持っていない。お客さんの少ない現状に不

満はあっても、自主的に行動を起こすことや商店街を活

性化させることに興味の薄い人が多い。 
	 「呑マルシェ」を運営している「昭和の街の会」は、

主催する初めてのイベントが「呑マルシェ」なので資金

が少なく、メンバーもまだ少ないうえ、それぞれに本業

となる別の仕事が開催日にもあるためにイベントに参加

できる範囲が限られている。そこでメンバーだけでイベ

ント進行のほぼ全てを行っている現状から、より多くの

地元商店街の人たちと一緒に進行を行う形にシフトする

必要がある。 
 
３．活動の目的 
	 「昭和の街」が駅から観光地に向かう人たちの通り道

になっているのに人通りが少ないのは、商店街のある連

雀町と仲町を結ぶ道の隣にある、松江町から商店街を迂

回するように一番街へ向かう大正浪漫夢通りがきれいな

石畳に舗装され、建物などの街並みもそれに合わせてき

れいになっているためであり、観光客のほとんどはそち

らに流れてしまっている。今回の活動では、周りにいる

観光客達を「昭和の街」の方に呼び込むために、「昭和の

街」の中心である蓮馨寺周辺で開催されているイベント

「呑マルシェ」に企画の提案をし、参加をすることで、

すでに周りに存在する人々を商店街のお客として取り込

み、商店街を活性化させることを目的とした。 

４．活動の方法 
イベントの企画 
	 「呑マルシェ」は元々、手作りの雑貨を売っている作

家の人たちを集めて、「昭和の街」のお店の軒先にある小

さなスペースを使って各自のお店を開いてもうことで、

通り全体で市場（マルシェ）を開くイベントである。参

加をするにあたって具体的に何をするか検討し、先ず挙

がった案はお客さんと一緒になって商品を作るワークシ

ョップであった。これは春学期の中間報告会での考察で

挙がった、「出店が分かりにくいために呼んだ人が見つけ

られずに通り過ぎてしまっている」問題を解決し、「呑マ

ルシェ」に人を呼び込むためにも、通りがかった人がひ

と目見て興味をそそられるように、パフォーマンスを兼

ねた出店が効果的と考えた結果で、さらに、手作りの作

品に慣れていない人でも、自分で作ったものなら抵抗が

少なく、より受けがいいという意見も班内であり、「呑マ

ルシェ」の主催である大黒屋食堂の店主である岩澤さん

との話し合いでも、最初はワークショップを提案してい

た。 
話し合いの結果、学生にしかできないようなイベント

を行おうということになり、若い学生らしく活発に体を

動かし、かつ周りから盛り上がって見えるものは何か考

え、今では珍しくなった餅つきを行うことに決まった。

これには餅つきという非常に分かり易いイベントを行う

ことで、ビラ配りなどの呼び込みの際にお客さんが想像

しやすく、ビラだけでは伝わりにくい呑マルシェのテー

マ、「手作り市」を明確にすることで呼び込みの効果を上

げる狙いもあった。 
	  
６．取り組み内容 
（1）活動概要 
当日の餅つきでは、もち米を 3升分で約 90人前を用意

し、地元で餅つきの経験が豊富な利根川さんにご指導を

いただきながら、午後 1時・2時・3時の 3回餅つきを行
い、その都度小分けにした餅を、あんこ・きな粉・辛み

餅の 3種類に味付けし、3個を 1皿に盛りつけて 1皿 200
円で販売した。餅を製造・販売する以外の人員は、ビラ

配りや呼び込みといった宣伝を行い、ビラを配る際には

一緒にスタンプラリーの用紙も配った。このスタンプラ

リーは、餅つきに集まった人たちに他のお店にも立ち寄

ってもらうために、呑マルシェに出店しているお店のス

タンプをすべて集めるとお餅を 50 円割引して販売する
もので、参加しているお店の場所を記した地図が記載さ
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れている。 
岩澤さんとイベントについて話し合った際に、同じ大

