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◆調査結果より考察

(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

①平成の森公園

②いちじく狩り体験

2-3歳の子供向けの公園

●現状、2-3歳の子（あるいは小学校低学年以下）であれば遊具でしばらく遊ぶことができるが、これより大きくなる
ともっと大型のアスレチックや、野球・サッカーなどボール遊びなどができる場所が必要。
●芝のグラウンドはスポーツ専用に見えるため子連れファミリーが入って遊んで良いのか分からなく、他のエリアから人が
来ることを想定された作りとは言い難い。
●水遊びをする子供もいたが、もっと激しく水遊びができる公園は他にも多く、物足りないとの声があった。 「『川島』だ
から川遊びをすると思っていた」という水遊びへの期待があった。
●日帰り旅行の中心的な存在として公園を活用するならば、5-6時間の町内滞在のうち、この公園でどのように何時
間ぐらい過ごして欲しいかも考慮したコンセプトや整備が必要である。

休憩場所が少なく、親は疲れやすい
●親は都心から1時間程度の運転を経て到着するので「疲れ」があるため、公園内に日陰や荷物を置く場所、座る場所が必要。
●休憩がてら、軽食や飲み物が買える場所や、持ち込んだものを食べられる場所のニーズも多い。
●遊んでいる子供が目の届く範囲の休憩等が出来る施設は、利用者ニーズと、公園の収益面も含め必須と考えられる。
●暇な時間に、周辺の情報収集したいという要望も多かった。

●併設されている釣り堀に興味を持ったファミリーが多かったが、子供がいることを理由に利用を断られたケースも見られた。
（常連客やファミリーに対する配慮だと思われるが、HPでは子供料金も表記している。）
●駐車場周辺や敷地内に繁殖した猫が多く、食べ物を扱う所としてはやや不衛生さを気にするファミリーもいた。
●町外から観光客を呼ぶのであれば、上記の改善が必要。それには事業者側の観光・サービス業としての意識の変化が必要となる。

●他のフルーツ狩りと比べ、いちじく狩りが体験出来る農園は、関東近郊では競合が少ない。よって今回のモニター
ファミリーは、いずれもいちじく狩りは初体験であった。
●いずれのファミリーも体験に満足したが、収穫の説明を受けてから収穫が終わるまで10分程度しか時間がかから
なかった人もいたため、やや体験感が少なくなってしまった。
●いちじく狩りの料金設定1人5個1200円（アイス付き）という価格も、お得なのか分かりにくかった。
●いちごやぶどうなどの果実のように食べ放題にする果実ではないため、価格に対して滞在時間と体験内容を、価
値を感じられるものに設定することが、満足度を向上させるために必須である。

「狩り」だけでは体験感が少ない

サービスとして、観光客への対応が必須

●近隣住民のための直売所であることから、川島町の観光情報や特産品のアピールが強く出ている訳ではない。
●道の駅のように外から人を立ち寄らせるには、インターチェンジから誘導するサインを充実させる必要がある。
●ファミリー層が川島に来て、帰りがけに買い物をするシーンにおいては、帰宅後食べられる夕飯の惣菜を買うニー
ズがあった（現状は、夕方あまりのような商品が並んでいなかった）

③川島農産物直売所

●親族・知人へのお土産購入を含め、川島町のものを買って帰れる場であることから、
川島町の貴重な宣伝の場として活用していくことが望ましい。

●観光でその土地に行くからには、せっかくなので名物や、郷土料理等を食べたいという意向がどの家庭からも上
がった。
●子供が食べられるものか、子連れで行きやすいかどうかが重要。→川島町は小さい子供も好きなうどん屋・座
敷ありの店などが多いため、その点では昼食の評価が高かった。
●食べ歩きニーズを満たすようなちょっとした軽食（お菓子、アイス、パン、コーヒー等ドリンクなど）を買う場所が
ほとんどなかった。→公園や直売所などにそういった軽食販売機能があると、より食における町での満足度や消費
が高まる。

④飲食店

※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
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◆調査結果より考察

