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活動成果報告会プログラム 
 

川越 霞ヶ関北地区 
 

実施概要 
日時：2015年 8月 2日（日）13:00〜15:30 

場所：霞ヶ関北自治会館（川越市霞ヶ関北 3-12-16）  

対象：地域の方々、地域活性化に関心のある方々  

定員：20名  

参加費：無料  

主催：東洋大学総合情報学部  

後援：川越市、霞ヶ関北自治会、角栄商店街振興組合 

 

プログラム 
13:00  開会・主催者挨拶 

13:05〜14:45 学生の発表・会場との質疑応答（1班あたり 10分発表、5分質疑） 

14:45〜14:55 休憩 

14:55〜15:30 全体討議・総評 

15:30  閉会 

 

発表順 
K1班「霞ヶ関駅周辺の史跡巡りツアールートの制作」 

K4班「霞ヶ関駅周辺の史跡紹介動画の制作」 

K2班「かほくお手伝いサービスの若いスタッフの増員・啓発」 

K3班「『小畔川を楽しもう！』イベントの企画・実施」 

K5班「『霞北祭』におけるイベントの企画・実施～霞北祭で子供たちに楽しい思い出を～」 
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川越昭和の街周辺地区 

 

実施概要 
日時：2015年 8月 3日（月）18:00〜20:30 

場所：蓮馨寺講堂（川越市連雀町 7-1） 

対象：地域の方々、地域活性化に関心のある方々 

定員：20名 

参加費：無料 

主催：東洋大学総合情報学部 

後援：川越市、中央通り「昭和の街」を楽しく賑やかなまちにする会 

 
プログラム 
18:00  開会・主催者挨拶 

18:10〜19:50 学生の発表・会場との質疑応答（1班あたり 10分発表、5分質疑） 

19:50〜19:55 休憩 

19:55〜20:30 全体討議・総評 

20:30  閉会 

 

発表順 

S1班「旧川越織物市場の日本文化体験型宿泊施設への活用案」 

S6班「川越駅から「川越昭和の街」へ至るウォークガイドの制作」 

S2班「『「川越昭和の街」でだらだら過ごす一日』リーフレットの制作」 

S3班「利用者から見た夜の「川越昭和の街」」 

S5班「店舗へのアンケートに基づく「川越昭和の街」の方向性の提案」 

S4班「『川越ワンコインフェス』の企画提案」 
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地域プロジェクト演習について 

東洋大学総合情報学部	 教授	 小瀬	 博之 
 
■【シラバス】地域プロジェクト演習：キャンパス周辺

地区における地域活性化の調査・実践・提案 
 
【基本情報】 
担当者： 小瀬博之、尾崎晴男、島田裕次、武市三智子、

 大塚佳臣 
時間割、授業回数： 月曜 3・4限、15回 
単位数：2 
授業科目区分：専門科目、選択必修 
【講義の目的・内容】 
	 大学の所在地である川越市内の地区を対象とした地域

活性化の調査・実践・提案を地域との協働で実施する。 
	 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、霞ヶ関北地区は 1960年代に開発された地区
である。 
	 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を提

案したり、すでに進行しているプロジェクトに参加した

りしながら、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

まとめることが本演習の目的である。 
	 まず、現地見学において現状をよく洞察しながら把握

して情報の共有に努める。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、活動・制作に取り組み、成果を報告する。 
【学修到達目標】 
(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 
【講義スケジュール】（実績） 
第 1 回（4/13）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（4/20）現地見学（その 1）霞ヶ関北地区 
第 3 回（4/27）現地見学（その 2）川越中央通り「昭和

の街」周辺地区 
第 4回（5/4）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（5/11）現状調査（アンケート、踏査、ヒアリン
グ等）企画検討 

第 6回（5/18）地区ごとの現地調査（予備調査） 
第 7 回（5/25）実施計画書・作業工程表の修正・次回の

現地調査のための手続き等、前回現地調査の

Facebookページヘの投稿（未投稿者）及び確
認、他班の活動状況の把握・調整 

第 8回（6/1）地区ごとの現地調査（本調査） 
第 9回（6/8）演習室での作業または実地調査（1） 
第 10回（6/15）演習室での作業または実地調査（2） 
第 11回（6/22）演習室での作業または実地調査（3） 
第 12回（6/29）演習室での作業または実地調査（4） 
第 13回（7/6）演習室での作業（5） 
第 14回（7/13）演習室での作業または実地調査（6） 
第 15回（7/20）演習室での作業または実地調査（7） 
補講期間（8/2, 8/3）成果報告会 
【指導方法】 
	 1 グループ 4 人前後で複数グループを編成し、グルー
プが主導的に演習を行えるような指導を行う。また、学

生同士及び地域との情報共有、交流を進めるための情報

システムの活用を行い、ICTスキルの向上を果たす。 
	 指導は、5 人の教員全員（小瀬、尾崎、島田、武市、
大塚）が毎回担当し、活動内容に応じて、各教員の専門

分野の知見・ノウハウを教授する。 
【成績評価の方法・基準】 
(1) 各個人が記した作業報告レポート及び自己採点（1/3） 
(2) グループでまとめた逐次報告並びに成果報告書の内

容（1/3） 
(3) 成果報告会における各グループの評価（1/3） 
（（1）+（2）+（3）=100%）  
	 成績評価は東洋大学の基準に従う。  
	 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】 
	 ToyoNet-ACE に既往の成果物及び対象地域に関する
資料を掲載する。 
【参考書】 
山崎亮：コミュニティデザインの時代 - 自分たちで「ま
ち」をつくる、中公新書 2184、2012（本体 860円税別） 
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■第 1回（4/13）ワールドカフェ結果要約 
 
ワールドカフェ「あなたの出身または住んでいる地域の

よいところ・わるいところとどうなったら快適な地域に

なるか、私たちは何ができるか」結果要約 
 
K1班 
・ よいところ：治安をよりよくすればよい、住宅地の

近くに大きな商業施設があれば人が集まりやすくな

る、住宅地の雰囲気・景観も重点的においてしてい

けばよいのではないか。住宅地の周辺地域との関係

が密接である---となり町で列車で行けるならば交流
が生まれる。 

・できること：住んでいる地域に対して住民がこうした

いなど結束して意見を行政に言っていく 
 
K2班 
・ 快適なまち：治安がよいことが大前提、治安を良く

するには悪い人が居づらくする。近所づきあいを良

くする、子どもがたくさん遊んでいれば悪い人が近

寄らない 
・ できること：地域のイベントを増やす、子どもの遊

んでいるところのパトロールをする。 
 
K3班 
・ 住みやすい街：交通の便が良い、治安が良い、適度

に自然が豊か、道がきれい、子どもたちが気軽に遊

べる公園がある 
・ できること：ごみを拾う、花を植える---見た目をよ

いまちにする 
 
K4班 
・ 住みたい街：星が見える、木が生えている、交通の

便がよく、地域の人が仲良し---条件：街の光の使用
を抑える、木を植える、交通は出世や議員になる、

回覧板で家族同士の仲をよくする、地域プロジェク

トで集まる場所での対話 
 
K5班 
・ 住みよいまち：交通の便が良い、自然と人口がほど

よい、治安が良い 
・ できること：盗難防止、放置自転車をなくして公共

の場の雰囲気を良くすること 
 
S1班 
・ 快適なまちをつくるため：1.自然が多い、2.交通の便

が良い、3.ヤンキーがいない---暴力的でなければ OK、
4.治安が良い 

・ できること：自然を増やすために木を植えるボラン
ティア、パトロール、ごみ拾いをする。 

 
S2班 
・ 快適なまちづくり：安全なまち---情報が早く伝わる

（不審者、小学校下校時刻）、住民同士の交流の場を

作る（仲良くイベントを主催できる）。有名な場所や

食べ物を作る---メディアで宣伝、活気のある街を作
れる。街全体で子ども・お年寄りを守る 

・ できること：おとしよりを守るため、交流の場で意
見を出し合う 

 
S3班 
・ 住みやすい街：自然と交通と商店のバランスがとれ

ている場所、地域 
・ 欠けたらまずいこと：「店」がなくなると人が住まな

い 
・ 対策：店の活性化、魅力あるものにしていくと自ず

から人が来る、商店街での祭り、体験、特産物で企

画して活性化する。PRして人が増えてくる。 
・ できること：祭り、体験のお手伝い、PRをする。 
 
S4班 
・ 快適な街：都会と田舎で考えが異なる。現状維持が

大切 
・ できること：現状維持のため、いまあるものを壊さ

ないためには変化に気づき、思いやる。 
 
S5班 
・ 快適な街：快適の定義がそれぞれなので、学生にと

って。一人ぐらいはスーパー、コンビニ、病院が近

い、治安が良い、通学道路の安全 
・ 変えていけること：道路安全、歩行者・バイク・車

の運転者との間の互いの視点を持って危険、歩行者

行動に気をつけること、意識することが大切。互い

のマナーを呼びかけることで変えていくことができ

る。 
 
S6班 
・ 住みやすい街：治安が良い、人がいすぎない、都心

へのアクセスがよいがちょっと田舎、ある程度の商

業施設が揃っている。清潔感がある。 
・ できること：ごみ拾い、公共施設をきれいに使う、

治安を良くするために街灯の設置を要請する。取り

締まり・パトロール。 
・ 若者が住みやすいまちは年寄りは住みにくい街であ

ることもあるので、さまざまな住民の声が大きく影

響されるようなしくみを作る。 
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■第 4回（5/4）において提示した内容 
 