学の生徒がお店に集まっていれば、周りから見たときに

活気があふれて見えるので、呼んで欲しいとの提案があ

ったので、事前に他のプラクティスから当日生徒を借り

る交渉を先生と交わし、男女 2人ずつの計 4人に来ても
らい、人手が足りなくなった際は女性には販売を、男性

には餅つきを手伝ってもらい、空いた時間には呼び込み

にも参加してもらい、餅つきを盛り上げてもらった。当

日餅つきに参加した学生には、大学生が活動していると

ひと目で分かるように、全員に東洋大学のロゴの入った

腕章をつけてもらった。 
また当日に直接餅つきに参加してくれた生徒以外にも、

同じプラクティスで活動していた 9班にお願いして、活
動の一環で Facebookに作っていた、呑マルシェの様子を
写真を使って伝えている「呑マルシェを盛りあげ隊」と

いう掲示板に、12月 8日に行う餅つきの宣伝記事を載せ
てもらった。 
餅つきに使う材料や道具に関しては、時間や資金の問

題から自分たちで揃えるのは難しかったため、全て大黒

屋食堂さんに用意して頂くことになり、私たちは餅を作

るだけの客寄せパンダのような形で、イベントに参加し

た。 
（2）結果 
	 完売すればおおよそ 5000 円ほどの利益になる計画だ
ったが、餅は無事に完売したにもかかわらず 1300円の赤
字となってしまった。原因は、慣れない手作りだったた

めに餅の大きさが不均一になったせいで販売数そのもの

が減ったことや、大根おろしを仕込んでいる途中で量が

少ないと判断し、追加で 1本分多く用意した大根おろし
が余っていたことや、途中で人気だったあんこが足りな

くなり急遽追加のあんこを購入し、それとは逆にきな粉

は余るなどしたために出た材料費の無駄などが考えられ

る。 
	 しかし、餅つきという想像がつきやすいイベントを行

ったことで、ビラを配る際のお客さんの反応は狙い通り

非常に良好で、立ち止まって話を聞いてくれた人、ビラ

を持って餅つきの会場まで足を運んでくれた人、「呑マル

シェ」に関心を持ってくれた人、それぞれが春学期から

今まで活動した中で最も多く、「呑マルシェ」に関して詳

しく説明することもできたので、川越で行われているイ

ベントとしての「呑マルシェ」の定着を促進することが

できた。また、餅つきを見に来た人、餅を購入していっ

た人たちの多くは近くに住んでいる地元住民の人たちで、

蓮馨寺で行われていた呑龍デーを目当てに普段は来ない

商店街まで来た人が多く、「呑マルシェ」の最初の目的の

ひとつであった、「呑龍デーに来た人を蓮馨寺から商店街

に引き込む」ことを達成することができた。 

中には「呑マルシェ」の出店を回ると餅が 50円割引に
なるスタンプラリーをコンプリートしてくれた人もおり、

「呑マルシェ」に参加した他の作家さん達や「呑マルシ

ェ」主催者の岩澤さんからも好評の声をいただいた。 
	 さらに呑マルシェの様子を撮影しに来ていた川越ケー

ブルテレビの J:COMが、餅つきをしていた私たちに「こ
の餅つきはどのようなイベントなのか」といった内容の

インタビューをしてくれた。テレビの持つ宣伝効果はと

ても強いので、広い範囲に向けて呑マルシェの存在を詳

しく伝えることができた。 
 
７．まとめ 
	 この商店街が活性化するために最も重要なことは、商

店街の人たち自身が活発な活動を実行することである。

毎月 8日に蓮馨寺で行われる呑龍デーの盛況ぶりを見る
と、商店街にも客が流れて来れば呑龍デーと同じような

活気を取り戻せると確信する。その先駆けになろうとし

ている「呑マルシェ」に参加し、今回餅つきを行ったと

ころ、初めに私たちが獲得目標としていた周辺の観光地

にいる観光客以上に、商店街周辺に住む地元住民の人た

ちの反響を得ることができた。今回呑龍デーに来た地元

の人たちをそのままイベントに呼び込むことに成功した

ことで、普段商店街を利用していない地元の人たちに、

商店街に足を運んでもらうきっかけを作ることができた。

これが続けば、この新しい取り組みを地元の人たちに定

着させることが可能で、そうして現在の比較的若い住民

たちに、商店街を初めは月に 1回のイベントの日だけで
も利用してもらうことで、徐々にでも商店街に人と活気

が取り戻せる。そのためには、今回のような活動を継続

していくことが重要である。 
しかし、今後この活動を引き継いでくれる団体は現在

なく、呑マルシェを主宰する「昭和の街の会」では人手

が足りず、卒業に向けて忙しくなる私たちが引き続き活

動を行うのが困難な現状では、継続した活動を続けるの

は難しく、春から新しく授業に参加する後輩たちがこの

活動を引き継いでくれるか、街の人達によってイベント

が継続して開催されることを願います。 
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9班  「呑マルシェ盛り上げ隊」を通じた川越中央通り「昭和の街」の活性化支援 
 

