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本事業の目的と背景

1. 事業名

川島町観光ゾーン創出事業支援業務委託

2. 本事業の目的

川島町まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標に掲げる「地域産業の活性化

と雇用の創出」「人を呼び込む観光・交流の活性化」を加速化させるため、平成の

森公園を中心に観光ゾーンを整備し、東京23区を中心とした都内のファミリー層を

誘引することのできる滞在交流型の観光地域づくりを推進します。

本業務では、その推進に向けて、ターゲットが共感する他地域と差別化された川島

町の価値の抽出をもとに、平成の森公園周辺及び観光農園等を一体的に整備し

観光ゾーンとするためのコンセプトを開発します。開発にあたっては、町民や生産者、

民間企業など関係団体が参画していくことによって、町外へ川島町の魅力を最大限

に伝えていくとともに、これをきっかけに地域資源が持つ「稼ぐ力」を向上させることので

きる観光ゾーンの整備コンセプト及び平成の森公園リニューアル整備構想素案を開

発していきます。

3. 履行機関

令和元年 ８月１日から 令和２年３月18日まで

4. 実施体制

受託業者：凸版印刷株式会社

担当者：伊波 建之助/凸版印刷（株）情報コミュニケーション事業本部 第４営業本部第３部第４課 課長

小出 伸作 /凸版印刷（株）情報コミュニケーション事業本部 ビジネスイノベーション推進本部 課長

野澤 香央里 /凸版印刷（株）情報コミュニケーション事業本部 ビジネスイノベーション推進本部 主任
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本事業の目的と背景

5.業務実施方針

本業務の目的

川島町まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標に掲げる「地域産業の活性化と雇用の創出」「人を呼

び込む観光・交流の活性化」を加速化させるため、平成の森公園を中心に観光ゾーンを整備し、東京23

区を中心とした都内のファミリー層を誘引することのできる滞在交流型の観光地域づくりを推進します。

本業務では、その推進に向けて、ターゲットが共感する他地域と差別化された川島町の価値の抽出をもと

に、平成の森公園周辺及び観光農園等を一体的に整備し観光ゾーンとするためのコンセプトを開発します。

開発にあたっては、町民や生産者、民間企業など関係団体が参画していくことによって、町外へ川島町の

魅力を最大限に伝えていくとともに、これをきっかけに地域資源が持つ「稼ぐ力」を向上させることのできる観

光ゾーンの整備コンセプト及び平成の森公園リニューアル整備構想素案を開発していきます。

現状の課題把握

前年度までの取組において顕在化した下記課題の解決に重点を置き、本年度の施策を実施していきます。

平成30年度の施策アンケートから、町への訪問意向は「家族で」という回答が多い結果となりました。そ

の点からも、これまでのＫＪブランド戦略においては20-30代女性層をターゲットとしていましたが、首都

圏在住のファミリー層へのターゲットの見直しをおこなうことで、観光・地域資源の開発やＰＲが効率的か

つ効果的にできると考えられます。

今後は、ターゲットの詳細なセグメントをおこない、より具体的な消費ニーズ等をマーケティング調査によっ

てターゲットが共感する価値を抽出し、各施策に反映していくことが有効であると考えます。

平成30年度の物産展の消費者アンケートから、川島町の非認知度は高かったが、川島町の地域資源の

情報に触れた人々は「一度訪れたい」という意向が多い点からも、観光に対するポテンシャルはあると考え

られます。今後は、わざわざ足を運んで来た人が満足できる体験・消費、おもてなしができる観光・地域資

源の整備や開発が求められます。

その時の資源としては、農産物・特産品、郷土料理、自然などが考えられるが、いずれも点（一箇所）で

はなく、川島町といえば「○○」という、町内を面でとらえたコンセプトを打ち出し、他地域との差別化を図っ

ていくことが求められると考えます。

①他地域と差別化された観光コンテンツの整備

②ターゲットセグメントの見直しと価値の抽出
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実施業務

5.業務スケジュール

項目 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

施策(1)
観光ゾーン
化
コンセプト開
発

施策(2)
観光農園等
誘客プログ
ラム開発

施策(3)
会議出席
・運営支援

施策(4)
報告書作成

実施

報告
書

次年度の整備に関する準備・調整

第１回

会議出
席

第２回

会議
出席

第3回

会議出
席

マーケティング
調査

モニター
調査

プログラム開発

ワークショップ実
施

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

第
一
回

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

第
二
回

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

第
三
回

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

第
四
回

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

第
五
回

ウェブ
調査

モニター
調査

コンセプトワーク

誘客ストーリー・
ビジュアル作成

現況調査

施策提案書
作成

ターゲット調査
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実施事業報告
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本事業の目的と背景