(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

まとめと示唆

◆都心から1時間程度のアクセスながら、広がる田園風景を高く評価
日帰りで気軽に訪れやすい距離感であり、それでいて都心とは違った風景で非日常感を得られる。

◆いわゆる旅行感・観光感の薄さ
シンボリックな建造物・町並みや、風景（滝や海など）とも異なる川島町の特性ともいえる。

→従来の、あるいは他のエリアのような「一般的な観光」は、川島町に適していないと考えられる。
【おでかけ以上、日帰り旅行未満なエリア】が、川島町にはふさわしい。

◆夕食の出費まで川島町で期待するのは難しい
どのファミリーも夕食は自宅or地元で外食を前提としており、飲食店での夕食の出費まで川島町で期待するのは
難しい。

→さらに町内での消費を生み出すには
①夕食用の惣菜を川島町内で購入してもらう。
帰宅後、自宅で手軽に食べられる夕飯用惣菜の需要が高い。これには、川島農産物直売所の役割が大きい。

②美味しい朝食をフックに朝から来てもらう。
休日の朝にちょっとリッチな美味しい朝食への期待が高かった。平成の森公園内で、地元産食材の美味しい朝食
が食べられる場所ができれば、川島町の都心からの「近さ」という利点を活用したアイディアになりうる。

◆いずれのモニターも4人家族で1万円程度のお金しか川島町に落としていない。
高速・ガソリン代を考慮しても、日帰り旅行実態調査の結果である平均17,800円に遠く及ばない結果となっ
た。

◆ファミリーにとってお金をつかう対象となる高い価値を提供する「モノ」「コト」が必要である。

→サービス・価値の提供を行う各事業者の「意識の変化」も必要。外から人を呼びたい！という町全体とし
ての機運を高めることが求められる。

日帰り観光調査の結果からも、目的地として選ばれるためには「子供が楽しめる場所」であるか
「家族が楽しめる場所」であることが重要。
●子供が楽しめる体験、家族の日帰り観光の「目的」となるコンテンツ
→「●●をしに川島町に行く」
●成長する子供を飽きさせない工夫
→季節ごと、年齢ごとの楽しみ方があることによって、来訪リピートにつなげる
●子供を連れて来る親に対する癒し
→子供が遊んでいる間、親は安心して休んでいて良いという「時間」

川島へのアクセスと旅行感

町内での消費額

食事

※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
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◆誘客ターゲット

② 仮説検証

(1) 平成の森公園周辺観光ゾーン化コンセプト開発

東京23区在住のファミリー層（当初想定）川島町の誘客ターゲットの仮設

調査結果から考察される、川島町の誘客ターゲット像について

居住地エリア

家族構成 / 子供の年齢 日帰り観光における価値観

【距離≒移動時間】川島町から片道1時間程度の都市部
東京都内に限らず、埼玉県内も含め移動時間が１時間程度の都市部エリア。
＊日帰り観光の移動時間として、ファミリー層の許容時間は半数が1時間以上2時間未満、8割以上
が3時間までの移動を許容範囲としている。
＊さいたま市の世帯年収は都内同等水準（一部区内よりも平均世帯年収の高い）であり、かつ、マ
イカー所有率が都内よりも高いため川島町へ来訪しやすいと考えられる

子供の年齢が、幼稚園年少

～小学校低学年程度のファミリー

●子供が楽しめることを中心に体験重視で行き先を選ぶ

●体験コンテンツへの参加意向が高い

●自然・田舎・農業・食などのコンテンツへの関心が高い

●子供の多様な学びにつながる経験をさせたい

①関越＋外環でアクセスしやすいエリア
：練馬区・中野区・杉並区・・・

②圏央道でアクセスしやすいエリア
：東村山市・さいたま市・・・・・

埼玉 0.970台/世帯当たり

東京 0.432台/世帯当たり

参考）マイカー所有率

参考）年収別分布
＊東京・千葉・埼玉で大きな違いはない
＊区市町村単位での

＊観光ゾーン創出事業/日帰り観光実態調査より

●川島町から片道1時間以内の距離にある、東京都～埼玉県内在住（マイカー所有）

●幼稚園～小学校低学年の子供がいる、子育て世代ファミリー

●成長過程の子供の体力や知識に役立てるような体験を求める

誘客ターゲット人物モデル

川島町町内でて体験できるンテンツについては、
モニターの満足度からも上記年齢層の子供の満
足につながると考えられる。
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② 仮説検証