 
１．背景 
	 現在、川越中央通り「昭和の街」（以下、「昭和の街」）

の周辺店舗や名所、そこで行われているイベントの認知

度は高くない。「昭和の街」自体が観光地というより蔵造

りの町並みや時の鐘といった名所と川越駅、本川越駅ま

での通り道になっているのが現状である。しかし、「昭和

の街」には蓮馨寺や熊野神社などの観光資源が存在し、

観光地としての可能性も秘めている。それと同時に「昭

和の街」は地域住民の日常生活の場であり、住民の利用

もある。この 2つの点は「昭和の街」に十分な人を集め
る利点である。観光地としての「昭和の街」、また地元住

民の生活の場という 2つの側面から活性化を図る必要が
ある。 
	 しかし一番街などの観光名所を紹介するメディアは多

数存在する中、「昭和の街」について詳しく知れるような

コンテンツは少ない。効果的な情報発信・伝達をしてい

くために中央通りの新しい情報に接する機会が求められ

ている。 
 
２．課題・目的 
（1）課題 
	 「昭和の街」に人が集まらない原因は以下の 5点であ
ると考えた。 
① 「昭和の街」が一番街や駅までの通り道になっている。 
② イベントの認知度が低い。 
③ 「昭和の街」に関する情報がインターネット上にあま
り載っていない。 

④ 観光資源が十分に活用されていない。 
⑤ イベントを行うスペースがあまりない。 
 
（2）目的 
	 観光客目線と生活の場としての「昭和の街」という視

点を加えた地域活性化について考える。秋学期ではイベ

ントを通じて「昭和の街」の魅力を観光客・地元住民双

方に情報発信して、「昭和の街」に対して興味や関心を持

ってもらうことによって地域活性化を目指す。主に課題

にあげた②と③に対してのアプローチとなる。「昭和の街」

のイベント「呑マルシェ」を通じて「昭和の街」に足を

運ぶきっかけを作っていく。「昭和の街」に関する情報を

Facebook 上にアップしていき、「昭和の街」に関心を持
ってもらう。 
 

３．実施内容・実施までの流れ 
	 地元のイベントを盛り上げることで地元住民と観光客

に対して同時に働きかける。Facebookを活用し、イベン
トの情報を事前にアップロードし、呑マルシェを告知し

た。私たち独自の情報発信元（Facebookアカウント）を
作成し、宣伝を行う。次に、呑マルシェ当日に配布する

ためのビラを作成した。少しでも多くの人に呑マルシェ

が開催されていることを知ってもらい、参加してもらう

ことを目指し開催当日に配布した。 
	 最後に、呑マルシェの当日に行ったビラの裁断、配布、

机の組み立てなど、運営準備についての活動である。

Facebookなどを活用した事前告知だけではなく、当日の
イベントの様子を更新するために運営の準備の手伝いも

行った。ネット上の情報発信だけでなく、7 班の餅つき
に協力するなど運営に参加する形でも地域活性に貢献し

た。 
 
４．獲得目標 
	 呑マルシェを中心に、川越のイベント情報を Facebook
上に事前にアップロードし、幅広くプロモーションを行

う。Facebookに載せる情報をより良い物にするために実
際に自分たちで参加しわかりやすく伝えることを目指す。

そして、イベントを通じて観光客や、呑マルシェに参加

する観光客・地元の人を増やし、「昭和の街」全体の活性

化させることが最大の目標である。 
 
５．活動内容 
（1）運営のお手伝い 
	 開設した Facebookに生の情報を載せるために、呑マル
シェ運営を手伝った。実際にイベントに携わり、それぞ

れの作業を体験してみることによってわかりやすく主体

性ある情報発信をめざし、情報の質の向上を図った。学

生として地域の活動に参加することで活気ある「昭和の

街」を地域の方々と共に作っていく。 
	 主な活動は次のとおりである。 
・ 会場設営：机の組み立てなど 
・ スタンプラリーのビラ裁断・配布 
 	 作家さんたちのブースをそれぞれ周ってもらうこ