【取組内容】 
	 2020年 8月の東京オリンピックにおいて、川越市では
ゴルフ競技が開催される。その 5年後を目途として、対
象地域となっている「霞ヶ関北地区」または「川越昭和

の街周辺地区」が魅力と活力のある町になるために必要

とされることを考え、まちづくりの提案をしていただき

たい。 
・ 地区内の住民・近隣住民・来訪者の安全・快適性・

満足度の向上 
・ 商業・サービス・情報・コミュニケーションなどの

社会活動の充実 
・ 交通・景観・環境などの地区整備・保全 
・ 空き家・空き店舗、人口減少など、地域が直面する

課題に対する対策 
あたりの課題を整理してみて、それがどうあるべきであ

るかを検討すること。 
	 その中で、実地で調査・実施すべきことを検討してス

ケジュールを立て、実施し、その結果を各地区の班相互

で共有すること。 
	 これらの結果をふまえて、5 年後までに地区で実現可
能なまちづくりの提案をしてほしい。 
 
【取り組むべき課題】（現地での要望やこれまでの活動

の経緯などから、地区にかぎらず適用できる課題もある） 
 
霞ヶ関北地区 
・ 【住民】霞ヶ関北自治会創立 50周年に向けて、住民

の現状把握と今後のまちづくりに対する考えをまと

めること 
・ 【住民による公共サービス】「かほくお手伝いサービ

ス」「小畔のかっぱカフェ」がより継続的でさらに魅

力的なものになるための提案 
・ 【商業・サービス】地域に愛され続ける角栄商店街

＋かすみ商店街のリバイバル戦略 
・ 【ネットコミュニティ】「かすみがせきを元気にする

会」を取り巻く、ネットコミュニティにより形成さ

れた若手中心の活動の進展と地域情報の充実 
・ 【大学生の地域活動】近隣の大学生が継続的に地区

をサポートするために必要なこと 
 
川越昭和の街周辺地区 
・ 【ICT 活用】地域の魅力・ブランド力を高めるイン

ターネットと現地情報の融合（「川越アプリ」開発） 
・ 【コンテンツ】昭和の街コンセプトの新たな進展（お

宝収集、発見、仕掛け） 
・ 【施設活用】旧鶴川座・旧川越織物市場を活用した

地域振興策 
・ 【来訪者に対するサービス向上】サイン、トイレ、

交通等の現状把握と改善提案 
・ 【商店街活性化】ネット時代の商店街のリバイバル

プラン 
・ 【イベント提案】来訪者を呼べる地域らしさを生か

したイベントの提案 
 
 
■Web 上の情報共有 
	 本演習では、履修者間及び地域住民や他大学との情報

共有を行っており、2013年度から使用している「川 
越・鶴ヶ島地域活性化プロジェクト Facebook ページ」
を活用している（図-1）。 
	 実地調査の結果報告を中心として、イベントの告知等

を行うとともに、双方向の情報のやり取りを期待した。

内容は次の URL をご参照いただきたい。 
「川越・鶴ヶ島地域活性化プロジェクト」 
https://www.facebook.com/kawatsurutoyo/ 
	 なお今年度は、履修者と指導教員間の情報のやりとり

は、東洋大学授業支援システム「ToyoNet-ACE」を用い
た（図-2）。提出物の提出管理、連絡、関連資料の配布に
ついては、主にこのシステムを用いて、情報管理の徹底

を図った。 
	 また、共同による文書作成においては「川越・鶴ヶ島

地域活性化プロジェクト Wiki」（非公開）を活用した。
実施計画書の作成や経過報告について活用することを意

図したが、十分には活用できなかった。しかし、Word
による共同での文書作成には課題があることから、次年

度以降、さらなる活用の方向性を探っていきたい。 
 
 
■授業風景 
・第 1回「ワールドカフェ」（図-3） 
・第 2回「霞ヶ関北地区現地見学」（図-4〜図-8） 
・第 3回「川越昭和の街周辺地区現地見学」（図-9〜図-13） 
・第 6回「地区ごとの現地調査（予備調査）」（図-14） 
・第 13回「演習室での作業」（図-15） 
 
 
■成果報告会開催通知ポスター 
・川越 霞ヶ関北地区（図-16） 
・川越昭和の街周辺地区（図-17） 
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図-3	 ワールドカフェ（第 1回） 

 
図-4	 霞ヶ関北地区現地見学 
（小畔川沿いを歩いて現地へ） 

 
図-5	 霞ヶ関北地区現地見学 

（角栄商店街のアーケードを歩く） 

 
図-6	 霞ヶ関北地区現地見学 

（小畔のかっぱカフェでの説明） 

 
図-7	 霞ヶ関北地区現地見学 
（霞ヶ関北自治会館での説明） 

 
図-8	 霞ヶ関北地区現地見学 
（見学終了後の集合写真） 

 
図-9	 川越昭和の街周辺地区現地見学 

（蓮馨寺境内での説明） 

 
図-10	 川越昭和の街周辺地区現地見学 

（旧川越織物市場での説明） 

 
図-11	 川越昭和の街周辺地区現地見学 

（旧鶴川座入口での説明） 

 
図-12	 川越昭和の街周辺地区現地見学 

（旧鶴川座内部での説明） 

 
図-13	 川越昭和の街周辺地区現地見学 

（大黒屋食堂での説明） 

 
図-14	 川越昭和の街周辺地区予備調査 
（大黒屋食堂での打ち合わせ） 

 
図-15	 演習室での作業風景 
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図-16	 地域プロジェクト演習 2015	 川越 霞ヶ関北地区 成果報告会のチラシ・ポスター 

  

kawagoe-vitalization-k-20150714

地域プロジェクト演習2015
川越 霞ヶ関北地区
成果報告会
●日時

●場所

2015年8月2日（日）13:00～15:30

霞ヶ関北自治会館（川越市霞ヶ関北3-12-16）
●実施内容
総合情報学部3年生の「地域プロジェクト演習」では、地域の方々等の協力の下、霞ヶ
関北地区における活性化などの地域課題についての調査・分析を行い、その方策に
ついて報告書を作成しました。取組の成果について、地域の方々や地域活性化に関
心のある方々の前で5班21名が発表を行い意見を伺います。また、この地区が「5年
後に魅力のある活力のある町」となるための全体的な討議を行います。

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

ひろゆき

●関連行事

●対象　地域の方々、地域活性化に関心のある方々

●参加費　無料
●定員　20名

●主催　東洋大学総合情報学部
●後援　川越市、霞ヶ関北自治会、角栄商店街振興組合
●参加申込・問い合わせ

総合情報学部　教授　小瀬　博之
こ せ

参加を希望する方は、準備の都合上、7月29日（水）までにご連絡ください。
それ以降は直接会場にお越しください。

地域プロジェクト演習2015 川越昭和の街周辺地区 成果報告会
2015年8月3日（月）18:00～20:30開催（蓮馨寺講堂）

取組テーマなどの詳細
川越・鶴ヶ島地域活性化プロジェクトFacebookページ
https://www.facebook.com/kawatsurutoyo
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図-17	 地域プロジェクト演習 2015	 川越昭和の街周辺地区	 成果報告会のチラシ・ポスター 

 

取組テーマなどの詳細
川越・鶴ヶ島地域活性化プロジェクトFacebookページ
https://www.facebook.com/kawatsurutoyo

kawagoe-vitalization-c-20150707

地域プロジェクト演習2015
川越昭和の街周辺地区
成果報告会
●日時

●場所

●関連行事

2015年8月3日（月）18:00～20:30

蓮馨寺講堂（川越市連雀町7-1）
●実施内容
総合情報学部3年生の「地域プロジェクト演習」では、地域の方々等の協力の下、川越
昭和の街周辺地区における活性化などの地域課題についての調査・分析を行い、そ
の方策について報告書を作成しました。取組の成果について、地域の方々や地域活
性化に関心のある方々の前で6班29名が発表を行い意見を伺います。また、この地
区が「5年後に魅力のある活力のある町」となるための全体的な討議を行います。

●対象　地域の方々、地域活性化に関心のある方々

●参加費　無料
●定員　20名

●主催　東洋大学総合情報学部
●後援　川越市、中央通り「昭和の街」を楽しく賑やかなまちにする会
●参加申込・問い合わせ

参加を希望する方は、準備の都合上、7月29日（水）までにご連絡ください。
それ以降は直接会場にお越しください。

地域プロジェクト演習2015 川越 霞ヶ関北地区 成果報告会
2015年8月2日（日）13:00～15:30開催（霞ヶ関北自治会館）

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

ひろゆきこ せ

9



霞ヶ関駅周辺の史跡巡りツアールートの制作 

K1班「霞ヶ関北地区を活性化し隊」 
 
1. 活動の背景と目的 
	 霞ヶ関北地区の見学をして最初に感じたことは、霞ヶ

関北地区（角栄商店街を中心に）が全体的に閑散として

いる事と、お年寄りの方が多いことと、寂しい雰囲気で

あった。そこで、角栄商店街の地域の特性を見つけ活か

すことによって、霞ヶ関北地区を発展させようと思い、

「霞ヶ関北地区内の人々の交流、もしくは霞ヶ関北地区

外を含めた人々との交流を活性化させること」を目的と

した。 
 
2. 活動目標（図-5） 
	 霞ヶ関駅周辺にはたくさんの史跡があり、この地区に

は深い歴史があるのだということをこの企画を通して多

くの人に知ってもらう。そのために多くの人にウォーク

ラリーのツアーに参加してもらう。そうすることで霞ヶ

関北地区について興味が生まれ、実際に霞ヶ関北地区に

来てくれるようになるはずである。幅広い年齢層の知ら

ない人同士の交流から人と人のつながりが生まれて、地

域に活気が出ると考えるので、地域住民みんなの仲が良

い街をめざす。 
	 このツアーの実施の結果によって霞ヶ関北地区の活性

化に大きく貢献できると考えられる。 
 
3. 実施内容の概要 
	 私たちの活性化のコンセプトの下、最初に考え出した

第一案である、「霞ヶ関北地区内外に住む住民を招いての

健康セミナーの開催企画」は断念せざるを得なかった。

なぜなら、霞ヶ関北地区内のコミュニティが年齢層毎に

形成されていてお互いの交流が難しいことが要因の一つ

にあったからである。 
	 したがって、基本的なコンセプトは変えずに「霞ヶ関

駅周辺の歴史的な史跡を巡るツアーを企画することで地

域住民の交流する場を増やし、更に地域外の人も巻き込

むことで霞ヶ関北地区の良さを知ってもらい、地域を活

性化させる」という企画を提示しようと考えた。「人と人

とのコミュニケーション」の場を設けることを第一に考

えたのである。 
 
4. 実施結果の概要と考察（図-6） 
	 実際に巡るルートについて霞ヶ関駅周辺に存在する史

跡をピックアップしその史跡について調べ、3 つのルー
トを作成した（図-1〜図-3）。ルートを作成する上で最も
重要視した点は、参加者のニーズに合わせられるような

