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活動成果報告会 
 

「川越 昭和の街」地区 
 

実施概要 
日時：2016年 8月 3日（水）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総合情報学科 

後援：中央通り「昭和の街」を楽しく賑やかなまちにする会、川越市 

 

プログラム 
18:00  開会・主催者挨拶 

18:15〜19:45 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） 

19:45〜20:00 休憩 

20:00〜20:30 全体討議・総評 

20:30  閉会 

 

発表順（状況により変更することがあります） 
S1班「行きやすい、お店に入りやすい雰囲気づくりの提案」 

S2班「国籍問わず楽しく観光できる『川越昭和の街』のマップの制作」 

S3班「広告の配布による『ごえんの日』の集客効果」 

S4班「写真が大好きな若者に向けた『川越昭和の街』のインスタグラムによる PR」 

S5班「キュレーションサイトを利用した「川越昭和の街」の認知度向上」 

S6班「『川越昭和の街』の情報を発信するWebサイトの提案」 
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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（4/11）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（4/18）現地見学（その 1）霞ヶ関北地区 
第 3 回（4/25）現地見学（その 2）川越中央通り「昭和

の街」周辺地区 
第 4回（5/2）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（5/9）現状調査（アンケート、踏査、ヒアリング

等）（1）企画検討 
第 6 回（5/16）現状調査（アンケート、踏査、ヒアリン

グ等）（2）内容確定	  
第 7 回（5/23）現状調査（アンケート、踏査、ヒアリン

グ等）（3）実施 
第 8 回（5/30）現状調査（アンケート、踏査、ヒアリン

グ等）（4）結果のまとめ・公開 
第 9 回（6/6）実地での活動または演習室での作業（1）

企画立案 
第 10回（6/13）実地での活動または演習室での作業（2）

企画書の確認 
第 11回（6/20）実地での活動または演習室での作業（3）

現地との折衝 
第 12回（6/27）実地での活動または演習室での作業（4）

企画案の修正 
第 13 回（7/4）実地での活動または演習室での作業（5）

企画案の試行または評価 
第 14回（7/11）実地での活動または演習室での作業（6）

プレゼンテーション資料の検討 
第 15回（7/18）実地での活動または演習室での作業（7）

プレゼンテーション資料の作成 
補講期間（7/31, 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 
筧裕介：ソーシャルデザイン実践ガイド――地域の課題

を解決する 7つのステップ、英治出版、2013 
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■第 4回（5/2）の各班の話し合い結果要約 
 
ワールドカフェ（問い） 
	 霞ヶ関北地区は「大学生から子育て世代が住みたくな

る街」、「昭和の街」地区は「住民、市民、観光客への情

報伝達」という大きなテーマを持っている。 
	 ラウンド 1（仮班での話し合い）「対象地域においてよ
いところや問題だと思ったことは何ですか？」 
	 ラウンド 2（ホスト以外は人を入れ替えて話し合い）
「対象地域においてよいところや問題だと思ったことは

何ですか？」 
	 ラウンド 3（元の席に戻って話し合い）「私たちが演習
において取り組むべきことは何ですか？」 
 
各班の結果まとめ（どんな課題があり、どんな取り組み

をすべきか） 
 
＜霞ヶ関北＞「大学生から子育て世代が住みたくなる街」 
 K1：認知度が低い、子供向け施設が少ない。子ども

と親向けのイベントを考える。スタンプラリー、小

学校・幼稚園の協力を得て学校だよりにイベントを

周知する。夏祭りを活性化する。---5/8 かすみこど
もフェス 

 K2：人が少ない、子供の遊び場所が少ない。年寄り
から子どもまでできる遊びができるイベント。「将棋」

をみんなでやる世代交流イベント。「将棋の街」。---
春休みに現代娯楽研究会がイベントを開催した。 

 K3：大学生・子育て世代に住みやすい---大学生が利
用しにくい。大学生が利用したいと思える商店街を

つくる。駅～大学は店があるが、大学～エコス間は

ない。大学生が利用したいと思えるイベントを企て

る。 
 K4：子供達が遊べるように児童館や公園を増やす。

大学生が遊べるようにカラオケ、ボウリング場を増

やす。 
 
＜昭和の街＞「住民、市民、観光客への情報伝達」 
 S1：街が暗くて店に入りづらい。店の前、街全体で

音楽を流して入りやすくする。見やすい看板を作っ

てメニューなどわかりやすくする。店舗前の飾り付

け---明るいまちづくり。 
 S2：マップは持っているが外国人観光客が迷ってい

る。マップだけでなく英語の看板、案内板が必要。

マップを作るとしたら地元の人向けのマップを作る

べき。 
 S3：外国人が昭和の街に来ることを考える。昭和の

感覚を体感する。歩行者天国を実施。着物コスプレ

イベントを行い参加できるようにする。---5/5（木）
11:00-16:00「こころおどるKAWAGOEフェスタ 2016」
歩行者天国 

 S4：年配者が多く若い人が少ない。自分たちが被写
体になって街の雰囲気が出る写真を撮って、来たく

なるような地図を作る。---国際地域学部が両毛地区
で近いことをやっている。 

 S5：わかりづらい、駅から行きにくい、どこに何が
あるのかわからない。地図を作る。知名度が低い。

情報サイトに情報を投稿して人に来てもらうように

する。着物を着たりできる人がいる。女の子をター

ゲットにする。 
 S6：昭和の町並みは昔ながら。一方で訪ねる人の町

並みの認知度が低い。時の鐘、蔵造り、菓子屋横丁

に流れて知られていない。広報の手段としてホーム

ページをつくる。地域との交流を図りインタビュー

して細かい情報を掲載する。 
 
■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。 
	 学生には、学外での行動後は各自で、学内での作業後