とで「昭和の街」全体の回遊へ繋げることを目的とし

たスタンプラリー用紙の配布を行った 
・ もちつき班（7班）への同行＋手伝い 
 	 餅つきの準備手伝い、蓮馨寺前で呼び込みと告知 
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（2）ビラ作り・ビラ配り 
	 中央通りへ足を運んでもらう機会作りのために、新し

くビラを作り、当日「昭和の街」付近で配布した。ただ

呑マルシェの情報を載せたビラを作るだけではなく、私

たちの Facebookページに直接アクセス出来るQRコード
も載せた。Facebookページへのアクセス数を増やすこと
や、手作り作家さんや手作りの作品に興味のある方々と

の繋がりが生まれることも狙った。 

      
 図-1 作成したビラ 図-2 「昭和の街」が作成したのぼり 

	 図-1は私たちの班で作成したビラである。背景の色は、
図-2ののぼりの配色を参考に呑マルシェのイメージカラ
ーの統一感を出した。ビラの文字はすべて手書きにした。

手作り市である呑マルシェの趣旨に合うと考えたからで

ある。 
 
（3）呑マルシェ宣伝のための Facebook(SNS)への投稿 
	 「呑マルシェ」を宣伝するために「呑マルシェ盛り上

げ隊」の Facebookページを制作し、定期的に「呑マルシ
ェ」に関する記事や川越に関する情報、総合情報プラク

ティスⅥでの演習風景を週に 1回ペースで投稿した。投
稿した記事を呑マルシェの開催元である「大黒屋食堂」

の店主さまアカウントや「呑マルシェ」に参加している

「コシノコーヒー」Facebookページ、総合情報学部の小
瀬先生のアカウントおよびそれぞれのアカウントの友達

にシェアしてもらった。これにより「呑マルシェ」をイ

ンターネット上で広報し、「呑マルシェ」の知名度の向上

を図った。また、これらのアカウントとの連携をとるこ

とで「呑マルシェ」の活性化を目指した。 
・活動結果 
上記３つの活動の成果としては地域内においての呑マル

シェ認知度向上に貢献出来たということが挙げられる。

餅つきを始めとするイベントに対して直接的な活動をし、

それをビラや SNS を通して発信したことで活動以前よ
り多くの人に対して強く印象付けることが出来た。ただ

し Facebookを利用した情報の広がりに限界があり、ビラ
の配布数も十分でなかったことから成果が最大限発揮出

来たとは言い切れない。 
 
６．今後の課題 
	 私たちはこれまで、呑マルシェを中心に「昭和の街」

全体を盛り上げていくために川越の情報を Facebook 上

に発信することや、呑マルシェに参加し、ビラ配り、運

営の手伝いなどを行い、学生が参加し盛り上げるイベン

トとしての話題作りを行ってきた。今後もこのような活

動を継続し、より多くの人が興味を持ってくれるような

情報発信を行う必要がある。更新頻度を上げ、見て楽し

い内容と最新の情報を載せることが重要である。閲覧数

を増加させるために 12 月 8 日に行われた呑マルシェで
QR コード付きのビラを配布したが、その効果は非常に
低かった。広く情報を広めるための別の方法を考える必