ルートを提案できるように選択したことである。霞ヶ関

駅周辺の史跡の数を調査した際、広範囲に史跡が点在し

ていることが分かったため、ルートをいくつかに分割す

る必要があった。参加者の負担を減らすために、歩行距

離と所要時間ができる限り抑えられるように計画した。 
	 私達が最も時間を要したのはルートの設定である。 
参加者の安全を第一にルートを考えるのか、時間がかか

らないルートを考えるのか、歩行距離が長くならないよ

うなルートを考えるのか、班内で協議をした結果、参加

者のニーズに応えられるように 3種類のルートを考えた。 
	 そして、私達があらかじめ考えたルートを実際に歩い

て、調査をした。時間数の関係で 3つのルートのうち、2
ルートは班員全員で実地調査をできなかったが、代表し

てリーダーが 2つのルートの調査を行い、結果報告を成
果報告書に記入した（図-4）。 
	 また、ツアーの充実化を図るためにウォークラリーを

行うという意見もある。スタンプカードを参加者に渡し

て、史跡を回ってもらった際にスタンプを押し、全ての

史跡を回れたら粗品を贈呈するなどして、参加者に楽し

んでもらいたいと考えている。 
 
5. 結論と今後の課題（図-7・図-8） 
	 私たちの立案するこの企画は、参加者が多ければ多い

ほど、「活性化」に貢献できると考えている。しかし、参

加者がいなければこの企画を実施したとしても活性化の

兆しは見えない。 
	 このツアー企画の存在を多くの人に知ってもらう方法

として、川越市役所の方に連絡を取って市役所の HP に
掲載してもらったり、川越市の広報誌で紹介してもらっ

たりする方法が考えられる。周知の幅を広めるために、

自分たちでポスターを作って市民の方の協力を得たりす

ることもあると考える。 
	 この企画をもっと地域内外に発信して多くの人に知っ

てもらうことが、企画の成功につながると考えている。 
	 また、実施する時期や天候によって参加者の負担が増

してしまうため、時期は選んで実施されるべきであると

考える。極端に暑い日や寒い日を避けて行われるのが望

ましい。同時に参加者の安全を考えたルートの変更も今

後検討されるべきである。 
	 また、企画の充実化を図るために参加者にツアーをも

っと楽しんでもらおうとスタンプラリー形式にする方法

がある。ツアーを回って訪れた史跡でスタンプを押すよ

うにして、全ての史跡を訪れた参加者に粗品などの景品

を贈呈するなどのイベントも開催することも考えたが、

演習時間が足りず、実行が難しいことが悔やまれる。 
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図-1	 ルート① 

 
図-2	 ルート② 

 
図-3	 ルート③ 

 
図-4	 河越館跡と常楽寺 

 
図-5	 活動の課題・目標 

 

図-6	 対象の史跡 
 

 
図-7	 結論 

 

 
図-8	 今後の課題 
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霞ヶ関駅周辺の史跡紹介動画の制作 

K4班「チームりんご」 
 

1. 活動の背景と目的 
	 霞ヶ関北地区は高齢者の割合が大きくなってきている。

高齢者は外出する機会が少なくなるのではないだろうか。

また、家族や親戚内ではコミュニケーションを取ってい

ても、 地域の方たちとの繋がりが薄くなることもあるの
ではないだろうか。 そこで「地域の方との繋がりの強化」
に注目して、高齢者だけでなく老若男女問わず、外出す

る機会がない人、または少ない人に、私たちが紹介する

霞ヶ関駅周辺のルートを お散歩コースとして利用して
もらい、歩きながら交流を深めてほしいと考えた。また、

霞ヶ関駅周辺には、歴史的な神社やお寺が多数存在して

いるので、お散歩コースの中に、これらを取り入れ、写

真よりもわかりやすい動画で紹介していくことで、地域

のことをよく知ってもらい、より好きになってもらおう

と考えた。 
	 そして、「散歩」と「観光」だけでなく、近辺にある飲

食店やカフェなどの休憩場所もお散歩コースに取り入れ

れば、さらに友人や店内で出会った人とのつながりが深

まり、広がっていくのではないだろうか。 
 
2. 活動目標 
	 実際に霞ヶ関駅周辺の史跡を周って動画を撮影し、編

集して「霞ヶ関駅周辺の史跡紹介動画」を完成させる。

そしてできた動画を自治会館に訪れる霞ヶ関北の住民に

見てもらうため、DVDを作成して寄贈する。 
	 そして、霞ヶ関北の住民の方に DVD を見てもらうこ
とで、霞ヶ関駅周辺地域にある文化的財産に対する関心

を高めてもらい、観光または散歩する場所としての利用

者を増やす。さらに、実際に歩いてもらうことで健康促

進を促し、地域間のつながりの強化や地域活性意識が向

上することを目指す。 
 
3. 実施内容の概要（図-1〜図-3） 
まず霞ヶ関駅周辺の史跡を調べ、撮影する場所につい

てさらに詳しく知るために下見を行う。そしてルートを

決め、後日霞ヶ関駅から、河越館跡・常楽寺・上戸日枝

神社・八坂神社と、各神社やお寺までの全てのルートを

スマートフォンで撮影する。 
	 撮影が終わった動画や写真は、スマホで撮影したまま

の画像や動画では質が悪い。また撮影したとき私たちの

声を入れていないため、編集の過程でソフトを使って手

動で私たちの声を追加する。 そのため、編集道具である
After Effects（学校にある Adobe After Effects CS4）と
Audacity（無料版）を利用し、字幕や文字、BGM

（Background Music）・音・声などを入れて、動画の質を
アップし、視聴者に強く印象を与える動画を制作する。 
 
4. 実施結果の概要と考察（図-4〜図-7） 
	 実際に動画を撮影した際に、霞ヶ関駅から河越館跡ま

での道は特に日向が多く、日差しの強い日や熱い日に歩

くのはかなり体力が必要で、日傘や水分補給が不可欠だ

と感じた。 河越館跡は史跡ごとに看板があり、そのルー
トをたどって動画をとることができた。霞ヶ関北地域の

みなさんの協力もあり、スムーズに動画を撮ることがで

きた。 ほかにも子供連れのお母さんたちがベンチでおし
ゃべりをしており、河越館跡は地域のコミュニケーショ

ンの場にもなると思った。 
	 また、河越館跡の近くに上戸小学校があり、子供たち

の遊び場にもなると感じた。常楽寺や上戸日枝神社、そ

して八坂神社へ撮影を進めていく時に、ルートの周辺に

は休憩場所や飲食店が存在しなかったため、動画には取

り入れなかった。 
	 史跡までの道のりは写真で、史跡の近辺または敷地内

は動画で撮影した。それらの写真と動画をつなぎあわせ

て DVDを作成した。 
 

5. 結論と今後の課題（図-8） 
	 現段階では、成功か失敗かをハッキリと述べることは

できない。私たちが製作した動画を、現地住民がどう受

け止めてくれるかによるからだ。私たちが作った動画を

少しでも多くの人に見てもらい、地元の人たちに自分た

ちの住んでいる地域に関心を持ってもらえたら、私たち

の行ってきた活動にも意味が生まれる。また、これらが

地域の活性化に繋がり、地域を盛り上げることに対して

好意的な人が増えてくれれば良いと願っている。 
	 私たち自身の反省点は、この計画にかける時間が少な

過ぎたということだ。活性化する対象について、インタ

ーネットで調べることがほとんどで、現地に行って自分

の目で見て、現地の人の話を聞くことをあまりしなかっ

た。また、授業時間外での活動もあまりできなかった。 今
回、私たちの力で霞ヶ関駅周辺の活性化を成すことはあ

まりできなかったかもしれないが、私たちが今後も地域

の人々とコンタクトをたくさん取り、もっと寄り添うこ

とができるのならば、この地区はもっと良い場所になれ

るはずだと思う。 
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図-1 霞ヶ関周辺地域の史跡調査 

 

 
図-2 実施内容(動画撮影・動画編集) 

 

 
図-3霞ヶ関地域周辺活性化企画案 

 

 
図-4 実施結果 

 
図-5 考察 

 

 
図-6 実施結果(動画撮影) 

 

 
図-7 実施結果(動画編集) 