(1) 平成の森公園周辺観光ゾーン化コンセプト開発

◆ターゲット調査、モニター調査より仮説の検証

調査結果から、ターゲットが求める観光ニーズと川島町で提供しうる観光価値の差分を検証
した。

項目
ターゲット調査

日帰り観光に関するウェブ調査結果より

モニター調査

川島町 現地観光モニター調査結果より

定
量

消費額
平均支出金額

17,800円/家族
平均町内支出金額

9,370円/家族

滞在
時間

平均現地滞在時間

６時間30分
平均町内滞在時間

5時間23分

定
性

価値

＜求める価値＞

①子供が楽しめることを中心に

体験重視で行き先を選ぶ

②自然・田舎・農業・食などの

コンテンツへの関心が高い

④子供の多様な学びにつながる

経験をさせたい

＜川島町が提供しうる価値＞

川島町は想定ターゲットが「日帰り観光に求める価値」を提供する可能性を有しているにもかかわらず

観光商品として磨き上げられていないため、町内での消費額や滞在時間にギャップが生じている。

既存資源を生かしながら、ターゲットニーズを満たし、

消費を促す観光価値の創出が必要

フルーツ狩りなどの収穫体験や、釣りなど

子供が楽しむことのできる体験がある

都心から１時間程度の距離でこれらの

「田舎」的コンテンツが充実している

都心で日常的にできない田舎ならではの

体験ができる環境にあるが、観光資源として

磨き上げ・整備が行われていない

（自然は多くあるが手つかずである）
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◆概要

③ 観光ゾーン創出事業 ワークショップ

(1) 平成の森公園周辺観光ゾーン化コンセプト開発

既存の観光資源の現況把握や課題・要望の抽出及び各関係団体との関係構築を目的として、町内関
係者を対象としたワークショップを開催。町内での観光プログラムの検討や、平成の森公園の活用の方向性
などの具体的なアイディアについて議論を行った。