要がある。また呑マルシェ自体をより良く改善していく

ことも必要である。蔵造りの町並みは多くの観光客に賑

わいを見せているが、その賑わいは一番街を中心とした

周囲に留まる。観光客を「昭和の街」へ誘導する仕組み

が必要であると感じた。観光客は自身にとっての「新鮮

さ」「非日常性」を目当てで来る。それに対して地元住民

は「コミュニティ」や「地域性」を目当てに来ているた

め、調和が取れておらず、集客力は望めない。双方にと

っての理想の「昭和の街」とはどんなものなのかを今一

度考え、それに近づけていくことが必要である。 
 
７．まとめ 
	 「昭和の街」はその先に一番街があることや、大型シ

ョッピングモールの進出などを背景に、人々は「昭和の

街」に足を止めることは少ない。「昭和の街」は地域住民

の住空間であり、高齢化の進む中で全ての人が安心して

暮らせる空間であるべきである。その中で観光地として

可能性を模索しながら地域住民の生活との関わり合いを

深く考える必要がある。 
	 この演習を通して感じたことは、地域活性化は短期間

で解決する問題ではないということである。私たちがこ

れまで 1年間活動をしてきた中で様々な取り組みをして
きた。多少ながら活性化に貢献は出来たかと思うが大き

な変化を与えられなかった。ただ私たち若い学生が高齢

化の進む商店街で活動するだけで刺激になり、色々な角

度から小さな活性化を図ることは大きな変化への第一歩

である。 
	 演習の一環として取り組みであるから、地域活性化を

達成するに費やす時間には十分ではなかった。しかしそ

の中で分かったこともたくさんあった。地域住民の視点

と観光客の視点で考え、双方にとって良い街づくり案を

提供していきたい。Facebookの書き込みやビラ配りを継
続的に行うことも大事だが、新しいことにも挑戦し、少

しでも活性化につながる取り組みをたくさんしていくこ

とが必要である。様々な立場の人と一つの目標に対して

取り組むことで多くの改善案が考えられ、視野を広げる

ことができた。私たち若い世代が今ある地域の問題に対

して積極的に参加しなければいけないという使命感がこ

の演習を通して生まれた。 
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5班  旧川越織物市場の外国人向け長期宿泊施設への再生 
 

 
1. 背景 
	 なぜ、ゲストハウスを作ろうとしたのかは、春学期の

発表会で外国人向けの長期滞在できるところがないから

作ったらどうかという意見を聞いたことと、夜に開いて

いるお店が少ないため、人気がないということ、市の方

から旧川越織物市場を宿泊施設にするという案も考えら

れているということを聞き、夜まで観光客が滞在しても

らえるようにするためにはどうすればいいかを考えた結

果、旧川越織物市場を外国人向けの長期宿泊施設にする

のはどうかという計画に至った。 
2. 課題 
	 川越市には、現在外国人向けの長期滞在できる施設が

ないことや、川越中央通り「昭和の街」（以下、「昭和の

街」）周辺の店舗で夜に営業しているお店が少ないため、

観光客が長期滞在しにくくなっている。また、「昭和の街」

周辺には宿泊施設が少なく、長期滞在ができなく日帰り

での観光が増えている。そこで外国人や観光客が長期滞

在できるような宿泊施設をどのような施設にするかター

ゲットを絞り、川越の魅力をどのように伝え、長期滞在

してもらえるか提案する必要がある。 
3. 目的 
	 私たちは、まず、「昭和の街」周辺に宿泊施設を建てる

提案することにした。「昭和の街」周辺のどこに、どのよ

うなコンセプトを持った宿泊施設を建てるか考えた。そ

して市の方から旧川越織物市場を宿泊施設にするという

案も考えられているということを聞き、夜まで観光客が

滞在してもらえるようにするためにはどうすればよいか

を考えたところ、その案を参考にし、旧川越織物市場を

宿泊施設にすることにした。旧川越織物市場をどのよう

にして外国人向けの宿泊施設にするか、また外国人向け

の宿泊施設を建てることで外国人がたくさん、長く滞在

して起こる地域活性化の具体的な事項に関して提案書に

まとめることを目的とした。 
4. 現地調査 
（1）旧川越織物市場の概要 
現状の旧川越織物市場は江戸時代の町家様式を残した 2
階建ての長屋形式の建物である。西側に 6 棟と東側に 5
棟の全 22 部屋があり、一部屋が 12 畳である。1 棟にト
イレが 1つ備わり、簡単な台所と広いスペースがある。
また東側と西側の間には中庭が備わっている。屋根瓦は