事業の概要本業務の位置づけ

本業務においては、従来の取組から顕在化された課題を把握し、ターゲットに対して魅力的な川島町の価
値実現に向けた「観光ゾーン化コンセプト開発」及び「観光農園等誘客プログラム開発」を支援するとともに、
次年度以降の目的の達成のためのマイルストーンを見据えた現実的なプランを意識し、実施していきます。

・開発したコンセプトを基に整備の基本構想・計画のまとめ
・平成の森公園の観光ゾーン化へ向けた利用環境の検討
・体験型観光プログラムの開発
・近隣自治体と連携し、コンセプトに合致する周遊ルートの作成
・持続的な運営をおこなうための体制の構築

・体験型観光プログラムの開始によって、平成の森公園周辺や観光農園、貸農園を含めた観光ゾーン
にターゲットである都内のファミリー層を誘引
・作成した基本計画を基に、平成の森公園の施設整備設計を実施

他地域と差別化された
観光コンテンツの整備

ターゲットセグメントの見直しと
価値の抽出

・コンセプト開発に向けたプロセスの提案及び調査分析
・ターゲット調査／ワークショップの開催
・平成の森公園を中心とした観光ゾーンの
コンセプトワーク
・コンセプトビジュアルの作成
・平成の森公園リニューアル 整備構想素案の作成
・サウンディング調査実施要領の作成

・観光農園、貸農園のマーケティング調査
・川島町における観光農園、貸農園のニーズ調査
・観光農園、貸農園を活用したプログラムの作成

施策2:
観光農園等誘客プログラム開発

施策1:
平成の森公園周辺観光ゾーン化
コンセプト開発

次年度以降

「地域産業の活性化と雇用の創出」
「人を呼び込む観光・交流の活性化」実現に向けた加速化
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(1) 平成の森公園周辺観光ゾーン化コンセプト開発
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◆概要と目的

川島町の観光コンセプト開発にあたって

(1) 平成の森公園周辺観光ゾーン化コンセプト開発

町外からの来訪も多い「平成の森公園」を中心とし、町内の農園やそのほか地域資源を有
機的につなぐことで、町外からの来訪者に対し、点ではなく面で川島町の魅力に触れられ
る仕組みづくりに向けた、観光ゾーン化コンセプトの開発を推進する。

①観光ゾーン化コンセプト＝ターゲットを誘引する川島町の価値を定義する

事業推進のポイント

③次年度以降に向けた、現実的な整備素案への展開

次年度以降に着手が計画されている平成の森公園の整備に関し
て、観光ゾーンの統一コンセプトに基づき、ハードの整備や持
続的な運営方法について具体的にどのような検討をおこなう必
要があるか、都市公園整備の知見を持つスタッフとともに、次
年度に向けた調整をおこないます。

来訪者にとってどのような価値・体験を提供できるかを表す観
光ゾーン化コンセプトの開発を目指します。地域特性を生かし、
農園等の既存の地域資源を最大限に生かしながら、川島町が有
する様々な要素の地域資源に対し、ターゲット層が得られる価
値を明確に示し、来訪につなげ、且つ、地域資源が持つ「稼ぐ
力」を向上させることのできるコンセプト開発へと生かします。

②平成の森公園を中心に
町内全域を”観光ゾーン”として捉えコンセプトを開発

川島町のほぼ中央にある平成の森公園を中心に、町内各所にあ
る地域資源を点ではなく面となるように一連の体験として組み
合わせ、来訪者にとって魅力ある体験となるような、川島町の
観光コンセプトを開発します。

◆当初想定ターゲット

＜川島町の誘客ターゲットの仮説＞

東京23区在住のファミリー層
マイカー所有・小さい子供がいる
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川島町の観光コンセプト開発にあたって