 

 
図-8 今後の課題 
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かほくお手伝いサービスの若いスタッフの増員・啓発 

K2班「霞ヶ関 2班」 
1. 活動の背景と目的（図-1・図-2） 
	 霞ヶ関にある角栄商店街の中に、「かほくお手伝いサー

ビス」という、商店街近隣に住む高齢者（65歳以上）か
ら寄せられるお手伝いの依頼をこなす事業団体がある。

霞ヶ関は、一般的な超高齢化社会の基準となる高齢化率

14～21%を大きく上回る、超高齢化社会が進む地域であ
る。 
	 「高齢のスタッフが高齢の依頼者のお手伝いをしてい

る」という現状は、これから平均年齢が増えさらに悪化

すると考えた。したがって、このままでは高齢の街の活

性化を阻害する要因になると考えた。 
	 そこで、私たちの班の活動目的として、かほくお手伝

いサービスを利用しやすく改善し、若者のスタッフを増

やすことで、町の活性化につなげることを目標にした。 
2. 活動目標 
	 現在、かほくお手伝いサービスが抱えている若いサポ

ートスタッフ不足問題の解消を目的にした。目的を成し

遂げるために私たちの班はいくつかの目標をたてた。 
	 始めに、現在のお手伝いサービスではサービスを利用

する側とサービスを受ける側、両方がほとんど高齢者で

あり高齢者が高齢者を支えあっている現状になっている。 
	 そこで、近隣に住む学生にサポートスタッフの仕事が

あるという内容を衆知するために私たちの班でわかりや

すいオリジナルの広告を作り、その広告を東洋大学・東

京国際大学・かっぱカフェに掲示する。さらにホームペ

ージやフェイスブックの改善をすることで、現在よりも

っと詳しい情報が提供できるようにする。 
	 次に、かほくお手伝いサービスの入会金・年会費の制

度や仕事の報酬としてのポイント換算・商品券をもらう

制度の改善案を提供することで、学生や若者に少しでも

会員になってもらえるようにするのが目的である。 
3. 実施内容の概要 
	 実施概要として、かほくお手伝いサービスの現状把握、

かほくお手伝いサービスの体験、改正案作成のための議

論を行った。 
	 現状把握では、インターネットと、昨年度の資料から

お手伝いサービスについて調べた。自分たちで調べたう

えでわからなかったかほくお手伝いサービスの内容を把

握するために、「かっぱカフェ」の人に質問に行き、詳し

い現状把握を行った（図-3・図-4）。 
	 かほくお手伝いサービスの体験は、実際に日ごろから

お手伝いをしている人と一緒に仕事をすることで様々な

角度から問題点が見え、さらにやりがいもわかってくる

と考え実施した。 
	 改正案作成のための会議では、現状把握や実際に体験

した内容に対して自分たちの思ったことなど若い世代目

線の意見を取り入れて話し合った。 
4. 実施結果の概要と考察 
	 現状把握をしていく中で、資金不足の問題が出た。資

金不足は、かほくお手伝いサービスの運営にかかる助成

金がなくなってしまったのが一つの要因である。助成金

がある中でも難しかった資金運営がさらに厳しくなって

いるという現状である。そのため、かほくお手伝いサー

ビスの新たな運営資金を確保するために、自治会で運営

しているかっぱカフェで、かほくお手伝いサービスの講

座を開き、参加収入を得てお手伝いサービスの運営資金

としているが、まだ、資金面の問題は苦しいというのが

現状である（図-5）。 
	 お手伝いサービスの体験では、私たちの班は実際に草

むしりの仕事の依頼を受けた。リーダーの方がいろいろ

な指示を出してくれるためわからないことなどはなく、

道具もすべて貸し出してくれているため、だれでも参加

できるようになっている。しかし、これからの暑い季節

に、若い私たちでも暑くてしんどい仕事を高齢者の方が

するにはつらいと思うので、若いスタッフが必要だと身

にしみて感じた（図-6）。 
	 改正案作成のための議論では、若年層のお手伝いサポ

ートスタッフ増員、中学生への呼びかけ、かほくお手伝

いサービスを時給制ではなく仕事内容によって報酬をき

める、報酬（金券）を使える店を増やす、金券の値段を

下げて現金で支払うという案が出た（図-7・図-8）。 
	 若い層のお手伝いサポートスタッフの増員は必要であ

る。そこで中学生に呼びかけて増員を図ることを考えた。

学生は年会費がかからないため入りやすく、また良いお

小遣い稼ぎにもなると思う。 
	 報酬の改正案は、かほくお手伝いサービスを時給制で

はなく、仕事内容によって報酬をきめるものであるが、

こうすることによって、時給ではダラダラする人もテキ

パキ働くようになると考えた。 
5. 結論と今後の課題 
	 若い年代のサポートスタッフを確保し、報酬の改正を

することによって資金不足や商品券に関する問題も解消

し、かほくお手伝いサービスがより使いやすくなると思

う。報酬の改正は、資金不足解消にも若いサポートスタ

ッフ増員にもつながると考え、実施していただけたらと

思う。 
	 今後の課題は、実際に自分たちが出した案は、かほく

お手伝いサービスの事情もあり、採用が簡単にできない

ところがあることと、採用されてもそれまでに時間がか

かるという点が挙げられる。	 
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図-1	 背景（1） 

 

 
図-2	 背景（2） 

 

 
図-3	 かほくお手伝いサービスの現状 

 

 
図-4	 お手伝いサービスの仕組み 

図-5	 資金不足・若者不足 
 

 
図-6	 若者不足 

 

 
図-7	 改善案① 

 

 
図-8	 改善案② 
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「小畔川を楽しむ会」設立に向けて 

K3班「僕らの大きく育てよう」 
1. 活動の背景と目的（図-1） 
	 霞ヶ関北地区活性化のプロジェクト活動を始めるにあたり、

過去の取り組み内容を調査した結果、商店街をピックアップ

した企画が多く実行されているのにもかかわらず、現状は大

きく変わっていないことを知った。そこで、商店街を軸とし

た取り組みから、視点を変えることが必要であると考えた。

現地踏査を踏まえ、同地域に隣接する小畔川に着目した。 
	 川は様々なイベントを企画しやすく、地域の方々の参加を

募りやすい。また、イベントを開催することで、地域の方々

のコミュニケーションの場が広がるのと同時に、小畔川への

美化意識が高まるのではと考えた。 
	 そこで、コミュニケーション推進のプラットフォームとし

て「小畔川を楽しむ会」という団体設立をめざし、小畔川で

レジャー活動や、清掃活動などのイベントを実施していくこ

とで、地域の方々のコミュニケーションの場を提供し、コミ

ュニケーション推進をめざすこととした。 
2. 活動目標（図-2） 
	 コミュニケーション推進のプラットフォームである「小畔

川を楽しむ会」の設立が最終目標の 1つであるが、設立をめ
ざす上で、まず、会のコンセプトを立案するのと同時に、コ

ンセプトを実現する上で必要な活動内容を検討し、実際に活

動（イベント）を実施することを活動目標とした。 
	 具体的には、私たちは「小畔川を楽しもう！」というイベ

ントを実施しようとしている。このイベントを糧として、イ

ベントの実施を継続させ、「小畔川を楽しむ会」の設立の足が

かりにしようと考えている。 
	 会の設立・運営において大きな問題は資金の確保である。

埼玉県では「川の国応援団」という仕組みを提供しており、

この団体に加入すると、県から清掃活動や、レジャー活動に

使う用具を支援が得られる。将来的には「川の国応援団」に

加入しうる実態を持った会を設立するという目標を掲げたい。 
3. 実施内容の概要（図-3・図-4） 
3.1 小畔川の現況調査 
	 霞が関北地区付近の小畔川の現況の調査を行い、コミュニ

ティの場としての活用方法の模索をした。具体的な調査ルー

トはバンビ保育園付近にある橋から、御伊勢塚公園付近まで

である。調査ルートの決定の背景は、霞ヶ関北地区商店街を

利用する方々や地域住民の方々がよく使うルートであり、御

伊勢塚公園は観光客がたびたび訪れるので、小畔川をスポッ

ト化することにより観光客を霞ヶ関北商店街に誘導できると

推察し、活動目的である集客力の向上、霞ヶ関北地区に住む

方々のコミュニケーションの場を設ける、小畔川の美化とい

う活動目的に適切であると判断したためである。 
3.2	 小畔川を楽しむ会の設立構想とイベント企画 
	 霞ヶ関北自治会と協力し、小畔川を利用することで、地域

住民のコミュニケーションの場を作り、小畔川を美化に資す

る「小畔川を楽しむ会」についてそのコンセプト立案と設立

の検討を行った。 
	 さらに、コンセプトを具現化するイベント、「小畔川を楽し

もう！」の企画立案を行った。イベント内容は、主に近隣の

小学生およびその家族を対象として、小畔川で水遊び、魚と

りをした後にゴミ拾いを行い、ゴミを拾ってくれた小学生に

お菓子をあげるという内容である。 
4. 実施結果の概要と考察（図-5・図-6） 
4.1	 「小畔川を楽しもう！」の実施計画立案 
	 住民の意識が向き、参加しやすいイベントを考えたとき、

私たちのような学生が独自に企画したイベントに何の抵抗も

なく参加してくれる人は少ない。そこで昔から地域住民から

信頼を得てきた霞ヶ関北自治会にて調整していただき、すで

に開催が決定している納涼祭における灯篭流しの前に、私た

ちが企画したイベントを追加してもらうことになった。実施

日時は 8月 9日の午前中で、場所は、かほく運動公園下の小
畔川を予定している。 
4.2	 イベントの広報と当日までの段取り 
	 イベントの参加者を募集するためにチラシを制作すること