雨漏りと強風から守るために簡易的な屋根で覆われてい

る。人気のあるゲストハウスには清潔さやホスピタリテ

ィ、交通の便や安価であることに加え、①その国の風土

や情緒が楽しめる、②宿泊者同士が交流をもてるアット

ホームさがある、③生活に必要なものを無料で借りるこ

とができる、の 3つが備わっている。 
（2）現地調査を踏まえた企画案 
現地調査を受けて、ゲストハウスのポイント①である国

の風土は、織物市場に使われていた名残が多く残されて

いて歴史を感じることができる。たとえば市場の搬入作

業の名残で残されている格子戸や木造建築がある。また

外国人は湯船につかる習慣があまりないため不便に感じ

る恐れがある。そのため大浴場ではなく、シャワーを設

置することにした。また銭湯のみならずスーパーやコン

ビニも少し離れたところにあるためレンタル自転車があ

ると便利である。 
5. 経済波及効果 
（1）経済波及効果の想定 
	 観光客が長期滞在することによる経済波及効果は地域

全体に及ぶ。滞在が長いほど規模は大きく、広く及ぶ。

たとえば滞在期間が長い分、必要な衣類や化粧品、ドラ

ッグなどを求め、スーパー、衣類店やクレアモール周辺

の店舗を訪れる。またゲストハウスには各部屋にシャワ

ーの設置のみで、浴槽を設置しないため湯に浸かりたく

なった場合は公衆浴場へ行くことになる。旧川越織物市

場から一番近い湯遊ランド（約 500m の道のり）か昔な
がらの銭湯である旭湯（約 600m の道のり）を利用する
ことになるだろう（図-1）。 

 
図-1	 旧川越織物市場から公衆浴場への道のり 

（左 湯遊ランド、右 旭湯） 
	 飲食に関しては一番経済波及効果を見込むことができ

る。共同キッチンを設置するため自炊派も周辺のスーパ

ーやコンビニエンスストアを利用する。周辺ではマルエ

ツ、コープみらい、セブンイレブンがある。また外食派

も近隣飲食店を利用することとなる。休日など娯楽施設

やゲームセンターにも流れが見込める。観光客にとって

この分析結果は再考するように 
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の一番の目的である観光地巡りや蔵造りの町並み、川越

城本丸御殿、喜多院など旧川越織物市場から十分歩ける

位置にあるため便利である。公共施設の利用も活性化さ

れ図書館、電車やバスといった交通も経済波及効果が期

待できる。そのため「昭和の街」周辺の施設のみならず、

川越市全体の商業施設に経済効果が生まれる。 
（2）経済波及効果の分析 
	 具体的に、埼玉県のホームページ内にある経済波及効

果[1]を使用して分析した。【参加者人数】×【1人あたり
の消費額】で計算され、非購入者も含まれるため実際の

単価よりも低く計算される。1人あたりの消費額は<全国
の平均値>が代用されている。ゲストハウスに 1部屋に 1
人泊まれる最高人数で計算しすべての部屋を使用すると

仮定すると 30人宿泊が可能である。全員が 7泊すること
を仮定し計算した結果を図-2に示す。 

 

 

 
図-2	 経済波及効果の分析結果 

	 長期宿泊により食費に多くが費やされることとなる。

旧川越織物市場の周辺には、観光地のためにカフェや飲

食店が近くにあり、経済波及効果が期待できる。外国人

のみならず日本人の観光客も宿泊可能のため、外国人と

交流を持ちたい日本人も受け入れることになる。また主

催する側として管理する者を設ける。最低人数を 1人と
すると、管理者に対する給与は図-3の通りとなる。管理
者のアルバイト賃金は埼玉の最低賃金の 802円で設定さ

れている。また管理する者は外国人交流を持ちたい学生

や地域の方にボランティアとして手伝ってもらい地域の

交流を増やす機会を与える。 

 
図-3	 管理者に対する給与の分析結果 

6. 施設具体案 
	 現地調査を受けて、1 棟 3 人で住むことを想定し直し
た。荷物が多い長期滞在者を考慮し広々としたスペース

を使ってもらうためである。1階 12畳に 1人、2階の 12
畳には 2人過ごすことにする。また共有の食堂スペース
を設け仲間と談笑できるスペースを確保する。さらに食

堂は運営側でレクリエーションを行うことができるよう

なスペースとしたい。配置図を図-4に示す。 
 多くの人が出入りをすることになるため、セキュリテイ
ーはおろそかにできない。そのため紫色で塗られた部分

を食堂兼事務所にし、誰が帰ってきたかを確認できる位

置に置く。ホテルや旅館と違いはっきりとプライベート

空間を作らず、シェアハウスのようにいつでも顔が見合

えるような宿にしたい。また生活に困らない家電器具を

提供する。 

 
 