会場

対象者

川島町役場会議室等

川島町の観光化推進に向け、町が必要と判断した町内事業者・団体、町職員など

・既存観光資源の現況のヒアリング
・課題・要望の抽出
・次年度以降を見据えた予備調査及び関係構築（持続的な公園運営に必要な協力）

目的

第一回 第二回 第三回 第四回 第五回

開催日 9月13日 9月30日 11月7日 11月29日 2月6日

参加人数 10名 13名 14名 12名 12名

次年度に向けた予備調査

モニター
（検証）

日帰り
観光調査

現況調査

第１回
川島町の観光をテーマに、ニーズ・課
題・要望等の洗い出しをおこなう

第２回
平成の森公園利用者の視点で公園のニー
ズ・課題・要望等の洗い出しをおこなう

第３回
観光ゾーンの在り方に対する意識共有及び
具体的な施策案についてディスカッション

既存観光資源の現況のヒアリング

課題・要望の抽出

調査結果等を基にした
観光ゾーン化コンセプト策定

第５回
これまでのフィードバックをおこなう
と共に、理想的状態の共有とまとめ

コンセプト策定に向けた意見・アイデア出し

第４回
コンセプト素案や、企画案についてのヒアリ
ング及び具体的なアイディア出し

◆全５回の検討内容

◆開催実績
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◆川島町の観光資源の現況

④ 現況及び分析

(1) 平成の森公園周辺観光ゾーン化コンセプト開発

川島町全体の観光に関する現況

①川島町観光人口の推移（入れ込み客数）

H27年度/ 412,554人

H28年度/  427,902人

H29年度/  445,863人
*平成の森公園/遠山記念館/農産物直売所/かわじま春祭り/

農業商工祭/イルミネーションの入れ込み客数合計数

③観光客向け交通の整備

●サイクリスト向け自転車スタンドを

町内の飲食店に設置

★入れ込み客数については近年増加傾向にある。

②主な町外来訪のあるイベント

●バラの小径まつり（5月）

●かわじまるしぇ（毎月第三日曜）

●農業商工祭（11月23日）

●バスティバル（11月23日）

●クリテリウム大会（1-2月）

平成の森公園 利用状況

②利用客層

・川島町住民

・近隣市町村の住民

・スポーツ団体

（近隣学校、サッカー団体、スポ小など）

川島町の観光客向け情報発信等

＜情報発信＞

●KJブランドサイト（ウェブ） ●るるぶ川島（配布場所：役場/イベント時）

●めぐーる川島（配布場所：役場/町内飲食店など）

＜案内所＞

●観光案内所は無し、直売所・平成の森公園で一部配布物あり

①公園利用者数（イベントを除く）

H27年度/ 109,971人

H28年度/    87,016人

H29年度/  124,349人

③主な公園内の機能

駐車場・管理室・トイレ・自動販売機（飲料）・

ベンチ・授乳室/おむつ台・アスレチック・大型遊具・

グラウンド・池・季節の花・和舟展示

＊ワークショップ・モニター調査・ヒアリング等から抽出

その他、観光協会など町外からの誘客をけん引する組織・団体等がなく、

来訪者向けのイベントなどのソフト事業も現状は町や商工会などが中心に行っている。
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◆川島町の観光資源の現況

④ 現況及び分析

(1) 平成の森公園周辺観光ゾーン化コンセプト開発

＊ワークショップ・モニター調査・ヒアリング等から抽出

川島町の観光に関する、主要な既存資源の抽出と分類 ＊緑文字→平成の森公園内〜隣接のもの

＜見学＞

●遠山記念館

●笛木醤油/金笛しょうゆパーク

＜アクティビティ＞

●ﾎﾝﾀﾞｴｱﾎﾟｰﾄ（スカイダイビング・セスナ等）

●川島釣り堀 ●鳥羽井沼釣り堀 ●フィッシングフィールド川越

●和舟 ●サイクリング

●いちご狩り観光農園 ●ブルーベリー狩り観光農園

●田植え/稲刈り ●貸農園

体験

食

＜飲食店＞

●中華そば 四つ葉

●手打ちうどん 庄司

●金笛しょうゆパーク

●そうま

●泉の里

●あぢとみ食堂

●だるまや

●スマイルカフェ

●チムニー

●アスタリスク

●カフェけやき

●自家製パンOHNO

●ベーカリーTOA

自然・景観・場所

＜通年＞

●平成の森公園

●荒川ビオトープ

●田園風景

●四方を囲む川

●富士山ビュースポット

●広い空

●鳥羽井沼

●サイクリングロード

＜食＞

●すったて（郷土料理）

●呉汁（郷土料理）

●米（川越藩のお蔵米）

●いちご

●いちじく

●大粒ブルーベリー

●野菜

●鶏卵（トップラン）

●せんべい

●味噌

●醤油

＜季節ごと＞

●白鳥飛来地

●コミミズク

●桜

●菜の花畑

●バラのトンネル

●しょうぶ

●ひまわり畑

●古代ハス

●彼岸花群生地

●コスモス畑

＜ショッピング＞

●川島農産物直売所（JA）

●カインズスーパーモール川島

●各種農産物等の直売（野菜、果実、卵等）
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◆観光資源の整理と狙うポジショニング

(1) 平成の森公園周辺観光ゾーン化コンセプト開発

生活導線にある
サードプレイスになる

セスナ飛行

遠山記念館

醤油蔵見学
マルシェ

ＢＢＱ

白鳥 季節の花

ピクニック

釣り

直売所で買い物

バラ

スカイダイビング

イングリッシュガーデン
いちご狩り

貸農園

温泉・足湯
気球

和船体験

飲食店

サイクリングロード

富士山ビュースポット

ブルーベリー狩り

野菜

星空

収益性/高

集客力の強いコンテンツ

公園の機能として
必要な要素

田園風景(原風景的要素)