は各班の代表者が投稿するように指示した。そのことで

学生同士及び教員間の情報共有とともに市民の関心が高

まることを期待した。内容は次の URL をご参照いただ
きたい。 

https://www.facebook.com/kawatsurutoyo/ 
	 なお、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、「川越・鶴ヶ島地域活性化プロジェクトWiki」（非
公開）を活用し、実施計画書の作成、活動記録の作成を

行うことで、班員同士の情報共有に努めた。 
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成果報告要旨 
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行きやすい、お店に入りやすい雰囲気づくりの提案 

S1班「S1」 
 
1. 活動の背景 
	 私たちの地域プロジェクト演習では、昭和の街の飲食

店に焦点を当てることにした。川越をよく知らなかった

男性学生である班員 6名で現地調査を行った結果、営業
時間が書いていない、営業しているかわからない、店内

の様子が見られない等の理由で入りにくいと感じるお店

が気になったのだ。 
2. 活動の目的と目標 
	 川越市が各年で実施する観光アンケート調査の結果に

よると、半日以上滞在する観光客率が、平成 22年以降増
加傾向にある。また、訪れる時刻は 10～12時が約 9割を
占めている。このように、お昼時に観光客が最も多いに

も関わらず、昭和の街には入りにくいと感じる飲食店が

見られる。 
そこで、飲食店を対象として、入りやすいお店の雰囲

気づくりの提案を行うことを目的とした。入りやすい雰

囲気づくりを提案することによって、利用者を増加させ、

昭和の街の活性化につなげていくことが目標である。 
3. 入りやすさ評価 
3.1. 実施内容 
	 昭和の街の飲食店について、入りやすさの評価調査を

実施した。この調査のため、評価項目を 8項目作成した。
即ち、①看板・のれんがあるかどうか、②店外にメニュ

ーがあるか、③営業時間が表示されているか、④店内が

明るく見えるか、⑤メニューの見易さ、⑥パッと見てど

のような飲食店か分かるか、⑦営業中かどうか一目でわ

かるか、⑧その店舗に自分たちが入りたいか、である。

これら 8項目から、入りやすいか否かの違いを明確に判
定しようとしたのである。 
3.2.実施結果と考察  
	 昭和の街にある飲食店を対象に、評価 8項目を調査し
た。その結果入りやすいと判定した店舗は、「川越ラーメ

ンこひや」、「そば処富士屋」、「TOSHINO COFFEE」とな
った。共通して見られた点は、外にメニューがあり、店

外からでも店舗の情報を得られたことだ。入りにくいと

判定した店舗は、「studio 1925」、「呑龍」、「スナックれん」
が挙がった。共通点は、外から中の様子が見られない、

営業時間やメニュー等が外にない、という点である。 
4. アンケート調査 
4.1. 実施内容 
	 入りやすさ評価の結果から、雰囲気づくりを具体的に

検討する対象の店舗を「スナックれん」（以下「れん」）

に絞った。料理がリーズナブルであるにも関わらず、昭

和の街の中央通りからは外れた、日通りの少ない場所に

拠を構えている店舗である。「れん」はメニューが店舗外

に掲示されているが、文字の量が多い。入りやすさのポ

イントとして店舗外メニューにターゲットを合わせ、関

連する質問を設けたアンケート票を作成した。このアン

ケート票を 6/20～7/1の 12日間、昭和の街にある飲食店
9店舗に設置させていただいた。 
4.2.実施結果 
アンケートの回答数は 77人であった。各年齢層から回

答があり、地元の方が半数、観光客が 3割弱であった。
利用頻度では、昭和の街の店舗は初めて利用したとの回

答が 4割弱を占めた。 
店舗外メニューの写真の有無による入店意向では、「写

真付きメニュー」を支持する回答が 77%であった。この
傾向は利用頻度によらず、特に初めての訪問客で写真付

きメニューの支持が特に高かった。年齢層にもよらず、

どの年代でも写真付きメニューが好まれていた。 
5. メニュー作成 
5.1.実施内容  
	 アンケート調査の結果から、我々は「れん」の店舗外

に設置するための写真付きメニューを作成した。その一

方で、「れん」で回収したアンケート回答では、文字だけ

のメニューを好む傾向が見られたため、文字を主体とし

た夜用のメニューの作成も試みた。 
5.2.メニュー完成 
写真付きメニューは、図-6のように出来上がった。ア

ンケート結果を生かし、提供される料理が写真で見やす

いように工夫している。 
作成したメニューを評価するため、「写真付きメニュー」

と「これまでのメニュー」を比較するインタビュー調査

を東洋大学の学生に対して実施した。新たに作成した写

真付きメニューは 9割に支持され、若者が入りやすい雰
囲気づくりに貢献することが期待できる。 
6. 結論と今後の課題 
	 入りやすい飲食店の条件とは、店内が明るく見えやす