になり、記載事項の検討の打ち合わせを自治会と行った。当

日は、私たち学生だけの進行になるため、事前準備は確実に

行い、イベント中での問題にも備えておかなければならない。

それらも踏まえ、チラシの制作は慎重に行った。イベント当

日までまだ時間があるので、チラシを通して参加者が興味を

持って参加してくれることを願い、有意義なものになるよう

にしたい。 
5. 結論と今後の課題（図-7・図-8） 
	 私たちは地域のコミュニケーション推進を目的として、そ

のプラットフォームとして「小畔川を楽しむ会」の設立に関

する構想立案と、そのコンセプトイベントである「小畔川を

楽しもう！」の企画立案を行った。地域の活性化を考える上

で、何をするべきか、その背景と課題を常に意識し、幾度の

現地調査、自治会の皆様との話し合いを重ねることで、この

企画を実施できる段階まで来ることができた。 
	 この企画は地域の方々の協力が必須だったため、改めて協

力してくれることのありがたさを知り得た。よって、地域の

方々のためにもこの企画は絶対成功させ、少しでも貢献でき

ればよいと思っている。現時点での今後の課題として、継続

的な小畔川の清掃活動、小畔川や周辺の史跡などのスポット

の PR 強化、商店街の景観の見直しなどが挙げられる。これ
らは地域住民が一体となって取り組み、川越市や埼玉県を巻

き込んでよりより街作りをしていく必要があると考える。そ

れに伴い私たち学生もできる限りの範囲で協力していく必要

がある。  
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図-1	 活動背景と目的 

 
図-2	 活動目標 

 
図-3	 実施内容 

 
図-4	 コミュニティの提供 

 
図-5	 実施結果と考察 

 
図-6	 イベント広報チラシ作成 

 
図-7	 結論 

 
図-8	 今後の課題 

活動背景と目的 

住民のコミュニケーションの場を創出したい 

小畔川に着目 
・人の目につきやすく認知される可能性が高い。 
・親子向けや、地域の方々を対象としたイベントが行いやすい 

活動目標 
•  「小畔川を楽しむ会」の設立 
　→地域のコミュニケーションプラットホームの創出 
    →小畔川を霞ヶ関北地区のコミュニケーションメイン 
　　スポットに 
 
•  将来的には、「川の国応援団」加入を目指す 
　→運営費用問題への対応 
　　加入により金銭的支援を狙う　 

コミュニティの提供 

•  「小畔川を楽しむ会」 

 
•  地域住民のコミュニケーション場 
•  小畔川を楽しく美化 

•  「川の国応援団」 

目的 

将来 

•  助成金 
•  人数の向上 

「ソフト施策」 

•  ハード施策を行う予算が無い 
•  一級河川における河川改修の 
　難しさ 

•  ソフト施策とは 
 

•  都市の川を活用した賑わいの創出 
•  川の利活用を推薦する取り組みへの支援 
•  景観の改善 
•  コミュニケーションの場の提供、小畔川
の美化という目的に適切 

制度等のモノづくりの仕組み
やモノの利活用の面からの施
策のこと 

���

���

実施結果と考察 

日時　8月9日(日) 
 
場所　小畔川(かほく運動公園前) 
 
内容　川遊び(水切り等)・ゴミ拾い 
 

イベント「小畔川を楽しもう！」の企画 

川の中に安易に入ることができ、 
流れが緩やかなので、 
イベントに適した場所！ 

イベント広報チラシ作成 
改訂版 初版 

＜改善点＞ 
 
・イラストの乱用見直し 
 
・イベント内容の統一 
 
・日時や場所など情報の量  
何をやるか、 
いつやるかなど 
シンプルでわかりやすく 

→ 

結　論 

•  イベントや清掃活動を開催するにあたり、
自分たちの力だけでは限界があり、地域の
方々や様々な協力があってなし得ることが
できる。 

 
•  納涼祭のようなイベントを定期的に行って
いて、私たちの「小畔側を楽しもう」を追
加イベントとして企画することができた。 

今後の課題 

・「小畔川を楽しむ会」の設立に向けて 
 
・小畔川や周辺の史跡などのスポットのPR強化 
 
・小畔川の清掃活動の強化 
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『霞北祭』におけるイベントの企画・実施	 ～霞北祭で子供たちに楽しい思い出を～ 

K5班 
 
1. 活動の背景と目的 
	 霞ヶ関北地区を最初に現地調査したとき、角栄商店街

はシャッターが閉まり、人通りは少なく、生活していく

のに不便そうだというイメージを抱いた。少子高齢化が

進んでいる影響からか若者向けの施設がなく、若者の姿

自体見られなかった。 
	 この地域を活性化するに当たり、初めはかほくお手伝

いサービスのような高齢者に向けて何かできないかと考

えた。しかし、毎年行われている霞北祭の存在を知り、

このお祭りのお手伝いをすることにした。霞北祭には子

供たちも多く訪れる。そこで対象を子供たちにし、霞北

祭を通してこの地域の良さを感じてもらい、ここに住み

続けたいと思えるような思い出作りの手助けをすること

にした。 
	 また、実際に我々が祭りに参加して感じたこと等を報

告書にまとめ、今年だけで終わらないように来年につな

げていくことを目的とする。 
2. 活動目標 
	 霞北祭を通し、地域活性に貢献することが大きな目標

である。その目標のために、我々が霞北祭でやるゲーム

を企画し、運営し、子供たちに楽しんでもらう。子供抽

選会の運営にも参加し、商店街の方のお手伝いをする。 
	 子供たちが今後も住み続けたいと思えるまちづくりを

するとともに、地域が一体となった活気作りをする。 
3. 実施内容の概要 
	 まず始めに、角栄商店街を中心に現地調査を行った。

この時点ではかほくお手伝いサービスやイベントで高齢

者に向けた地域活性化を考えていた（図-2）。 
	 そのことを自治会の方に伝えたところ、毎年夏に行わ

れる霞北祭＆ナイトフェアーの手伝いはどうかと提案し

ていただいた。商店街とお客さんとのコミュニケーショ

ンを増やし、地域一体となった活気作りや、これからを

担う子供たちに楽しい思い出を作ってもらい、今後も住

みたいと思えるまちづくりに貢献できると考え、8月 22
日に開催される祭に参加することにした。ただ参加する

のではなく、ゲームを行うブースを出展し、企画・運営

に携わることにした。ゲームだけでなく、子供抽選会の

景品選びと、当日の運営のお手伝いもすることになった。 
	 ブースを出展するうえで、班で考えたゲームの案を企

画書として作成した。自治会と商店街の祭り実行委員の

方々が行っている霞北祭の話し合いに参加し、そこで企

画書を基に提案させていただいた（図-3、図-4）。 
	 霞北祭当日は企画したブースの運営、子供抽選会の手

伝い、神輿への参加をすることになった。 

4. 実施結果の概要と考察 
	 リアルパックマンや脱出ゲーム、カーリングなど様々

な企画を考えたが、予算や回転率から考えてそれらは不

可能であるという結論になった。そこで VS 嵐というテ
レビ番組のゲームを参考に、コロコロバイキングとキッ

キングスナイパーを行うという提案をした。これらは制

作も簡単で行いやすいということから、実施することに

なった。この企画の決定や決定後も企画の練り直しを行

い、5回ほど授業外に話し合いを行った。 
	 企画が決まり、今度はブース出展の準備としてゲーム

で使う道具の作成に取り掛かった。商店街にあるスペー

スを借りて作業したり、他の班の人に協力してもらった

り、大変な作業であった（図-5・図-6）。 
	 子供抽選会の準備は、景品全体の予算の半分を我々が

担当することになった。食品の扱いは保管等が困難なた

め、おもちゃを中心に集めた。500 個ほど用意し、種類
も豊富にしてほしいという事だったので、インターネッ

トを活用して景品を揃えることにした。夏祭りなので、

光るアクセサリーや、子供たちに人気のキャラクターの

おもちゃをピックアップしている。 
	 当日は、コロコロバイキング 3人、キッキングスナイ
パー3 人、子供抽選会 2 人の計 8 人が参加する。班員の
他に 4人の学生にお手伝いしてもらうことになった。神
輿はそのうち 4人が参加する（図-7）。 
5. 結論と今後の課題 
	 今回は東洋大学生が企画し、運営する今までとは違う

霞北祭＆ナイトフェアーになるだろう。我々だけでなく、

自治会の方、商店街の方共にやってみなければわからな

いという状況である。そんな中でも祭実行委員の方々に

はたくさんバックアップしていただいた。祭は 8 月 22
日に開催されるため、実際にこのプロジェクトを行うの

は成果報告会の後になる。おそらく当日は想定外のこと

も起きるだろう。臨機応変に対応して、成功させたい。 
	 今回のプロジェクト活動を通じて、プロジェクトを推

進する上では、全体で問題を共有し、その実現のために

は何をしなければならないのか、また、どのような手段

をとるのか、またその具体的な解決策を共有し、「ベクト

ルをあわせる」ことの重要さを痛感した。 
	 今年は我々が手伝うことで、人手不足が少しでも解消

できたと思うが、こういった取り組みが続けられるかと

いう問題がある。今年だけで終わってしまい、次につな

がらないという問題を解決しなければならないと考える

（図-8）。 
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図-1	 霞北祭におけるイベントの企画・実施 

 

 
図-2	 現地調査の結果 

 

 
図-3	 活動目的 

 

