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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）

星空観測・ホタル観賞など
夜も自然を満喫

町内で収穫したものを
調理して楽しむ

町内の様々な情報が得られる
インフォメーションセンター



川島町観光ゾーン創出事業支援業務 実施報告書

29

(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）

大人が四季を満喫できる
ガーデニングエリア

子供が思いっきり遊べる
大型アスレチック

公園のメインストリート
賑わいのあるプロムナード



川島町観光ゾーン創出事業支援業務 実施報告書(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整備イメージ図

◆平成の森公園リニューアル整備ゾーニング図

●リニューアル整備概算総工事費概算

¥1,540,000,000（税込み）

30
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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

①川島町を象徴するエリアであることを体感できる視覚的仕掛け

[川や空など、川島町の特徴である広く豊かな自然をイメージできるゾーニング]

②目的を持ち、リピーターとして来訪したくなる仕掛け

[マルシェ・バーベキュー・サイクリング等]

③各種イベント等、多様な使い方に対応できる複層的利用を想定したフリーエリアの確保

[駐車場からの導線・道幅・コミュニティゾーン等]

④利用者の年齢や来訪理由にフィットするゾーニング

[子どもと大人のエリアを分ける等]

⑤多様な来訪者を想定したユニバーサルデザイン性の確保と設備改修

[駐車場・通路・トイレ・休憩所等]

⑥マルシェなど人が集い、収益も生むことができる観光拠点

[プロムナードの整備・車両対応舗装・利用条件の緩和等]

⑦川島町役場庁舎、図書館、コミュニティセンター・町民会館等との一体利用

[公園利用客に匹敵する10万人の施設利用町民の誘導]

◆平成の森公園リニューアル整備のポイント

◆平成の森公園リニューアル整備イメージ図
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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整備ゾーニング図

◆リニューアル整備概算

上記のリニューアル想定で整備費用を算出した。

平成の森公園リニューアル整備 総工事費概算 / ¥1,540,000,000（税込み）

＊工事費/土木・造園設計費/建築設計費の合計概算金額となります。

＊詳細/想定条件等は概算見積書を参照

平成の森公園の活用アイディアや、公共施設との一帯利用の考えに基づき、まちの賑わいの拠点となるメ

インストリート＝プロムナードを設け、プロムナード周辺に主要な施設／機能等を配置する。グラウンドは

広々とした芝生広場として自由に使える空間へ。観光利用促進を活性化するゾーン、子供たちが思いっ

きりあそべるゾーンなど公園内で利用者ごとに過ごし方を明確に分けて各エリアを配置した。
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③平成の森公園リニューアル整備手法の検討

◆公民連携に関するセミナーの開催

◆日時・場所
日 時 令和元年10月1日（火） ①10:30〜12:00 ②13:30〜15:00
会 場 川島町役場 ２階 大会議室

◆参加人数
川島町職員・・・合計８１名

◆講師
町井氏・片桐氏（本事業のアドバイザー）

◆内容

・ＰＰＰ／ＰＦＩの概要説明
・導入事例、近年の動向説明 ・施策の紹介

今後の平成の森公園リニューアルに向けた参考事例の視察を実施。PFI方式で整備・運営が行われた
全国初の都市公園であり、農業体験なども行っているソレイユの丘にて、施設全体の視察および、施設の
運営・維持管理について現況や課題、管理手法などのスキームについてヒアリングを実施。

◆日時・場所
日 時 令和元年12月16日（月） 10:30〜14:00
場所 「長井海の手公園・ソレイユの丘」
神奈川県横須賀市長井４丁目

◆参加人数
川島町職員６名＋凸版印刷 ４名

◆訪問先
指定管理者：長井海の手公園パートナーズ ＊代表企業：西武造園株式会社

◆PFIを活用した都市公園の視察の実施

職員へ公民連携に関する基本的な制度や川島町で導入した際の想定効果等について学び、今後予定
している観光ゾーン創出・平成の森公園整備において検討が必要な各種制度に関わる知識習得を行った。

◆公民連携の検討/東洋大学サウンディング・ゼロへの参加

今後の平成の森公園リニューアルにおける公民連携の具体的な検討として、東洋大学が開催している
「PPP/PFIのサウンディング・ゼロ」に参加し、現在の検討内容について公民連携の専門家から具体的な課題
の指摘・アドバイスを受けた。今後、実施を計画しているサウンディング調査の設計に生かす。