いこと、営業日と営業時間が容易にわかること、がまず

挙げられる。そして、すべての年齢層から好まれていた

写真つきのメニューは、よりわかりやすく提示できるこ

とから、重要であるといえるだろう。これら店舗外から

得られる情報こそが、行きやすい、入りやすい雰囲気で

あると考えるのである。 
今後の課題としては、「写真付きメニュー」の効果を検

証することと共に、昭和の街の雰囲気を大事にしつつ、

より若年層や地元客へ向けたサービスの提供にも力を入

れていくことが重要である。 
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図-1	 活動目標 
 

 
図-2	 入りやすさ評価 

 

 
図-3	 入りやすさ評価より 

 

 
図-4	 アンケート調査	 内容 

 

 
図-5	 アンケート調査	 結果 

 

図-6	 写真つきのメニューの作成と掲示 
 

 
図-7	 結論 

 

 
図-8	 今後の課題 
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国籍問わず楽しく観光できる『川越昭和の街』のマップの制作 

S2班「Welcome to Showa town!」 
 
1. 活動の背景と目的 
	 川越「昭和の街」には多くの外国人観光客が訪れる。

また「昭和の街」には日本語で表記されているマップが

設置されている。外国人観光客はそのマップを手にして

観光していたが、読めないためか不便そうであった。そ

こで私たちは外国人でも楽に迷わず観光できるように日

本語表記ではなく英語表記のマップを作ってみようと思

った。活動目的は外国人観光客が私たちの作ったマップ

を利用して昭和の街の活性化につなげることである。 
3. 実施内容 
	 私たちがピックアップした昭和の街のお店へ行き、お

すすめのメニュー、そのメニューの特徴をインタビュー

し、内容を英語表記でマップに掲載した。さらに川越に

訪れている外国人観光客へ「川越」になぜ訪れたのか、

何を頼りに観光しているのかインタビューをした。そし

てでき上がったマップを川越にいる外国人へ配布し感想

を聞いた。取材した各店舗の方にもマップを 10枚程度ず
つ配布した。 
4. 実施結果の概要 
4.1 制作したマップ 
	 図-1 昭和の街マップ（おもて面）、図-2 昭和の街マッ
プ（うら面）を掲載する。 
4.2 マップの内容・お店の紹介 
	 私たちは外国人観光客に紹介したいお店を 6店に絞り
マップに掲載した。マップにはそれぞれのお店の営業時