 
図-4	 演習のテーマ 

図-5	 活動で大変だったこと 
 

 
図-6	 企画書の作成 

 

 
図-7	 実施内容 

 

 
図-8	 結果と課題 
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旧川越織物市場の日本文化体験型宿泊施設への活用案 

S1班「旧川越織物市場を生まれ変わらせる会」 
 
1. 活動の背景 
	 今回の地域プロジェクト演習では、昭和の街周辺での

調査を 3回行ったが、多くの人でにぎわう蔵造りの建物
が並ぶ一番街からは若干の距離があるため、人通りは少

なく、観光で訪れるといった人の流れはほとんどなかっ

た。調査では、旧川越織物市場（図-1）と旧鶴川座を見
学し、このどちらかを活用する計画を立てた。議論の結

果、イベントが定期的に行われている旧川越織物市場で

あれば、実行に移しやすいと考えた。 
	 旧川越織物市場は明治 43年に開設され、大正 8年に幕
を閉じた市場である。当時の面影は十分に残っており、

市の文化財に指定されていることから、現在では川越市

が劣化を防いでいる。外からは確認できないが実際に建

物の中を調査した結果、屋根が剥がれ落ち、床は抜け落

ちているというような状況であった（図-2）。 
	 川越市では、地元関係者、民間事業者に対してヒアリ

ングを行い、旧川越織物市場の再生活用を前提とした計

画を協議している。そこで私たちも活用案を提案したい

と思い、この計画を始めた。 
2. 活動目的と目標 
川越の観光街はすばらしい街並みであるが、観光の場

合、ずっと留まるわけではなく、旅中にふらっと立ち寄

るケースが多いようである（図-3）。昭和の街周辺には宿
泊施設は少ない。そこで、旧川越織物市場を日本の風情

ある宿として再生すれば、これを中心に観光してもらえ

るであろう。昭和の街周辺には観光名所がないので、川

越の食や日本の伝統的な文化を体験でき、また、昭和の

雰囲気が感じられる「名所」を誕生させようと考えた。 
3.日本文化体験型宿泊施設の内容 
3.1. 日本文化体験 
	 日本独自の文化をいくつか体験できるようにして、長

い時間、観光客に滞在してもらおうとするものである。

織物、お座敷遊び、着物、陶芸、料理の 5つの体験を宿
泊施設内で出来るように考えた（図-4）。 
	 織物体験は、旧河越織物市場に相応しいものとして企

画した。コースターとミニマットどちらかを約 3時間で
制作してもらう。高機と呼ばれる足ふみ式の織機を用意

するが、子供でも簡単に体験ができるよう、子供用の卓

上式のものも用意する。また、機織り職人からアドバイ

スや手伝いができる体制にする。 
	 旧河越織物市場の近隣に、芸者横丁という通りがある。

この歴史を生かして、お座敷遊びを体験できる案にした。

芸者さんの所属している団体と提携を結び、本場の芸者

さんにお願いする。お座敷遊びというのは基本的には 1

組ずつするもので、少人数で宿泊客を優先に予約制をと

る。 
	 着物体験は、昭和の街をそぞろ歩いてもらおうと考え

たものである。着物体験用に西棟の一部を使用し、落ち

着いた和室で着付けやヘアーセット等をする。 
	 陶芸体験は、体験者が自由にろくろで形だけ作り、ス

タッフが個別にサポートする。完成までには 3か月ほど
かかるので、その間は施設内で焼成、保存し出来上がっ

たら宅配便で郵送する。 
	 料理体験については、次項にまとめて記述する。 
3.2食事 
	 旧川越織物市場に隣接する、旧栄養食配給所を食事処

兼料理体験の場所とする。川越といえばさつまいもが名

物であるので、お昼時には芋を練りこんだ芋うどんや芋

アイスを料理体験して食べる。体験者以外に対しても川

越になじみのある料理を多数用意して、食事処としても

利用できるようにする（図-5）。 
3.3料金 
	 活用案として提案するため経済効果や運営、具体的な

料金については言及しないが、部屋数は少なめの高級路

線をめざす。宿泊客には様々なプランが選べるようにし

て体験 1つ 1つの内容に料金を設け、宿泊者には割引を
する。また、宿泊者でなくても体験を多くすればその分

安くなるなど、呼びこむための対策をする（図-6）。 
4.建物の活用案（図-7・図-8） 
	 旧川越織物市場の特徴である揚げ戸、向かい合う 2つ
の長屋は後世に伝えるべきであり、形としては残してい

く。この計画では外装にあまり手は加えないが、内装は

日本の宿のような内装にしていく。また、風呂場がない

ので五右衛門風呂という昔の風呂桶を設置したり、暖房

冷房完備といった宿泊施設には欠かせないものを設置し

たりしなければならない。この場合どうしても今の部屋

では広さが確保できないので、部屋との壁をなくして部

屋数を減らして拡張することになる。 
	 また、長屋の間にせせらぎを作り、そこに鯉を泳がせ

て、風情がある施設にしていく。 
5.まとめと今後の課題 
	 学生のみで議論して提案したものであるので、将来を

見据えた計画であれば経済効果を計算しなければならな

い。また実現性についても、もっと調査を行わないと分

からない。 
	 今回の調査で昭和の街の存在を知り、今後どうなって

いくか関心を持った。可能であれば、旧鶴川座の活用案

も提案して昭和の街に 2つの名所ができるようにしたい。 

20

川越昭和の街周辺地区



 
図-1	 旧川越織物市場の概要 

 

 
図-2	 旧川越織物市場の現状 

 

 
図-3	 計画の目的と目標 

 

 
図-4	 5つの文化体験 

図-5	 食事について 
 

 
図-6	 宿泊のプラン提案 

 

 
図-7	 旧川越織物市場西棟の活用案 

 

 
図-8	 施設の外観案 
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川越駅から「川越昭和の街」へ至るウォークガイドの制作 

S6班「2kmをつなぐ会」 
 
1. 活動の背景と目的 
	 昭和の街の活性化がこの演習の大きな課題であるのに

対し、あまりお客さんに来てもらえていなかったり、他

のスポット（駅や有名な時の鐘、蔵の街など）にお客さ

んが偏ってしまっていたりいるというのが現状です。 
	 活性化や賑わいを取り戻すのは、高齢化とともに来客

が少ないこの現状ではとても難しいことであるといえま

す。 
	 そこで、昭和の街を活性化させるためには、まずそこ

までの道づくりをして、より多くの人を呼び込む必要が

あると考えました。 
	 そこで、日々より多くの情報にふれ、一番周りに影響

力のあるであろう“20代前半の女性”をターゲットとし、
川越といえば時の鐘、蔵の街という固定概念を変えてゆ

こうという意見にまとまりました（図-1）。 
 
2. 活動目標 
	 前述したように、私たちの目的である「川越駅から昭

和通りまでの道筋とその魅力を伝えて、川越の広範囲で

も活性化を狙う」を実現するために、「川越駅から昭和の

街までのルートを明らかにする」「ルートの中で魅力的な

スポットを紹介する」の 2点を目標としました（図-2）。 
 
3. 実施内容の概要 
3.1 下調べ～交渉 
	 私たちは、昭和の街を活性化するためには若者の力が

一番大きく、反響力の高いものだと判断して、SNSを頻
繁に利用する 20代前半の女性にターゲットを絞り、ネッ
ト上での話題性を狙いました。まず第 1回の課外活動の
際に川越のマップを入手し、次回の学内活動時から最適

なルートを探し始めました。昭和の街に到達する前に満

足してしまわないようにご紹介するお店の量は最小限に

抑えました。当初は 20店ほど候補があった状態から選り
すぐりの 4 店（図-3）を選択し、一軒一軒交渉するため
に歩いてお伺いしました。 
 
3.2 昭和の街に対する意識調査アンケート 
	 今回の演習では、昭和の街の活性化のために活動して

いることから、私たちは川越駅から昭和の街までを“つ

なげる”ことを目的に、直接的には昭和の街に関わりま

せんが、最終的には昭和の街へ送り届ける立場として、

「昭和の街」という街がそこに至るまでのお店にどれほ

ど認知されているのかということを理解するために昭和

の街に対する意識調査アンケートを実施しました（図-4）。

各お店に配布した 2枚つづりの紙には 1枚目がアンケー
トをするにあたっての概要で、2 枚目がアンケート用紙
という構成にしました（図-5）。 
 
3.3 サイト作成 
	 サイト作成の目的としては、ターゲットの方々が一番

よく目にする情報がサイトであると考えたからです。 
サイトはWIX.comを使って作成しました（図-6）。 

	 内容は以下の通りです。 
1. ホーム 
2. “2km”とは…私たちのチーム名でもありま
す”2km”について説明しています。 

3. お店紹介…豊富な写真を用いてそれぞれのお店
についてご紹介しています。住所、電話番号、

営業時間、などお店の詳細を載せるとともに、

アンケートの 7番でお答えいただいた自店の PR
を一言で記載させていただいています。 

4. イベント…川越で行われる様々なイベントにつ
いていくつかご紹介しています。 

 
4. 下調べ～交渉の結果 
	 川越駅から昭和の街までをつなげるために、最終的に

紹介する店舗を 4店舗に絞り、その 4店舗を全て回り、
アンケートにご協力いただいたり、店舗の写真を撮らせ

ていただいたりしました。店舗の方と交渉した際、店舗

の方が忙しくて対応が難しかったという方もいらっしゃ

いましたが、そういう状況でも丁寧に受け入れてくださ

ったので、とても交渉しやすかったです。 
 
5. 結論と今後の課題 
5.1 結論 
	 川越駅周辺でショッピングをする若い女性を昭和の街

まで誘導することによって昭和の街を繁栄させるという

目的を達成するために、アンケート調査を行った結論と

して、川越「昭和の街」の知名度は予想通りかなり高い

ことが確認できました（図-7、図-8）。 
 
5.2 今後の課題 
	 川越においては、「昭和の街」の知名度は高かったです

が、恐らく川越をよく知らない人々は知らないと考えら

れるので、これからいかに川越以外の地域に「昭和の街」

を伝えていくかが一番の課題になると思います。また、

「昭和の街」を人に伝える際に、誰が聞いても理解でき

るような「昭和の街」の説明が必要だと思います。 

22

川越昭和の街周辺地区



 
図-1	 活動の背景・目的・目標 

 