◆日時・場所
日 時 令和２年３月１０日（火） 16:00〜17:10
場所 東洋大学 大手町サテライト

◆参加者 根本先生：東洋大学 経済学研究科公民連携専攻教授。PPP研究センター長。
ほか、リサーチパートナー２名

川島町職員３名＋凸版印刷 ２名＋町井氏・片桐氏

平成の森公園を、観光回遊の拠点にしていくためのリニューアル整備手法を検討。川島町

の中長期財政計画を踏まえ、PPP/PFIの導入検討をおこなった。公園周辺は公共施設

が集約されているため、エリア全体を活用する方法も今後検討する。

(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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③平成の森公園リニューアル整備手法の検討

＜有識者からの助言＞

官民連携の構想に対して、東洋大学 根本教授、他官民連携の有識者より下記の助
言を得た。

●よく整備されている公園だが、公共事業として将来的に維持管理を継続するのは厳しい。

●公園のリニューアルの目的、官民連携の目的を明確にすべき。

●目的は観光機能の強化か、まちづくりの視点でのリニューアルか明確にするべき。

●だれがどうやって使う公園なのかを明確にするべき。

●「誰にでも」「どこからでも」「どんな利用方法でも」が施設活用で行政が失敗する要因。

●既存施設の活用については、小中学校との共同利用なども考えられる。

●サウンディング調査は何回もやるべきではない。スピード感を持って事業を推進したい民間

企業の熱が冷めてしまう。

●「何にもできない、決断できない自治体」のレッテルを貼られてしまうと、民間企業は入って

こなくなる。１度の調査で連携する企業を決めるつもりでやるべきである。

◎単に公園の観光拠点化だけではなく、中長期的なまちづくりの

視点を持つべき。

◎稼働率の低い既存施設も始め、他の公共施設も含めたエリア一帯

のリニューアルを行うことが重要。

◎目的設定・仮設立案を行い、具体的な将来像を定めること。

(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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③平成の森公園リニューアル整備手法の検討

手順 内容

STEP １
平成の森公園リニューアル整備の考え方決定（上記検討事項①②）

＊リニューアルの方向性や、公民連携の目的の決定

STEP ２ サウンディング調査 実施の判断

STEP ３ エリア活用の仮説立案（上記検討事項③）

STEP 4 関係機関との調整

STEP 5 サウンディング調査公示

STEP 6 サウンディング調査説明会実施

STEP ７ サウンディングの実施（目標２０社）

STEP ８
サウンディングの結果とりまとめ
＊得られた民間団体からのアイディアをもと、町として今後のリニューアル整備の方
針・スケジュール等を固める

STEP 9
以降

・平成の森公園リニューアル整備の基本計画作成
・以降、具体的な公示内容作成→公示

公民連携導入の検討結果より、民間のノウハウ・資本を投入することで公共空間としてより価値を高め

ながら、持続的な運営が可能な状態を目指す。そのために、町として今後下記の事項について検討を行い、

方針を固めたうえで本事業の推進を行う。

◆今後の推進手順とスケジュール

◆検討事項

①平成の森公園リニューアル整備の考え方を明確にする

町としての平成の森公園のリニューアルの目的、公共施設エリアの将来像を明確に設定する。

②公民連携の目的を明確に位置付ける

公民連携をどのレベルで目指すか（公園の維持管理費をペイできる程度か、さらなる収益を生み出すこと

を目標とするか、等）を定め、目的を明確化する。

③エリア活用の仮設立案

公共施設エリアの活用シーンの仮説を立案し、その仮説を実現するためには、どのような民間企業に、どの

ような提案をしてもらいたいかかリストアップする。また、条例等の改正も視野に入れ、民間事業者の事業

活動を町がどこまで認めるか検討する。

(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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③平成の森公園リニューアル整備手法の検討

◆サウンディング調査実施要綱案の作成

※合計17ページ

今年度事業の経緯を踏まえ、次年度以降に実施予定のサウンディング調査実施要項文案を作成。

今後の川島町観光コンセプト推進体制の検討

◆まちづくり組織の設立に向けた勉強会の実施

今後の川島町観光コンセプトの推進体制についての具体的な検討として、推進をする団体の検討をおこ
なった。観光コンセプトの推進に加え、まちづくり機能等、その団体に求められる役割や機能を整理し、有識
者より、推進団体の手法やパターン、事例等の解説。また、町内の関係団体・民間の状況を踏まえ、どのよ
うな団体設立が望ましいか検討をおこなった。