間やおすすめのメニュー、またその味付け、使用してい

る材料や調理法を記載した。また私たちが実際に訪れた

ときに撮影した写真を載せて、地図をわかりやすく、華

やかにした。マップには日本語表記でも店名とメニュー

が記載しており、お店の看板やメニューは日本語表記な

のでマップと見比べができるようにした。マップを製作

するにあたって特に工夫した点は、まず、お店の選定で

ある。外国人観光客がどのように観光をして、どんなお

店に寄りたいか考え選んだ。グルメな観光客にはおいし

いラーメンやコロッケ、メンチカツ、だんごなどを紹介

するために「こひや」「肉の十一屋」「伊勢屋」を選んだ。

観光して疲れてきたとき、休憩しながら楽しめるお店と

して「レレレノレコード」「トシノコーヒー」を選んだ。

最後に日本らしいお土産を買えるお店として「京屋」を

選んだ。次に工夫した点は、パンフレットのように三つ

折りにできるようにした点である。そのままの A4 大き
さだと持ち歩くときに邪魔になってしまう。そこで、三

つ折りにすることでマップを見ながら移動でき、バッグ

にも入れやすいと考えた。こうすることで店舗に置いて

あるマップを持って行ってくれる人も増えると考えた。

また、何度もバックから出し入れするものなので用紙は

厚紙を選び、持ちやすく、破れにくいようにした。最後

に工夫した点は、マップに観光スポットも記載した点で

ある。「このお店の近くに観光スポットがあるから寄って

みよう」となるようにお店の近くの熊野神社と蓮馨寺、

旧川越織物市場を観光スポットとして記載した。 
4.3 マップの配布と意見・感想 
	 でき上がったマップを外国人に見せて感想を聞くと、

とてもよくできている、このマップに載っているところ

へ行ってみたい、写真が載っていてよいといったよい反

応や、studentではなく studentsだよ、とスペルミスの指
摘を受けたり、画像はもっと明るいほうがよいなどの意

見を受けたりした。多くの外国人が笑顔で話してくれマ

ップに好評価を与えてくれた。取材をしたお店へ行きマ

ップを置かせていただけるか交渉しに行き、各店舗 10
枚程度ずつ配った。お店の方々からはきれいにできてい

て見やすい、外国人はたくさん訪れるので助かる、外国

人が来たら配ってみる、すぐなくなってしまうと思うの

でもっとほしい、マップがなくなったらまたもらえるか

という声があった。 
5. 結論と今後の課題 
	 外国人へのインタビューから外国人観光客は「日本ら

しさ」を求めて川越へ来ていることがわかった。また外

国語表記のマップは外国人へのインタビューやお店の

方々のお話から需要が高く、必要とされていることがわ

かった。そして英語表記のマップを通じて、蔵造りの建

物を見に来た外国人にも昭和の街を訪れてもらい、昭和

の街を活性化させることは可能だとわかった。 
	 今後の課題は、授業が終わった後でもマップをお店に

置き続けることは可能か（誰がマップを印刷しお店に配

るのか）、そしてより多くの外国人にマップを手にしても

らうにはどうすればよいのか、英語だけではなく、中国

語や韓国語などの言語にも対応していくべきということ

である。現在のマップを外国人に指摘を受けたとおり訂

正し、継続的にお店に置くことができればさらに昭和の

街は活性化につながると考える。しかし数店舗にマップ

を置いただけでは限界があるので、より多くの外国人の

目に触れるところに置けるかが課題になってくるのでは

ないか。さらに昭和の街や一番街を歩いていて、よく目

にするのはアジア系の外国人であるため、英語以外の言

語に対応できれば、さらに昭和の街に外国人観光客を呼

び込むことができるのではないかと考えた。 
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図-1	 昭和の街マップ（おもて面） 

 

 
図-2	 昭和の街マップ（うら面） 

 
① レレレノレコード Rerere no record 

~ Record shop and restaurant ~ 
Recommended menu 
〇カレーライス 

CURRY and RICE (only lunch) 

Characteristics: This curry used many beef hind shank.  

                Little bit spicy and delicious.  

〇ホッピー HOPPY (alcohol) 

Characteristic: Hoppy tastes little bit bitter. It tastes 

like beer. It is good for your health. It is low calorie and 

low carbohydrate. In the past, it was trendy in Tokyo. 

 

 

 

 

※Open:11:30am-10:00pm 

  Thursday closed 

Welcome to 
SHOWA TOWN 

in Kawagoe 

Hello! Do you enjoy your 

trip? This map is produced by 

Toyo university students. We 

will introduce some shop 

which we chose. Let’s enjoy! 

② トシノコーヒー Toshino coffee 

          ~ Coffee shop and Café ~  

Recommended menu 
〇コピ・ルアク KOPI  LUWAK 

Characteristics: Kopi luwak is coffee beans which 

are made in Indonesia. Although it is so rare, you 

can buy “Kopi luwak” in this shop and drink it. You 

should drop by toshino coffee. 

 

 

 

 

※Open year round  

  10:00am-7:00pm 

③ 伊勢屋 Iseya  

    ~ Japanese snack shop ~ 

Recommended menu 
〇だんご（醤油、磯辺、みたらし） 

DANGO (You can choose different sauces. 

Such as, Soy sauce, Soy sauce and seaweed, and 

Soy sauce and sugar.)  

Characteristics: Non-preservatives. Traditional 

Food. 

 

※Open:10:00am-4:00pm 

  Wednesday closed 

④ 京屋 Kyoya   ~ Patchwork shop ~ 

How about buying patchworks as Japanese souvenirs? 

You can buy beautiful patchworks which handmade in 

this shop. All those material is clothe of “KIMONO” 

which had used 80~150 years before. 

1 

2 

3 

4 

 
  

 2 

⑤ 肉の十一屋 Niku no juitiya  

          ~ Butcher shop ~  

Recommended menu 
〇メンチカツ、ポテトコロッケ 

Meat Culet, Potato Croquettes 
Characteristics: Deep fried after the order. So, it is 

crispy and delicious.  

 

 

※Open: 8:30am-19:30pm 

  Wednesday closed 

⑥ こひや Kohiya 

        ~ Ramen restaurant ~  

Recommended menu 
〇手打ちらーめん(塩、醤油) 

TEUCHI “Handmade” RAMEN (Saltiness or Soy 

sause) 

Characteristics: All meals are handmade. So, they 

might be sold out in the evening. This ramen tastes 

light and delicious.  

 

※Open: Monday-Saturday  

11:00am-9:30pm  

        Sunday and holiday  

11:00am-8:30pm 

 

 
 

 
 

仲町交差点 
Naka-cho 

Intersection 

 連雀町交差点 
Renjaku cho 
Intersection 

1 

3 

5 
4 

6 

Sightseeing spot 
 
 
 
 
旧川越織物市場 
OLD KAWAGOE ORIMONO 
ICHIBA 
Kawagoe city’s designated 
cultural property. This 
building was built in 1910 as 
a textile market. 

連馨寺 

Renkei-ji 
Temple 

2 

5 

6 
Sightseeing spot 

 

 

 

 

 

 
熊野神社  
KUMANO-JINJYA SHRINE 
This shrine was built in 1590. 
It’s deified as a god of better 
fortune and matchmaking. You 
can enjoy “Omikuji” (paper 
fortune), “Wanage” (quoits) 
and Self-foot massage by 
walking in uneven ground. 