 
図-2	 川越駅から昭和の街の 2kmをつなぐ 

 

 
図-3	 アンケート対象店舗 

 

 
図-4	 川越昭和の街に関するアンケート 

 

 
図-5	 アンケート内容 

 

 
図-6	 作成したサイト 

 

 
図-7	 アンケート結果（1） 

 

 
図-8	 アンケート結果（2） 
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『「川越昭和の街」でだらだら過ごす一日』リーフレットの制作 

S2班 
 
1. 活動の背景と目的 
	 私たちは今回、川越中央通りという川越駅から伝統的

建造物群保存地区までの町を見学した際、大きな疑問を

感じた。それは川越駅と観光地を結ぶ、間の地域に立ち

止まる人が少ないことである（図-1）。そこで私たちは川
越駅と観光地をつなぐ川越中央通りを、川越に住んでい

る地域の住民が訪れるための PR をし、地域住民から川
越の町に足を留めてもらい、地域の活性化を図ることに

する（図-2）。 
 
2. 活動目標 
	 リーフレットの配布により地元の方が一つ新しい店や

スポットを知る。また、滞在時間を延ばしてもらい、川

越の魅力を再発見してもらうことで活性化の第一歩とす

る。リーフレット作成にあたり、中央通りに出店してい

る方への取材を通して、町おこしへの興味や意識を高め

ていく（図-3）。 
 
3. 実施内容の概要 
	 中央通りにあるお店で、住民、観光客ともに滞在時間

を伸ばせる場所（ゆっくりしてもらう）を探すべく、私

たちは現地調査係、地図&リーフレット作成係、詳細係、
といった係分担をし、リーフレットの作成と現地調査を

開始した。現地調査係は中央通り周辺をメインに特徴の

あるお店、かつ人々がゆっくりできる場所を見つけるた

めに現地取材を行い（図-4）、地図&リーフレット作成係
は、調査係が調べてきた場所を地図上で明確にし、「小江

戸感」「昭和感」を出すために PCを使わず、基本的に手
作りで作成し、「古く歴史のあるリーフレット」をイメー

ジしデザインも工夫した（図-5、図-6）。 
 
4. 実施結果の概要と考察 
	 観光客が訪れてみたい「まち」は、地域の住民が住ん

でみたい「まち」であるとの認識のもと、従来は必ずし

も観光地としては捉えられてこなかった地域も含め、当

該地域の持つ自然、文化、歴史、産業等あらゆる資源を

最大限に活用し、住民や来訪者の満足度の継続、資源の

保全等の観点から持続的に発展できる「観光まちづくり」

を、「観光産業中心」に偏ることなく、「地域住民中心」

に主軸を置きながら地域づくりを行うのが最善と考えた。	  
 
5. 結論と今後の課題 
	 川越が観光客や地域住民で毎日にぎわうまち、さらに

は 5年後、世界に向けて日本の観光地としてほかに引け

を取らないようにするために今行うべきことは、土台作

りだろう。私たちはその基礎を固める第一歩としてこれ

から川越の地域住民に川越の魅力を再発見してもらうこ

とを提案する。川越の魅力を発見し、どのように外へと

発信するかではなく、川越を活性化しようという動きが

地域住民を中心に大きな行動へと変わっていけるかどう

かにかかっている。そのために、リーフレットなどを用

いた狭い範囲へのアピールの継続が必要である（図-7、
図-8）。 
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図-1	 問題点 

 

 
図-2	 活動の目的 

 

 
図-3	 活動の目標 

 

 
図-4	 コンセプトの決定まで 

 

 
図-5	 リーフレットを選んだ理由 

 

 
図-6	 完成したリーフレット 

 

 
図-7	 活動結果と今後の取り組みについて 

 

 
図-8今後の課題 
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利用者から見た夜の「川越昭和の街」 

S3班「そうだ、川越行こう」 
1.活動の背景と目的 
	 私たちは、昭和の街付近を実際に歩いた結果、人通り

や場所の魅力に偏りがあると感じた。特に、夜に人通り

があるにも関わらず閉まってしまう店が多いという現を

解決するために、この企画を立ち上げた（図-1、図-2）。 
 
2.活動目標 
	 利用者が夜に外出したくなるような川越昭和の街を考

える。また、夜に営業するメリットをデータと共に提示

し、店舗側へ提案を行う。提案を通して、店舗側の意識

の改革を試みる。これらを通じて、夜でも利用しやすい

川越昭和の街を考察する。 
 
3.実施内容の概要 
	 昭和の街の店舗にアンケート用紙の設置、及び来店し

た方への匿名でのアンケート協力をしていただき、利用

者が営業時間や昭和の町全体についてどのように思って

いるか調べる（図-3）。 
 
4.実施結果の概要と考察 
4.1実施結果 
	 アンケートを回収した結果としては、全体としては 20
〜80代の方にアンケートに協力して頂けたので、広範囲
なデータを収集することができた（図-4）。 
	 電柱に関しては、道路を広げるために地面に埋めるべ

きだという意見と昭和の町の外観のために木製にすべき

だという意見があり、年代が近い方でも意見が異なるこ

とがあった。また、昭和の街の通りの統一性がないとい

う意見と、このままでも魅力的だという意見もあり、同

じ地元住民でも意見が分かれた。 
	 なお、観光の方の意見では昭和の町を知らなかったと

いう人が数多く見受けられた。 
4.2考察 
	 『営業時間』については、「店舗側が夜間に客入りを見

込んでいない」「昭和の街の高齢化が進んでおり長時間の

営業が厳しい」といった問題があるので営業時間を短く

しているのではないかと推測される。 
	 『何時頃まで営業していれば嬉しいか』という質問に

対し、最も多かった回答は「19時～20時」だった。前述
したデータと併せて考察すると、19時頃から目に見えて
通行量が減少するまで営業してほしいという要望は妥当

なものであると考えられる（図-5）。 
	 昭和の街の人通りが少ないという事態は通行量の問題

ではなく、閉店する店舗の多さや物寂しい雰囲気から引

き起こされたものではないのだろうか。昭和の街が帰路

に含まれる社会人・一人暮らしの学生たちにとって夜の

シャッター街が見慣れた風景にあり、「この時間帯に行っ

てもどうせ閉まっている」という意識が浸透しているの

もあるかもしれない（図-6）。 
 
5. 結論と今後の課題 
5.1 結論 
(1)	 川越昭和の街に人があまり来ない理由 
①店舗側は夜にお店を開けていてもお客が入らないと考

え、閉店時間と短くする。一方利用者側は、夜はお店が

閉まっているので商店街に行かない。 
②お店を利用しているお客の年齢層が高く、地元民が多

いことから川越昭和の街が観光客やそこを通る人に知ら

れていない。 
③歩道が狭いので、昭和の街を歩くことを避ける利用者

が多く、川越昭和の街を素通りしてしまう。歩道利用者

がいなければ当然お店に入ることもない。 
(2)	 川越の景観と街づくり 
	 「小江戸」なのか「昭和の街」で推したいのか不明と

いう意見もあり、街づくりの考え方に対する違いがみら

れる。現在は小江戸としての川越を目当てに来る観光客

が多く、昭和の街を見に来る人は少ない。統一するか、

差別化を図るべきである。また、夜の川越昭和の街を活

性化させるためには、利用者に夜の外出を促すことが最

優先事項である（図-7）。 
5.2 今後の課題 
	 今後の課題としては、お店の開店時間の延長がある。

川越昭和の街付近には大学も多く、東洋大学川越キャン

パスの学生も行き来しているので、学生をアルバイトと

して活用し開店時間を延長する。若い年代層をお店に引

き込みやすくなる。 
	 知名度を向上させるため看板やポスターなどの張り紙

や立て看板の設置、歩道の拡張あるいは休日・祝日の歩

行者天国の導入も考えられる。 
	 こうした改善ができれば、夜でもにぎわう川越昭和の

街になると考えているが、行政と地元民の協力が必要不

可欠である。 
	 最後に、「川越昭和の街」のコンセプトを明確にし、イ

ベントの広報や充実した情報発信などの対策が必要であ

る。 
	 夜「川越昭和の街」への外出を促し、観光客に長くそ

の場所に留まってもらうために、店舗の閉店時間の延長、

明るく安全な歩道にすれば、今よりもっと店舗の利用者

が増え、にぎやかな街になるのではないかと思う（図-8）。 
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図-1	 活動のきっかけ 

 

 
図-2	 活動の背景 

 

 
図-3	 実物のアンケート 

 

 
図-4	 実施結果①  

図-5	 実施結果② 
 

図-6	 意見の相違 
 

 
図-7	 旗の案 

 

 
図-8	 結論 
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店舗へのアンケートに基づく「川越昭和の街」の方向性の提案 