ホームセンター

ドローン特区

※赤文字は現時点では存在しないもの

リピート性/高

収益性/低

リピート性/低

娯楽サービスの例
●体験型コンテンツの参加 ●舞台鑑賞・スポーツ観戦
●美術館・博物館見学 ●スキー・ゴルフ etc…

観光客の消費支出割合（日本国内）

＜参考＞2018年/観光庁データ

観光業における消費支出に占める割合が高いのは宿泊費であるが、川

島町は宿泊施設・宿泊を伴う観光コンテンツが無いため、宿泊費の獲得

は取り組むべきテーマとして優先度は低い。

首都圏からのアクセスが良いという地理的条件からも、日帰り観光地と

して気軽に繰り返し行けるという強みを生かすことを優先すべきである。

川島町の代表的な観光資源を「収益性」と「リピート性」の二軸で分けて分類をし、集客力の高さを加

味したものが下図である。「サードプレイス型観光資源」の開発の方向性として、右上の各資源の価値を

高めていくことも重要ではあるが、川島町らしさを考慮した場合、左下・右下に点在する、収益性は低い

が集客力の高い自然資産の価値を高める、または、収益性の高いコンテンツと掛け算するなどにより収

益性の見込める事業として開発することが望ましい。

◆観光消費獲得の方向性

川島町は立地条件から、宿泊を伴わない「日帰り観光」を強みとしていることから、

気軽に何回も立ち寄ることができる（もう一つの日常＝サードプレイス）観光スポットとして

「コト消費」を中心とした観光地のポジショニングを狙うことが望ましい。

これは「サードプレイス型観光地」として、その魅力を高めていくこととほぼ同義である。

④ 現況及び分析
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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

②観光コンセプト

他の観光地域との差別化を図り、川島町が独自の観光価値を創り出していく上で必要な要素を、
分析した結果を踏まえ、高い価値を創出できる領域を下記の三つの領域に設定した。

首都圏からのアクセスの良さがありながら、関東平野の雄大さ

を感じることができる多くの自然が残されたエリアであることは大

きな強み。

このような日本の原風景である「里地里山」を、首都圏エリア

内での競争優位性を生む土壌として活用することが観光コンセ

プトの柱として重要。

川島町の新鮮な農作物を活用した観光資源開発は、フルーツ

狩り・野菜収穫などの農業体験や貸し農園の利用など、多く

の可能性がある。しかし農作物を活用した「食」の観光資源は、

現状、目玉となるようなコンテンツが少ないため、民間との協働

により充実させていくことが必要。

「自然・場所」および「食」を活用して川島町の魅力を高め、他地

域と差別化を図っていくには、それぞれ単体で魅力化するだけで

なく、これらをつなぎ「体験」という時間的価値に変換していくこと

が重要。また、川島町への来訪者がどのエリアから何を求めて川

島町へ来訪するのか、をあらためて定義する必要がある。

自然

食

体験

◆観光コンセプトの考え方
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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