Kurazukuri Zone 
(Ichiban Gai) 

Hon-Kawagoe 
Station 
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広告の配布による『ごえんの日』の集客効果 

S3班「トリプルエス」 
 
1.活動の背景 
	 川越 昭和の街の一番の課題は、集客力の低さである。
昭和の街という素晴らしい地域を知ってもらうためには、

何らかの方法でアピールする必要がある。そこで私たち

は、昭和の街にある魅力的なものを広告媒体で発信し、

集客に活かそうと考えた。 
2.活動の目的と目標 
	 私たちが作る広告によって、昭和の街の集客力を高め

ることと認知度を上げることを目的とした。川越には、

一番街を目的としている観光客が多い。この観光客を、

昭和の街に上手く誘導することを目標とした。 
3.実施内容 
3.1企画と狙い 
	 実施内容の企画検討では、大黒屋の岩澤様にアドバイ

スをいただきながら議論した。その結果、「ごえんの日」

に広告を配ることにした。「ごえんの日」とは、蓮馨寺呑

龍さまのご縁日にちなみ、毎月 8日の呑龍デーと共に、
昭和の街を盛り上げるために行われている催しである。 
広告の狙いは集客率と売上を上げることであり、そのた

め広告にはクーポンを付けて宣伝する。昭和の街には多

くの外国人の姿が見られるため、外国人にも昭和の街の

魅力的なものを知ってもらうよう配慮する。 
	 さらに“東洋大生が昭和の街で魅力があると思った場

所を紹介する”という珍しい広告をきっかけに、昭和の

街に興味を持った人、訪れた人がネットや SNSで検索・
発信することで、認知度が高まる波及効果も狙った。 
3.2広告の作成 
	 メンバー6 名が１人１枚、岩澤様のご協力を頂き、図
-4・図-5の広告を作成した。クーポンは、図-3で対象と
した 4店舗で「サービスが受けられます!!」との記述を、
広告の隅に見えるように用意した。 
	 広告を配る日は、地元ケーブルテレビ J:COM川越が取
材に訪れる日に合わせた。テレビに取り上げれば、さら

なる集客力と認知度の向上を狙えるからだ。外国人の

方々にも昭和の街の魅力を知ってもらうため、日本語と

英語の両面版で作成した。さらに、着物を着て広告を配

ることで、話題性を持たせることをも狙った。 
4.実施結果と考察 
4.1広告の配布 
	 7月の「ごえんの日」の 7月 8日（金）、11時から 13
時まで 2時間の間で広告を配布した。配布担当は 5人、
仲町交差点、蓮馨寺周辺の 2か所で着物を着て約 250枚
の広告を配った。J:COM川越の方々には、私たちがアピ
ールしたい場所やイベントについて宣伝させて頂いた。 

4.2集客効果の考察 
	 当日にクーポン対象の 4店舗に広告を持って訪れた人
は福々スタンドに 1名のみという結果となった。クーポ
ンによる集客効果は残念ながらなかった、と言うことだ。

なぜこのような結果となったのか、原因を考察する。 
（1）クーポン内容の決定の遅れ 
	 具体的なサービス内容を書くことが出来なかったこと

が影響した。 
（2）クーポン自体の魅力 
	 クーポンという販促方法自体に魅力が無かった可能性

がある。 
（3）英語版広告の作り込み 
	 英語版の広告は、説明不足な点がいくつかあった。 
（4）配布の場所と時間の検討不足 
	 広告の配布中、既に受け取った、と言う人に遭遇した。

事前に人の流れのデータを収集し、効果的な配置を割り

出すべきだった。 
5.結論と今後の課題 
	 原因として挙げた 4点を一言でまとめると、準備不足
これに尽きる。 
	 検討と準備をきちんとしておけば、クーポン付き広告

には可能性があるだろう。そこで、昭和の街を活性化さ

せるためにクーポン付き広告をどのように利用すればよ

いかを提案する。その内容とは、図-8の通り各店舗がど
こか１つ昭和の街の店をクーポン付き広告によってバケ

ツリレーのように宣伝するというものだ。 
	 昭和の街に関わり、昭和の街はとても連携が取れた商

店街であると考えた。その強みを生かし、昭和の街全体

で行うイベントを目玉に据えれば、蔵の街以上の知名度

を誇る街になるはずだ。 
 

 
図-1	 活動背景
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図-2	 活動目的 

 

 
図-3	 実施内容 

 

図-4	 配布した広告①（日本語面） 
 

 
図-5	 配布した広告②（英語版） 

 

 
図-6 私たちが着た着物と配布している姿 

 

 
図-7	 結果と考察 

 

 
図-8	 クーポン付広告を活かす提案 

 

 
図-9	 今後の課題 
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写真が大好きな若者に向けた『川越昭和の街』のインスタグラムによる PR 