S5班「S5」 
	 

1. 活動の背景と目的 
	 昭和の街はかなり歴史のある街であるが、近年シャッ

ターが閉まったままの店舗など賑わいのない街になって

いる。そこで、自分たちのような若い意見を取り入れて

今後の街の発展につながればよいと考え、この昭和の街

が活性化するような企画書を作成し、川越中央通り「昭

和の街」を楽しく賑やかなまちにする会（以下「昭和の

街の会」）に提出する。 
 
2. 活動目標 
	 川越昭和の街の現在の実態を調査したうえで、昭和の

街の各店舗の意見や要望に寄り添った形の企画を考える。

企画を昭和の街を活性化させる会の皆さんに提出し、こ

れからの昭和の街活性化の活動に活かしてもらう（図-1）。 
 
3. 実施内容の概要 
	 企画書を作成するために昭和の街の各店舗の現状や活

性化活動に対する考えを知る必要があるので、現地調査

を行うことにした。6月 1日・15日（月）に昭和の街の
10店舗に対して聞き取り調査を実施した。質問は店舗情
報、活性化活動について、昭和の街についての 3つの項
目に重点を置いた。今回は質問項目以外にも店舗や店主

の雰囲気など様々な情報を収集したかったので、口頭に

よる聞き取り形式を採用した（図-2）。聞き取り調査の結
果を基に企画書を作成した。 
 
4. 実施結果の概要と考察 
	 「昭和の街」の店舗ごとの現状を聞き取り調査で項目

ごとにまとめて、分析することによって、一致している

項目と店舗ごとに全く意見の違う項目が顕著になった。

特に昭和の街に呼び込むお客様のターゲットの理想と現

実とが大きく違い、昭和の街としての今後の方向性の一

致が大切であると感じた。主な調査結果を見てみると、

来客者は中高年が多く、比較的年齢の高い人が昭和の街

を利用している。地元客と観光客の割合は半々という結

果になったが、「外国人の観光客が来る、増えている」と

いう回答が多かった。また、昭和の街の今後については、

来街客の増加を望む店舗が多く、そのためにも道路の整

備や蓮馨時を有効活用する必要があるという回答があっ

た。（図-3）。 
	 昭和の街が活性化するためのキーワードとして挙げら

れるのが「地元客と観光客」である（図-4）。地元客は川
越、一番街が休日観光客で賑わうことを知っていて平日

に訪れ、観光客は川越観光を目的として休日に訪れる（図

-5）。言い換えれば、昭和の街は平日には地元客、休日に
は観光客をターゲットとした街並みをめざすことができ

るということである。 
	 昭和の街の方向性を地元客中心、観光客中心のどちら

かにしようとする考えではなく、一人一人のお客様を大

事にしていくことが重要なのではないだろうか。そのた

めに、店舗ごとの意見を昭和の街全体で統一させること

や、平日の地元客、休日の観光客をどのようにして呼び

込むかを考えていくということになるのではないだろう

か。 
	 そこで、キーワードの「観光客」に関して、少しでも

昭和の街が活性化するようにと企画書を考えることで活

性化の一歩となるのではないかと考えた。 
 
5. 結論と今後の課題 
	 地元の人も昭和の街に訪れているが、聞き取り調査の

結果を見る限り、観光客の割合も多いことがわかった。

観光客目線で考えると、専門店のほうが目を引く。活性

化の観点で見れば観光客を引き込むのはとても有効であ

る。このような結果を踏まえ、「一番街との共存」をコン

セプトに空き店舗を利用したテナントミックスによる活

性化を目指す企画書を作成した（図-6）。 
	 企画書の具体的な内容は、空き店舗やシャッターの閉

まっている店舗を有効利用し、昭和の街に一番街にはな

い飲食店や喫茶店を誘致して観光客を引き込み、昭和の

街の活性化を図るというものである。一番街へ向かうに

は、徒歩やバスであっても昭和の街を通るので、そのと

きに一番街にはない飲食店や喫茶店があることを印象付

けることができれば、お昼や一休みしたいときに昭和の

街まで足を運んでもらえる可能性を高められると考えた

（図-7）。 
	 今後の課題としては、昭和の街へ平日訪れる地元の人

達にどれだけ手厚いサービスができるかであると思う。

そのためには、昭和の街の会と店舗が連携し、足並みを

そろえ真剣に考える必要があると思う。実現することが

できれば、平日には地元の人達が落ちつくことができる

空間として、休日では観光客で賑わう活気のある街にな

る。平日と休日では全く異なる雰囲気が昭和の街に広が

り、活性化された街の姿を見ることができると思う（図

-8）。  
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図-1	 目的とプロセス 
 

 
図-2	 調査概要 

 

図-3	 主な調査結果 
 

 
図-4	 結果の集約 

 

 
図-5	 地元客と観光客の融合 

 

図-6	 企画のコンセプト 
 

図-7	 期待される効果 
 

 
図-8	 今後の展望 
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『川越ワンコインフェス』の企画提案 

S4班「チームフェスタ」 
 
1. 活動の背景と目的 
	 川越市にある蔵造りの町では、名物のさつまいもを使

った専門店や時の鐘など名所が多くあるため、観光客で

賑わいを見せている。しかしそれとは対照的に、蔵造り

のまちから一歩離れた場所にある「昭和の街」には、蓮

馨寺や熊野神社など観光資産はあるが閑散としていて、

一言でいえば活気がない町である。 
	 活動の目的は、主に年配層で栄えている小江戸の町に、

まず若者を現在よりも多く呼び込むことによって、活気

や元気のあふれる町にすることである（図-1）。そして、
500円ワンコインの手軽な金額で川越のさまざまな店の
味を知ってもらうフェスを実施し、リピーターを増加さ

せることである。蔵造りの町から昭和の街の通りでのフ

ェス開催によって、お客さんを飽きさせず自然に昭和の

街まで足を運んでもらい、昭和の街を栄えさせることで

ある。以上のことから、川越の滞在時間や使用金額を増

加させることを目的とする。 
 
2. 活動目標 
・宿泊人数の増加ではなく、観光客の滞在時間を延ばし

半日滞在してもらう 
・50代、60代のお客さんがほとんどのため、若者の割合
をもっと増やす 

・ワンコインフェスに訪れたお客さんに 500円という安
価でさまざまな川越の味や川越の良さを知ってもらい

リピーターを増やす 
・フェスで一人当たり 2000円（4品）以上使ってもらう 
・小江戸に来たお客さんに昭和の街も訪れてもらい、昭

和の街を活性化させる 
	 以上のことを達成することで経済効果が生まれ、昭和

の街が活性化するとともに、川越市でたくさんのお金を

使ってもらうことができ、経済が潤うことにつながる（図

-2）。 
 
3. 実施内容の概要 
	 川越の蔵造りの町から昭和の街にかけて、フェス対象

店舗の川越ならではの食事やスイーツを 500円均一とい
う価格に設定して、食べ歩き方式で実施する。いろいろ

な商品を気楽な気持ちで堪能することができるフードイ

ベントである。 
	 開催時期は多くの人が来やすい土日祝日とし、紅葉や

花見も同時に楽しんでもらうため、春、秋の土日祝日と

する（図-3）。 
	 この企画の主なターゲットは 10代から 20代の若者で

ある。観光客の増加とリピーターの確保も目的となって

いるため、将来的に安定も図れるようこの年齢層に設定

した。川越市の観光データによると、10 代から 20 代の
観光客の占める割合は 10％であり、伸びしろも期待でき
る。ワンコインフェスで訪れたことのないお店に行き、

購入してもらうことで、新しく自分の好みの食べ物を手

軽に見つけてもらいたい（図-4）。 
 
4. 実施結果の経済効果予想 
	 平成 25年度川越市観光アンケートによると、観光客の
飲食費にかける費用は 1000円から 1999円が最も高い。
この企画は、500 円均一でフードを販売する。ポイント
カードは 4ポイントためると特典がもらえることにする。
そうすることでお客様に 2000 円分を使用していただく
可能性が高くなり、現在の飲食費にかける費用よりも高

い客単価を期待する。 
	 また、500 円のお試しで、地元の人が買ってくれた場
合、今まで気づかなかった自分好みの店舗を見つけるこ

とができるであろう。リピーターの獲得にもつながり、

より安定した収入を得ることができるようになるはずで

ある。 
	 観光客がお土産として、買ったものも気に入ってもら

えれば、最近ではインターネットで購入することも可能

である。500 円で買える商品は限られたものになってし
まうが、お店を知る目的や、お試しとしては消費者にと

っては購入しやすいものとなるだろう。さらに、SNSな
どを含めて、口コミを通しての経済効果も期待できるだ

ろう。 
 
5. 結論と今後の課題 
	 今後この企画を進めるためには、入念な準備が必要で

ある（図-6〜図-8）。 
	 活動を実現するためにまずはこの企画に参加していた

だける店舗を募らなければならない。蔵の街のにぎわい

を昭和の街まで広げたいので、昭和の街の店舗には多く

の店舗が参加していただきたい。 
	 店舗が整ったのちに、参加店舗が参加者にわかるよう

にマップを作成することや、客単価の向上、リピーター

の獲得につながるように、ポイントカードの作成なども

準備として必要である。 
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図-1	 イベントコンセプト 

 

 
図-2	 2つの開催目標 

 

 
図-3	 開催に適切なスケジュール分析 

 

 
図-4	 ターゲット分析 

 

 
図-5	 2つのデータによる媒体戦略 

 

 
図-6	 川越市観光データの特徴 

 

 
図-7	 川越市観光データの特徴⑵ 

 

 
図-8	 川越市観光データ分析 
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