(1) 平成の森公園周辺観光ゾーン化コンセプト開発

まちづくりや公共事業の豊富な実績を持つ有識者とともに本事業を推進。

片桐 徹也氏 （都市公園整備アドバイザー）／東洋大学大学院 経済学研究科 公民連携専攻 客員教授

1993年日本財団に入会。「日本財団図書館」の企画・開発、日本の公益活動を支えるプラット
フォーム事業「日本財団公益コミュニティサイト『CANPAN(カンパン)』」の企画・開発を経て、企業
連携による社会課題の解決に向けた事業づくりなどを担当、3.11以後は陸前高田市での「箱根
山テラス」や宮城県亘理町でのコミュニティ・カフェレストラン「いちごっこキッチン 散歩道」立ち上げな
どの多目的スペース等を活用した地域住民同士のコミュニティビルディングや被災地でのソーシャル
ビジネスづくりに関わる。経産省 地域新成長産業創出促進事業審査委員、内閣府「新しい公
共推進会議」情報開示・発信基盤に関するワーキング・グループ委員、G4マルチステークホルダー
委員会委員、サスティナビリティ／CSR検定委員会委員などを歴任。

町井 則雄氏 （チーフアドバイザー）／株式会社Sinka 代表取締役

日本大学理工学部交通土木工学科卒業。建設コンサルタントとして24年間、公共土木事業の
計画設計に関わる。東洋大学PPP大学院を修了後（修士（経済学））、１０年間にわたり、
日本におけるPPP事業に関わる人材教育に関わっている。専門は、公民連携（PPP）、地域づ
くり、再エネと地域経営。
おもな業務経歴は、愛知県・フレッシュパーク（尾張広域緑道）実施設計業務、岩手県紫波
町・PPP可能性調査（オガール紫波）、東京都町田市・市民参加型事業評価 有識者評価
人、東京都北区・指定管理者候補者選定委員。

大田 浩史氏（一級建築士）／ 所属：株式会社Sinka・株式会社デザインヌーブ・東京ピクニッククラブ

藤倉 潤一郎氏 （地域アドバイザー）/株式会社 地域協働推進機構

埼玉県出身。2007年4月、鶴ヶ島市協働政策幹に就任。 2008年11月、第三セクター方式
の非営利型まちづくり会社、地域協働推進機構の設立。コミュニティビジネス／ソーシャルビジネス
が生み出される環境を整備することで、地域住民等が連携・協力しながら課題を解決していく活
動をおこなう。

業務経歴：アーツ千代田3331立ち上げ・埼玉県「NEXT商店街プロジェクト」業務受託・所
沢市 地域未来塾「リビングラボ」立ち上げ

東京都出身。1993年 東京大学大学院研究科建築学専攻修士課程終了。1993〜1998
東京大学生産技術研究所助手・同キャンパス計画室助手を兼任。2000 デザインヌーブ
一級建築士事務所共同設立。東京大学国際都市再生センター特任研究員・東京大学生産
技術研究所講師・東京ピクニッククラブなどの活動も行う。

業務経歴：東京大学柏キャンパス・矢吹町第一区自治会館・福井市中央公園基本計画・熊
本県高森駅周辺開発基本計画
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◆コンセプト開発のプロセス

川島町の観光コンセプト開発にあたって

(1) 平成の森公園周辺観光ゾーン化コンセプト開発

本業務を遂行するにあたり、以下のようなプロセスで調査〜コンセプト開発を行った。

手段
ターゲットの価値観を

抽出・把握

①-1 日帰り実態調査

Web
調査 手段

町内観光
モニター調査

ターゲットの価値観を
検証・分析

①-2 ターゲット調査

比較

②観光コンセプトの骨子となる
ターゲットや観光資源の価値観などの戦略仮説の検討

手
段

調査に基づき導き出された仮設に基づき、既存の観光資源の現況

把握や課題・要望の抽出を目的として、町内関係者を対象とした

ワークショップを開催

③ワークショップ

関係団体との
ワークショップ（全５回）

手
段

調査、ワークショップの内容に基づき、川島町の観光に関する現

況について把握をしたうえで、コンセプト開発をすすめる

④現況と分析

調査とワークショップの
内容を分析

⑤ ターゲット価値観と川島町の現況を踏まえコンセプト策定
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◆調査目的