 
間取り 
 
・1部屋 12畳	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 茶色→玄関 
・3人部屋	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 緑色→トイレ 
・シャワールーム付	 青→シャワー 
・金庫付	 	 	 	 	 	 赤→金庫 

 
 
図-4	 配置図と間取り	 川越市から提供された図面に配色 

7. まとめ 
	 外国人向けの宿泊施設を旧川越織物市場に作ることに

よって「昭和の街」周辺地区の観光客の集客を増やし、

それによって、地域が活性化するのではないかと考えた。

旧川越織物市場を宿泊施設に変えることにより、経済波

及効果が生まれる。現状では維持費のみがかかっている

が、「昭和の街」周辺地区にも収益を見込むことができる。 
参考文献 
[1]埼玉県：経済波及効果分析ツール（イベント版） 
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0206/a152/bunseki-tool.html 
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10班 「川越市自転車シェアリング」プロモーションビデオ制作 
 

 
1. 活動の背景 
	 現在の川越での観光客の交通手段は自動車が多く、自

転車での観光客は少ない。また、自転車シェアリングを

利用しようと思っても借り方・返し方がわからない、お

すすめマップを見るだけではポートの正確な位置がわか

らない等の問題があり、自転車シェアリングの利用者が

少なく、加えて認知度も低い。利用者にも偏りがあり、

観光客ではなく市役所職員などのビジネスマンに多く使

われている状況である。 
 
2. 課題 
	 まず、なぜ自転車シェアリングの知名度が低いのかを

考えて調査する必要がある。借り方や返し方が複雑なこ

とに対して、どのようにすれば簡単に説明することがで

きるのかを考える。自転車シェアリングを利用した人た

ちがどのような立場の人であるのかを調査する。ポート

の位置がわかりづらいことに関してはどうしてわかりづ

らいのか、どうやってその場所を簡単に伝えることがで

きるかを考える。何をすれば観光客や地元の人たちに使

ってもらえるようになるかを考える。 
 
3. 活動の目的 
	 自転車シェアリングを広めることによって、観光客や

地元の方に楽しく安全に利用できるようにする。またポ

ートの位置を簡単に把握できるように伝える。川越中央

通り「昭和の街」（以下「昭和の街」）周辺の魅力を伝え

られるような動画を、自転車シェアリングも含めて作成

し、動画サイトにアップロードする。 
 
4. 獲得目標 
	 自分達が作った動画を、いろいろな人たちに動画を見

てもらえるように YouTubeにアップロードする。また公
開することによって自転車シェアリングの便利さや楽し

さを伝えるようにする。自転車シェアリングの認知度を

上げて多くの方に利用してもらえるようにする。 
 
5. 春学期の取り組み 
	 私たちは川越の交通状況を調べるために、川越市交通

政策課に対してヒアリングを行った。川越では仲町の交

差点の北側にある一番街を一方通行にするかどうかにつ

いての問題があった。川越市役所側は一方通行を実施し

て一方通行にすれば、道幅が増えて歩行者に安全である

と考えているが、町の人の中には反対する人も多くいて、

すぐに実行するには難しい状況であった。 
	 また一方通行化に反対である「一番街交通問題を考え

る会」の会長である栗原茂さんにもお話を伺った。一方

通行にしてしまうとバスが迂回することが難しくなり、

渋滞が発生してしまうことと、一方通行にすることによ

ってスピードを出す車が多くなる問題が発生してしまう

と仰っていた。実際に栗原さんの経営する上州屋も 2ト
ントラックが突っ込んできたそうである。 
	 考察としては、一方通行化を図ったとしても歩行者の

安全を確保することは難しいことがわかった。そして私

たちは、自動車を減少させるためには自転車シェアリン

グを活用することが有効であると考えた。観光客も自動

車での観光ではなく自転車を利用した方が車を減少させ

ることもできるし、かつスムーズに移動できると考えた。 
  
6. 秋学期の取り組み内容 
（1）取組の概要 
	 自転車シェアリングの知名度を広めるためには、わか

りやすく利用者に伝える動画を作成して、それを視聴し