S4班「1995」 

1.活動の背景と目的
川越昭和の街は、昭和の時代を思わせる雰囲気を持っ

た町並みである。しかし、川越昭和の街の場所の良さや

条件に関わらず、足を止める観光客があまり見受けられ

なかった。周囲の観光スポットと呼ばれる場所に比べて、

認知度が低いことや、実際足を運んでみても歩くには情

報が少ない印象が見受けられた。そこで、私達は多くの

人に昭和の街の魅力について知ってもらえるように情報

を提供することを提案した。

	 そこで、見ていて飽きたり疲れたり、情報を取り込む

のに多少なりとも時間を要する文字を控え、写真をメイ

ンに取り上げることにした。S4 班では、多くある SNS
の中から写真といくつかのタグで情報を押し出すことの

できるインスタグラムというサービスを使って情報を発

信していくことにした。（図 1）

2. 活動目標
S4 班で作成したインスタグラムのアカウントに昭和

の街のおすすめスポットの写真を投稿していく。そして、

その写真を多くの人に閲覧してもらい、昭和の街のこと

に関心を持ってもらう。最終的に、私たちが作成したイ

ンスタグラムの写真を見てくれた人が、実際に昭和の街

に行ってみたいと思ってもらえるような写真や情報を提

供することを活動目標とする。

3. 実施内容の概要
3.1 インスタグラムに投稿する写真撮影
インタグラムに投稿するために、実際に川越の昭和の

街で写真撮影を行った。撮影は、多くの場所に訪れる必

要があったため、4回に分けて行った。 
	 撮影は、店内がレトロなカフェや熊野神社・銭洗弁天・

昭和の街中で行った。撮影するものによって、カメラの

設定を変え、どのようにすれば綺麗に分かりやすく撮影

できるのかを常に考えながら撮影を行った（図 2）。 

3.2 インスタグラムを活用した宣伝 
（1）インスタグラムを使用した理由
現在若者の中で一番流行っていて影響力が大きいのが

インスタグラムなのでインスタグラムを活用して昭和の

街をアピールしようと考えた。一般の人でも、写真のク

オリティーさえ高ければ多くの人に見てもらえるチャン

スがある。今回私たちは、写真や料理などテーマを決め

て画像を投稿するのではなく、自分自身も被写体となり

昭和の街の持っている魅力を全て伝えるために街の外観

やお店・カフェ・食べ物をアップしていった（図 3）。 
（2）実際に投稿する
まず初めにインスタグラムで昭和の街を宣伝するため

のアカウントを作成した。フォロワーがゼロからのスタ

ートなのでまず写真を 1枚投稿してそこからどう増やし
ていくか考えた。昭和の街を実際に歩き自分が入りたい

と思う店に入り好きなものを頼み撮影した。何よりも大

事にしたかったのが自分と同世代の人に昭和の街を売り

込むことなので自分の感覚で撮影し投稿する写真を選ん

だ（図 4）。 
（3）写真を加工する
写真の撮影は iPhone6 と一眼レフを使用した。撮影場

所や撮影したものの雰囲気に合わせて投稿した全ての写

真に加工を施した（図 5を）。 
（4）ハッシュタグ
インスタグラムで写真を拡散するためにはハッシュタ

グをつけなければならない。タグに英語を使用すれば海

外の人に見てもらえる機会ができる。だから、私達は必

ず英語のタグを入れることとして、なるべくハッシュタ

グを付けるようにした。（図 6）。 
（5）反応を確かめる
インスタグラムには「♥」ハートを押す機能がある。

このハートの数だけ昭和の街に関心を持ってくれた人が

どれだけいたということが分かる（図 7）。 

4. 実施結果と考察（フォロワー数を増やすために）
インスタグラムに昭和の街の魅力が伝わるように、訪

れたカフェや神社で撮影した写真を載せた。その結果、

フォロー中の人数が 83人・フォロワーの人数が 50人と
なった。写真の「いいね！」数が多かったのはお洒落な

雰囲気のものや食べ物の写真で、カフェなどに興味を持

っている人が多かった。狙い目にしていた、若い層の人

たちの反応を得らえることはできなかった。そして、短

期間でインスタグラムを使用して、PRしいくことは難し
かった（図 8）。

5. 結論と今後の課題
今後の課題としてひつようなことは、昭和の街という

存在を広める事である。昭和の街に対する知名度が低い

ため検索されることが少なく、こちら側から積極的に発

信して目につくようにしなくてはならなかった。しかし、

その中でもフォローやコメントを頂くことができたので、

これからも継続してアカウントに写真を投稿することで、

昭和の街を活気づけることができると考える。
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図 1	 インタグラムのイメージ 

図 2	 撮影した写真 

図 3	 インスタグラム活用 

図 4	 インスタグラム投稿 

図 5	 加工前	 ⇒	 加工後 

図 6	 ハッシュタグ 

図 7	 インスタグラム「♥」機能 

図 8	 雰囲気がいい写真 
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キュレーションサイトを利用した「川越昭和の街」の認知度向上

S5班「S5」
1. 活動の背景と目的
川越昭和の街は、蔵造りの町並みや菓子屋横丁と比べ

ると観光地としての認知度はとても低い。蔵造りの町並

みには観光客が沢山いたが、川越昭和の街にはまばらに

しか人がいなかった。私たちのグループは、川越昭和の

街がもっと情報を発信することで、若い人達に情報が伝

達されるのではないかと考えた。そこで、インターネッ

トを活用して宣伝する事にした。私たちは友人と遊ぶ際、

キュレーションサイト（「インターネット上の情報を収集

しまとめること」、知恵袋 2015より）を利用して遊ぶ場
所を決めることがあるため、キュレーションサイトを利

用して情報発信すれば良いのではないかと考えた。川越

昭和の街を題材にした記事をこれらのサイトに投稿する

ことで認知度の向上を図ることにした。私たちのグルー

プの目的は、キュレーションサイトを利用して川越昭和

の街の認知度の向上することである。

2. 活動目標
（1）「川越昭和の街」の活性化
キュレーションサイトに川越昭和の街を紹介する記事

を投稿することで、川越昭和の街の認知度の向上を狙い

とする。今回は 2つのキュレーションサイトを利用する
こととした。1 つ目は、まとめサイトと検索して一番初
めに出てくる「NAVER」である。2つ目は、キュレーシ
ョンメディア女性ユーザー数別ランキング 1)1 位の
「MERY」である。両サイト共に、サイトの閲覧数 500
とお気に入り 10を目指すことにした。 
（2）観光客を増やすため認知度の向上
作成した SNS の記事を見た人が、その様子を自身の