①-1 [調査]日帰り観光実態調査

(1) 平成の森公園周辺観光ゾーン化コンセプト開発

川島町観光モニターコンセプト開発に向けて、想定ターゲット層の日帰り観光実態や価値観を把握し、川
島町の誘客ターゲットの仮説検証を行う。

●対象者条件
・既婚者 末子が3才〜小学校中学年までの方
・東京、千葉、埼玉に在住の方
・車保有者
・３〜４か月に１回程度、
１時間程度の車移動を伴う、
日帰り旅行をする家族

●サンプル数：n=200
ー 男性：n=100／女性n=100
※末子年齢をできる限り均等に割付け

【実施後割付】
未就学児：n=69
小学校低学年（1・2年生）：n=65
小学校中学年（3・4年生）：n=66

・想定する基本属性の方々は、普段どのような価値観に基づき、どのような日帰り旅行をしているのか。
・想定する基本属性の方々が、現状の川島町の観光資源に対して どのような興味・関心を持っているか。
・想定する基本属性の方々の中で、どのような価値観を持った方を、川島町のターゲットとするべきか。

◆調査設計

日帰り旅行
定義

１時間程度の車移動を伴う、
宿泊を伴わない旅行

基本属性と
ターゲットの
使い分け

価値観＋

首都圏在住
末子年齢小学生低学年
車保有のファミリー等の

属性情報

基本属性

ターゲット

「旅先は子供基準で選ぶ」

「夕食はできるだけ旅先で」

等の価値観

価値観

◆調査項目

・往路：自宅を出る時間帯
・往路：目的地到着時間（車の移動時間）
・昼食の時間帯と場所
・昼食の内容
（郷土料理を食べる／チェーン店で食べる 等）
・復路：現地を出る時間帯
・復路：帰宅時間
・夕食の時間帯と場所
・夕食の内容（自宅で食べる／チェーン店で食べる 等）

【よく行く日帰り旅行のスケジュール把握】

・事前計画の有無
・目的地の決定方法
・目的地の検討・選択に利用するメディア
（雑誌・Web・口コミ 等）
・目的地を決める決定要因・優先事項・価値観
（気分／話題の場所／子供の賛同／子供への教育／
非日常体験／予算 等）

・日帰り旅行１日あたりの予算

【日帰り旅行の行動と価値観】

【川島町の観光資源に対する関心】

・体験できる資源への興味、体験意向

※本調査の詳細は別紙「日帰り観光に関する調査結果報告書」を参照
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◆調査結果より/抜粋

(1) 平成の森公園周辺観光ゾーン化コンセプト開発

ターゲット層の価値観

成長過程の子供の体力や知識に

役立てるような体験をする

・体を動かせる

・話題性がある

・子供の学びに役立つ

日帰り観光の実態

●1シーズンに1回程度実施（世帯年収が上がると頻度増加）

●目的地決定では「子供が楽しめる」「学び・体験」「1日中飽きない」を重視

●末子年齢が低いほど、体験系を重視。
「フルーツ狩り」「屋外アスレチック」「田んぼ、畑などでの農業体験など」
（世帯年収が上がるほど体験系重視）

●予算は平均17,800円/家族

●現地滞在時間は平均6時間30分

まとめと示唆

●ファミリー層の日帰り観光の許容移動時間からみて、川島町の立地は都心在住ファミリーにとって
十分許容範囲のエリアである。

●昼食は、目的地付近の飲食店を利用する人がほとんどで、「出発前にいくつか候補を決めておき、
当日の気分で決める」人が多かった。 また、子供中心ファミリーは、昼食をファミレス・フードコートなどの
チェーン店で選ぶ傾向が高かったことから、子供向けに量を調節した郷土料理や、郷土料理のお子様
セットのようなものを企画し、HPなどで訴求することで、 昼食の需要もあると考えられる。

●夕食は、「自宅付近の飲食店」や「自宅」で摂る人が半数を占め、目的地付近の飲食店を利用す
る人は3割に満たないため、夕飯の支出を川島町内で消費させるためには工夫が必要。