②川島町 観光コンセプト

川の向こうに広がる原風景

サードプレイス型日帰り観光エリア

◆観光コンセプト

東京・さいたま市・川越市などの多くの人口を持つ首都圏エリアにありながら、

川に囲まれ、日本の原風景をイメージさせる里地里山を中心とした

多くの美しい自然が残っている川島町。その自然を求めて、

ふと｢帰りたい町」として、足を運んでもらえるだけの価値を持っています。

都心に住む子育て世代のファミリーにとって、川島町の自然は、

子ども達にとっては大きな学び舎であり、大人にとっては日々

流れる時間の感覚をゆるやかにし、やすらぐことのできる場所です。

日帰りで手軽に行ける「もう１つの日常」として、リピート性の高い

「サードプレイス型観光エリア」の魅力を訴求します。

川島町に住む町民にとってのシビックプライド(※)となる要素の一つとして、多くの人口を持つ東京都
心やさいたま市、川越市などのメガロポリス圏内にありながら、川の内側に多くの美しい里地里山を中
心とした自然が残っていることが挙げられます。川島町は、その自然を求めて首都圏から足を運んでも
らえるだけの価値を持っている地域といえます。そのようなファミリー層に、いわゆる一般的な「観光」とし
ての価値ではなく、もう１つの日常として、近隣地域から繰り返し訪れていただけるようなサードプレイス
としての価値を提供していくことを川島町の観光コンセプトとします。

※シビックプライド = ｢シビック(都市の/住民の)｣には、権利と義務を持ってその地域で活動する主
体としての住民性、という意味があることから、｢郷土愛｣という地域に対する愛着の意味だけでなく、
自分自身が関わることで地域を良くしていこうとする、当事者意識に基づく自負心などを含めた表現
の言葉として日本でも認知が進んでいる。

川島町の観光開発の方向性として、コンセプトを下記のように開発した。

※今後、具体的に推進していく団体と連携しで町外ターゲットに向けたキャッチコピー等を開発していく予定。
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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

②観光コンセプト

◆コンセプトイメージ

日本の原風景を残す川島町の自然、それは、子ども達にとって大きな学び舎。

町内に多数ある農園でのフルーツ・米・野菜収穫などの農業体験や

広い空、川など豊かな自然の中で体験できる様々なアクティビティを通じて、

自然との一体感を、親子で一緒に感じることができます。
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(2)平成の森公園リニューアル整備構想

①平成の森公園リニューアル整備の考え方

1：平成の森公園と周辺公共施設の一帯活用

平成の森公園は役場庁舎・図書館・コミュニティセンターや町民会館やスポーツ関連施設等の町民が日
常的に訪れる公共施設に隣接する、という特徴をもっている。利用者数は公園の来園者数同等であること
から、町外からの来訪者だけでなく町民にとってもより訪れたくなる公園にすることで賑わいを生み出し、公園
の価値の向上につながる視点を含めてリニューアルを行う。

2：観光拠点としてのハブ機能

川島町町内の観光資源は点在していることから、面での展開が現状行えていない。町内で体験できる
様々なプログラムや観光地を面でつなぐためにはハブ機能となる拠点が不可欠である。そこで、公園のリニュー
アル整備に際し、観光拠点として必要な機能を持たせることを考慮する。

観光
資源

体験
農場

直売
所

文化
財

飲食
店

自然

平成の公園
【観光拠点】

・観光案内
・大型駐車場
・特産品販売
・体験受付
・地産レストラン

図書館

川島町役場

町民会館

コミュニティセンター

駐車場

武道館

体育館

公共施設全体

10万人
年間利用者数合計

平成の森公園

11.2万人
年間利用者数

保育園

病院

ATM

グラウンド

テニスコート
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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

◆平成の森公園リニューアルコンセプト

町民の日常的な利用はもちろん、町外から訪れる人をおもてなしする「拠点」として、

賑わいを生むことで収益を確保し、自立した運営による持続可能な公園とする

公園へ訪れる人が皆、安全に快適に過ごすことができ、

子どもからシニア、障がいの有無などに関わらず、

それぞれに自分にとって大切な時間を過ごせる公園として、

町民が協働し、自分たちで育てていく公園へ

③平成の森公園リニューアル整備構想
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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

③平成の森公園整備構想

◆平成の森公園リニューアルコンセプトイメージ（活用アイディア）

自由に幅広く活用できる
広々とした芝生広場

新鮮野菜のBBQや
新米の羽釜焚き体験

川島町を象徴するエリアを表現

リピーターとして来訪したくなる仕掛け

多様な使い方に対応できるフリーエリアの確保

利用者の年齢や来訪理由にフィット

ユニバーサルデザインの確保

収益を生む観光拠点化

隣接公共施設との一体利用

◆平成の森公園リニューアル整備のポイント