SNSに拡散したり話をしたりする事により、更なる認知
度の高上も目指していく。

3. 実施内容の概要
まず、キュレーションサイトに記事を投稿した。情報

まとめサイトといえば思い浮かべる人が多かった

「NAVER」（図 1参照）と、最近若い女性の間で利用率
が上昇している「MERY」（図 2参照）を選出して使用し
た。投稿するにあたって、「蛇の目寿司」、「きものや紗羅」、

「福々スタンド」、「彩乃菓」の 4店舗に協力をしていた
だいた。そして記事を投稿する前と投稿した後で、利用

客が来店したきっかけを問うアンケート調査を実施した。

アンケート調査の項目は検索サイト、Webサイト、SNS、
雑誌広告、紹介、口コミ、店舗を見て、その他の 8項目
とした。

4. 実施結果の概要と考察
NEVERは 2016年 7月 4日時点（アップロードしてか

ら 21日目）で総観覧数は 50件であった。その中でお気
に入りが１件、Facebookでの「いいね」が 2件であった。
MERYは、総観覧数 467件だった。その中でお気に入り
が 2 件、Facebook での「いいね」が 10 件であった。2
つのサイトでこれほどの差が出たことに関しては、2 つ
のサイトの拡散方法が異なってしまった点、サムネイル

の設定を行わなかった点が原因と考えられる。班員で仕

事を分担したことにより、出来栄えに多少の誤差がでて

しまったのだろう。

アンケート調査については、キュレーションサイトに

投稿する前の 1週間と投稿した後の 1週間で、利用客が
来店に至った理由を集計した。調査を行った 4店舗のう
ち、2店舗は SNSを見て来店した客数が増加した。しか
し、もう 2店舗は増加しなかった。投稿した翌日から集
計を取ったため、すぐに反映されなかったと考えられる。 

5. 結論と今後の課題
キュレーションサイトでの効果で来客が増加したとは

必ずしも言えない結果となった。NEVERと MERYを公
開して日が浅く、かつ記事が検索結果一覧に出てこない、

さらに他の記事の間に埋もれている、等の理由で閲覧数

が伸びないのが現状だ。サクラのような記事を書くと運

営側に記事が非表示にされてしまうことがある。今後の

課題として大きく 3つある。 
1つ目は SNSの記事の数が膨大過ぎてすぐ埋もれてし

まう点である。NAVER は表示されている旅行、お出か
け項目の記事だけで 6000件を超える。川越で検索すると
50件を超える記事がある。その中から選んでもらえるよ
うになるには魅力を感じるようなサムネイルや題名にす

る等の工夫をする必要があるだろう。

2 つ目は記事を読んでくれた人が川越昭和の街に来て
くれるとは限らない点である。私たちが投稿した記事を

観覧した人の印象に残り、遊びに来てくれるような文章

や写真が必要だ。今回はそのような記事を書くことがで

きなかった。文章が宣伝を目的とし過ぎており、丁寧で

あるが感想よりも情報を載せていたため、運営によって

不適切と思われ記事は表示されなくなってしまったと考

えられる。第三者目線でよりわかり易く良い印象を与え

られるような記事を作成する事で、認知度の向上が図れ

るのかもしれない。

参考文献

1)キュレーションメディア女性ユーザー数別ランキング
ベスト 10(http:/renga3.com/curation-media.html) 
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図-1	 活動内容のフローチャート 

図-2	 NAVERへの投稿記事 

図-3	 MERYへの投稿記事 

図-4	 アンケート調査の概要 

図-5	 アンケートデータ（綾乃菓、きものや沙羅） 

図-6	 アンケートデータ（福々スタンド、蛇の目寿司） 

図-7	 キュレーション利用に対する今後の課題 

図-8	 アンケート調査に対する今後の課題 
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キュレーションコンテンツの内容

【URL】http://matome.naver.jp/odai/2146579207183285101

作成：今野・宮澤

キュレーションコンテンツの内容

【URL】http://mery.jp/253817

作成：井上・中林 

アンケート調査の概要
項目 内容
調査期間 6/12～6/20

調査店舗数 4店舗
調査者 各店舗の従業員
調査方法 お客向けのアンケート設置
調査項目 来店に至った情報元

アンケート結果
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ご紹介
雑誌、広告 
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検索サイト

+４人
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「何を見て当店に来店しましたか？」
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福々スタンド1回目 福々スタンド2回目 蛇の目寿司1回目 蛇の目寿司2回目 

その他
店頭を見て
口コミ
ご紹介
雑誌、広告
SNS	
ブログ
検索サイト

−１人

アンケート結果
「何を見て当店に来店しましたか？」

今後の課題
•  作成したサイトの観覧数が伸びなかった
⇒多くの人に観覧してもらえるようなまとめサイトを作成す
る
•  運営によって記事が表示されなくなる
⇒第三者の観点からサイトを作成する