◆日時・場所
日 時 令和２年３月１９日（木） 14:00〜16:00
場所 川島町役場

◆参加者
川島町職員８名＋凸版印刷 ４名＋町井氏・藤倉氏

◆内容
①今年度事業を通じて得られた、
川島町の課題や不足している機能について
②①の推進をおこなう「まちづくり団体」のパターン・手法について解説

次年度に向けた観光推進の主体組織設立に向けた勉強会を開催。

(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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(2)観光農園等誘客プログラム開発
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◆概要と目的

観光農園等誘客プログラム開発にあたって

(2)観光農園等誘客プログラム開発

川島町の観光推進にあたり、観光農園や貸農園の市場動向・ターゲットニーズを把握した
うえで、観光資源としての町内の農園の活用と、平成の森公園のリニューアルにあたって
新設すべきかの検討を行う。

◆事業推進プロセス

株式会社マイファーム（農地活用アドバイザー）

マイファームは、「自産自消」＝「自分でつくって自分で食べる」ことのできる社会を目指して、体験
農園や農業学校の運営、農産物の生産、流通販売事業等に取り組む企業。全国で野菜づくり
を楽しむ人を増やし、農産物を自然まるごと食すことの感動を伝え、自然と共に生きる「農業者」
を応援することで、人と自然が近しく、互いに育み合う未来の実現を目指す。

調
査
・
分
析

手段

1.想定ターゲットによる
現地視察モニター調査
2.ターゲット調査

ターゲットニーズと

顕在化された課題の把握

手段観光農園、貸農園に関する
市場動向およびマーケットの把握

①マーケティング調査

観
光
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
発

1.市場動向調査
2.マーケット調査

手段手段

農園を活用した
体験型プログラムの作成
及び、施策提案書の作成

町内農園の観光活用に関する検討

川島町版 農業体験プログラムの開発 手段手段

農園関連団体との
ワークショップ

調査結果から川島町の農園の活用について仮説検証

②川島町における観光・貸し農園のニーズ調査

観光農園：町内の農業事業者と連携し、農業経営の多角化として農業体験事業を展開
貸農園：新規就農希望者向けの農地としての開発が望ましい

◆本事業のアドバイザー
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◆調査目的

①-1 [調査]観光農園/貸農園の市場動向調査・マーケット調査

※本調査結果は一部を抜粋して記載しております。

(2)観光農園等誘客プログラム開発

川島町の観光資源である観光農園を今後活用していく際に、川島町の立地条件を生かしながら、

近年の農園利用のニーズ・動向を把握し他地域との差別化をするため、市場動向調査をおこう。

◆調査概要
１）市場動向調査：都市農業関連制度、マクロ指標、研究論文等から市場動向を明らかにする
２）マーケット調査：マイファームの所有データならびに、東京・埼玉の観光農園経営者への定性調査

◆貸農園・市民農園に関する市場動向と川島町の状況

〈開設主体による市民農園サービスの比較〉

開設主体 内容 区画面積 利用料(年)

自治体 区画貸出 20～40㎡ 1～3万円

農家

区画貸出 20～40㎡ 1～3万円

農業体験農園
(農家による栽培指導)

30㎡前後 3～6万円

民間
企業

マイファーム サポート付き市民農園
(栽培指導、農具、資材付き)
農園でのイベントも実施

10～15㎡ 7～10万円

アグリメディア サポート付き市民農園
(栽培指導、農具、資材付き)
農園でのイベントも実施

3～9㎡ 8～13万円

＜川島町における市民農園マーケットの仮説＞

■「就農希望者向けの、就農支援市民農園の運営」

①川島町の立地は中間、平地農業地域に分類されることから、町内の市民農園の利用者はレジャー
的利用を目的とするよりは、農園の景観を楽しむ目的や農作業自体への興味を持っていると思われる。

②都市農業の振興及び、生産緑地の貸借が円滑化されることで、都市住民がレジャー目的に利用で
きる市民農園は東京都内(23区内含)、埼玉市内を中心に増加する見込みであり、レジャー的利用を
目的とする層をターゲットとすることは避けることが望ましいと考えられる。