【B】家族中心ファミリー【A】 子供中心ファミリー

①-1 [調査]日帰り観光実態調査

その町でしか味わえないものを

存分に楽しめる

・文化財など歴史に触れることができる

・そこでしか食べられないものがある

・のんびり滞在できる

※本調査の詳細は別紙「日帰り観光に関する調査結果報告書」を参照
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◆調査目的

①-2 [調査]町内モニター調査

(1) 平成の森公園周辺観光ゾーン化コンセプト開発

※本調査の詳細は別紙「川島町観光モニター調査結果報告書」を参照

モニター調査は、計５世帯の家族によって実施する。調査実施後、個別ヒアリングにより行動内容、及び観
光地・川島町の過不足を把握。同時にどのような施設・サービスがあればまた行きたいと思えるか等のアイ
ディア出しもおこないます。

モニター条件

・マイカー所有
・東京都内〜さいたま市在住ファミリー
・小学校低学年の子供がいる

事前提供情報

■るるぶ川島町
■めぐーるかわじま
■ＫＪブランドサイト
他、インターネット検索等

Google Map 位置情報サービス
により移動ルートをトレース

実際のレシートや写真も収集

ルート条件

下記３か所＋自由に町内を観光する
・川島農産物直売所
・平成の森公園
・芳康いちじく園モニター
（いちじく狩り体験 1人1200円）

さいたま市在住・妻パート・車あり
長男小５・次男小１の４人家族

さいたま市ファミリー

釣り・さいたま水族館

旅先決め方

よく行く所

子供が楽しめる場所

東京都武蔵村山市在住・専業主婦・車あり
長男小２・次男乳児の４人家族

武蔵村山市ファミリー

アウトレット・アルゼンチン
公園・〇〇狩り 等

旅先決め方

よく行く所

子供が楽しめる場所

東京都調布市在住・共働き・車あり
長女小６・次女小３の４人家族

調布市ファミリー

登山

旅先決め方

よく行く所

家族が楽しめる場所

No.2 訪問日＝9月29日（日）晴れ No.3 訪問日＝9月29日（日）晴れNo.１ 訪問日＝10月5日（土）晴れ

東京都中野区在住・共働き・車あり
長女小３・次女幼稚園の４人家族

中野区ファミリー

千葉県館山

旅先決め方

よく行く所

子供が楽しめる場所

東京都杉並区在住・共働き・車あり
長男小２・次女保育園の４人家族

杉並区ファミリー

堤防釣り・水族館等

旅先決め方

よく行く所

子供が楽しめる場所

No.4 訪問日＝10月5日（土）晴れ No.5 訪問日＝10月6日（日）雨のち晴れ

＜参加したファミリー（５家族）＞
各ファミリーごとに、自由に町内を観光してもらった。



川島町観光ゾーン創出事業支援業務 実施報告書

13

◆調査結果より/抜粋

(1) 平成の森公園周辺観光ゾーン化コンセプト開発

①-2 [調査]町内モニター調査

参加ファ
ミリー

滞在時間

評価 町内
出費額
合計全体

平成
公園

いち
じく

直売 昼食

No.1
6時間
45分

4.0 3.0 4.0 4.0 5.0 9,452円

No.2
6時間
45分

3.2 3.5 4.0 3.0 3.0 9,718円

No.3
4時間
45分

3.5 2.0 5.0 3.0 3.0 7,728円

No.4
4時間
30分

3.0 2.5 3.0 3.5 4.5 10,954円

No.5
4時間
30分

4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 9,002円

●平均町内支出金額 9,370円/家族
●平均町内滞在時間 5時間23分

主
な
訪
問
先

必須訪問先：平成の森公園・JA川島農産物直売所・芳康いちじく園

食事 ：庄司・中華そば四つ葉・だるまや・久兵衛

買い物 ：カインズホーム・100円ショップ

アクティビティ ：鳥羽井沼・川島釣り堀・遠山記念館

自然 ：彼岸花群生地・白鳥飛来地・富士山ビュースポット・コスモス畑

※本調査の詳細は別紙「川島町観光モニター調査結果報告書」を参照