•  サイトを観覧した人が来てくれるとは限らない
⇒興味を引き、実際に足を運びたくなるようなサイトを作成
する

今後の課題
• アンケートに十分な時間が取れなかった
⇒サイト公開後しばらく様子を見てから集計する

• 「SNSを見て来店した」のSNSが私たちのサイトとは限
らない
⇒写真を用いて、サイトを特定できるような質問事項を
増やす
　（例:このサイトを閲覧したことがありますか？）
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「川越昭和の街」の情報を発信するWebサイトの提案 

S6班「エスシックス」 

1. 活動の背景と目的
「川越 昭和の街」（以下、昭和の街）は場所、範囲と

もにあまり認知されていない。川越と聞くと思い浮かぶ

有名どころとしては時の鐘や蔵のまちなどである。外国

人観光客の方も多く見受けられたが、それらの人々の足

も昭和の街ではなく、一般的に有名なスポットに向きが

ちであったことが、私たちも現地に足を運んで確認した。 
	 多くの人に足を運んでもらうのに重要なのは認知度の

向上である。認知度を広めていくための有効的な手段は

多々あるが、私たちは Web サイトに着目した。Web サ
イトであれば、通信端末があれば場所や時間を問わず閲

覧可能であり、必要な時に必要な情報が手に入るからで

ある。また現在の昭和の街には既存のホームページがな

いため、Webサイトを制作し、情報発信の第一段階をサ
ポートすることも目的の一つである。

2. 活動目標
上記のような観点から我々の活動目標は昭和の街の

Web サイト制作となった。しかしただの Web サイトで
はなく地元の人の情報共有の場として活用でき、さらに

昭和の街の認知度を高められるサイトとすることが目標

である。

3. 実施計画
3.1 現地調査

5月 16日、5月 30日、7月 4日、川越昭和の街へ実際
に行き、昭和の街の会の会長や情報管理者にお話を伺っ

た。私たちが昭和の街へ赴いた時間帯は平日の昼間であ

ったので、人があまりいないのではないかと危惧してい

たが、主婦や高齢の方を始め、外国人観光客の方も見ら

れた。お洒落な店舗や落ち着いた雰囲気の店舗もあり、

居心地の良さそうな場所であるように見受けられた。し

かし、昭和の街においては、昭和の街の会の活動を伝え

るブログと Facebookページしかない。これらも情報発信
するために有効な手段ではあるが、新しい情報が発信さ

れるたびに古い情報が下に流れてしまい、必要な情報を

ピックアップして探したい時や、固定して発信したい情

報があるときは不便である。その点に関しては私たちが

今回作成したWebサイトが有用ではないかと思う。 
3.2 問題点の発見 

5月 16日の活動で「昭和の街」を訪れた際に、問題や
課題を発見した。観光客を多く取り入れ活性化に努める

よりも、地元の人たちに商店街、店舗の情報を認知して

もらう事、結果的に足を運んでもらえるようにすること

で活性化につながっていくことを目指すこととなった。

3.3 コンセプトの決定 
	 上記の問題点から認知度を上げるため、さらにそこか

ら昭和の街に足を止め立ち寄ってもらい若者が多く観光

している街、そしてもう一度行きたくなるような街をコ

ンセプトにしたWebサイトを制作することにした。加え
て回覧板の掲載や Facebookページを盛り込むなど、昭和
の街の会の要望を採り入れることにした（図 2）。

4. 制作したWebサイト内容
実施結果としてはホームページに昭和の街について知

らない人たちにも、昭和の街がどういった場所なのか理

解してもらえるように、私たちが調査した「昭和の街」

の成り立ちを記載した。また、川越昭和の街スタァ店主

名鑑（川越青年会議所が制作）をアップロードした。最

寄駅である本川越駅と川越駅から昭和の街までのアクセ

スがわかるように Google マップを利用してホームペー
ジ上に地図を表示させている。また定期的に昭和の街で

開催されているイベント概要を掲載した。Facebook、街
の回覧板のページを作って欲しいということ、そしてサ

イトの配色に街のカラーを使用して欲しいなどこれらの

要望をいただいたのでこれらをサイトに盛り込んだ。ス

マートフォンでの閲覧時に画面のサイズに合わせて見や

すくするためレスポンシブサイトでの作成を行った。こ

れにより私たちが作成したホームページはどのデバイス

から閲覧してもたいへん見やすいものになっている。 

5.結論と今後の課題
昭和の街の情報サイトの第一段階はサポートすること

ができたと思う。しかしまだ土台なのでこれから記載量

を増やしていく必要がある。

商店街のWebサイトが存在しないことは PRしていく
上で痛手である。今後公開するWebサイトをどう広めて
いくかということである。そこで考えたのが QR コード
を現地にある「顔出し看板」の後ろや街灯に貼ってもら

う（図 7、図 8）、SNSでの書き込みや川越市の観光ホー
ムページに載せてもらう、毎月川越市役所が作成してい

る広報冊子に掲載させてもらうなどの広報手段が挙げら

れる。ただ存在するだけではせっかくのWebサイトの利
点を最大限発揮できないため、現地においてWebサイト
があること自体を知ってもらうことが重要である。

	 いずれの課題点に関しても昭和の街の人々の協力が必

要不可欠である。
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図 1	 活動経過 

図 2	 コンセプト 

図 3	 活動計画 

図 4	 成果物１ 

図 5	 成果物 2 

図 6	 成果物 3 

図 7	 広報活動 

図 8	 広報活動 QRコード例 
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