③近年、都市部在住者の就農(非農家が農業を開始する)ニーズが高まっており、農業技術の習得や
就農地(貸借が可能な農地や、販路の獲得のしやすいエリアが人気)探索を希望する人が増えている。

上記①‐③及び川島町内の農地面積、農産業の基盤(水稲、イチジクの生産)をふまえて、川島町の
市民農園は「農業技術の指導が受けれて町内就農へのサポートが受けられる」という点で差別化を行い、
東京都内、埼玉市内の非農家就農希望層をターゲットとすることが望ましいと考えられる。
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①-1 [調査]観光農園/貸農園の市場動向調査・マーケット調査

※本調査結果は一部を抜粋して記載しております。

(2)観光農園等誘客プログラム開発

◆観光農園に関する市場動向と川島町の状況

＜川島町における観光農園マーケットの仮説＞

①川島町は交通利便性が高いため、レジャーや旅行という形態で訪れるというよりは遊び
にいくというスタンスで来訪する人が多いことから、テーマパークのような観光農園専業
で成立させるような単価設定などは難しい。

②就農希望者を呼びこめるポテンシャルという点から、観光農園は「B 農業経営の強化に
活用」を目指すのが望ましいと考えられる。

③規模としては、個人運営で行われている副業的な役割でスタートするのが望ましいと思
われる。データから目標設定するならば年間利用者数は100人以上、年間売上100万以上
がスタート時の目安と考えられる。

④観光農業業態参入へのハードルとなっている観光客の受入体制整備については規模の経
済が効率的である。そのため、連携して進めた方が効率的なものについては観光農園推進
実行主体を作るなど、サービス産業対応を効率的に整備する事で参入ハードルを下げるの
が望ましいと考えられる。

上記①～④をふまえて、川島町の観光農園事業戦略は「農業経営の強化に活用」すること
を目的とするのが望ましい。

＜観光農園事業における２つの方向性＞

A サービス業としての観光農園 B 農業経営の強化に活用

スタイル サービス業の選択肢として 農業経営の強化手段として

目標 観光農園の満足度向上 高品質な農産物

ターゲットイメージ
観光客

リピーター（イベント誘致）
ご近所

リピーター重視（購買）

経営形態 観光農園 多角化経営

売上比率の特徴
観光農園集客重視
（観光体験による量り売り以外は個
人向け販売は基本ない）

施設での直売重視
（観光農園は施設での直売チャンネ
ルの１つ）

観光の位置づけ 収益源 販路開拓の窓口

・観光農園は利用や目的によって、下記のように2分類することができる

観光の利用目的 経営方針 農園側の狙い 具体的な商品

１ 追加事業 現状維持
農作業の軽減
直販による価格向上効果

もぎ取り体験
直販

２ 販路開拓 経営の多角化
市場ニーズの把握
販路開拓

もぎ取り 直販
通販 加工品開発
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◆調査目的

①-2 [調査]川島町農園体験モニター調査

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。

(2)観光農園等誘客プログラム開発

・首都圏在住、さいたま市在住のファミリー層

（親＋小学生以下の子ども）

・収穫体験等の農業に高い関心がある

・上記を満たすファミリー層

【調査対象条件】

・どういった体験内容であればターゲットのニーズを満たすものになるか、意見を抽出する。
・現状の町内の農園をみて設備／ハード面での要望の抽出をおこなう。
・実際に川島町の農地に自家用車等できてもらい、都心からの移動時間を考慮した来訪頻度の可能性検
証や農地だけでなく、町内の立ち寄りポイントとなりうる農地周辺環境についても 視察をしてもらう。
（飲食店・直売所・ホームセンター等）

【現地視察のポイント】

＜参加者：計15名の内訳＞

No 居住地
人
数

参加者構成
こどもの属性

父 母
こど
も

知人

１
東京都
小金井
市

４ １ １ ２ 0 女11歳、女7歳

２
東京都
目黒区

５ 0 １ ３ 1
男8歳、女5歳、

女2歳

３
東京都
目黒区

３ ０ １ ２ 0 女7歳、女3歳

４
埼玉県
熊谷市

３ １ ０ ２ 0 男4歳、男2歳

◆集客チラシ

※本調査結果は一部を抜粋して記載しております。