てもらうのが一番効率のよい伝え方であると考えた。 
	 まず、川越市自転車シェアリングを運営している株式

会社ペダルにヒアリングを行い、自転車シェアリングの

利用についてどのような対策を練っているのか、なぜ川

越に自転車シェアリングを実施したのか話を伺った。 
	 次に、おすすめルートを実際に周り、どこに何がある

か、ポートがどこにあるのかを調べた。マップを見るだ

けでは、ポートがどこにあるのかを正確に把握すること

は難しいことがわかったので、それもふまえて動画を作

成した。 
	 さらに、自転車シェアリングを実際に借りてみた。ク

レジットカードや電子マネーを登録したりするので借り

方が少し難しく、高齢者や初めて利用する方には相当難

しいのではないかと感じた。そのために借り方や返し方

の動画を撮影することに決定した。 
（2）運営者へのヒアリング 
	 株式会社ペダルにヒアリングを行った。なぜ川越で自

転車シェアリングを実施しているのかについては、川越

市から委託されたものであり、ペダル側から営業を行っ

たものではない。また、誰もが使えるようにするために

クレジットカードや携帯電話ではなく、もっと身近で使

いやすい端末で自転車シェアリングが借りられる方法を

検討している。しかし、資金が少なく、現状の問題を改

善するのは難しいとのことであった。 
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（3）動画撮影 
	 私たちの動画撮影方法は、当事者目線で撮影する方法

に決定した。実際に借りる視点の方が視聴者にわかりや

すいと考えたのでその撮影方法にした。当事者目線での

撮影を行うと、実際に撮影している本人がどこを見てい

るのか、自転車を乗っていて危ない箇所などがよくわか

った。できるだけ周りを見渡しながら川越の魅力が伝わ

るように、また歩行者や自動車に注意しながら撮影を行

った。図-1に走行ルートを、写真-１,2に撮影した動画の
キャプチャ画像を示す。 

 
図-1	 川越から蓮馨寺へのルート 

（小江戸蔵里で自転車を返却、その先は徒歩移動） 
 

 
写真-1 実際に自転車シェアリングに乗って撮影している様子 

（ビデオカメラを頭に装着して当事者目線で撮影） 

 
写真-2 自転車シェアリングを借りているところを撮影 

 

（4）動画編集 
	 長くすると発表の時に時間を取ってしまうので、無駄

な部分をカットしつつ、自転車シェアリングを利用しな

がら川越の魅力を伝えられる箇所を取り入れた。自転車

シェアリングの借り方・返し方についての動画について

はテロップ入りでわかりやすく伝えるようにした。BGM
を入れて視聴者に飽きさせないように編集し、借り方と

返し方の動画をつなげて、1 本の動画を作成した。川越
駅から蓮馨寺の動画編集では、実際には動画撮影時間が

30分を超えていたのだが、重要な場所以外はカットして
2分 30秒に収まるように編集した。また自転車と歩きの
2 つの交通手段で撮影を行ったのでどちらもできるだけ
同じ時間で入るように編集した。動画編集ソフトは We 
Videoを利用した。 
	 作成した動画は「How to 川越自転車シェアリング」
（https://www.youtube.com/watch?v=_9cLvO6627Y）と「小
江 戸 川 越 を 巡 っ て み ま し た 」

（https://www.youtube.com/watch?v=qeOj19Jtr1E）の 2 本
で、どちらも 1月 30日現在で 301回以上の視聴がある。 
 
7. まとめと今後の課題 
	 現段階では YouTube に作成した動画をアップロード
したが、今後、市役所やペダルのホームページにも動画

を掲載してもらえるか折衝してみたい。そのためには動

画編集スキルを上げていき、誰が見てもわかりやすく、

おもしろい動画を撮影、編集していく必要がある。また

動画も様々なバリエーションを撮影して、色々な視点か

ら楽しんでもらえるようにする必要がある。 
	 さらに、自転車シェアリングを通じて、「昭和の街」周

辺地区を活性化するための方策を考える必要がある。そ

のためには地域の方にインタビューをして、受け入れて

もらえるような動画を撮影し、編集する。「昭和の街」周

辺地区と自転車シェアリングを深く結びつけるような動

画を撮影できるようにすることが今後の課題である。 
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