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１ 加須市観光ビジョン策定委員会設置要綱 

 

  (設置)          

第１条 本市の目指すべき観光振興の在り方について基本的な考え方を整理し、これからの観光

振興方策を総合的かつ計画的に推進することを目的とした加須市観光ビジョンの策定に資する

ため、加須市観光ビジョン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 

  (所掌事務) 

 第２条 委員会は、加須市観光ビジョンの策定に関し必要な調査、検討等を行い、その原案を作

成する。 

  (組織) 

第３条 委員会は、委員３５人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。 

 (1) 学識経験を有する者 

   (2) 市内各地域の商工会を代表する者 

 (3) 観光協会各支部を代表する者 

   (4) 地域の観光に関係する者 

   (5) 公募による市民 

  (6) 関係行政機関の職員 

３ 委員会は、必要に応じてワーキンググループを設けることができる。 

  (任期) 

第４条 委員の任期は、加須市観光ビジョンの策定終了時までとする。 

 (委員長及び副委員長) 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

  (会議) 

第６条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 委員長は、委員会の議長となる。 

３ 委員長は、必要があるとときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くこと

ができる。 

  (庶務) 

第７条 委員会の庶務は、経済部商業観光課において処理する。 

  (その他) 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮

って定める。 

  附 則 

  この要綱は、平成２３年６月１日から施行する。 
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２ 加須市観光ビジョン策定委員名簿 

                                  （敬称略） 
委     員 

氏名 機関・団体等 備考 

水戸部正志 加須市観光大使（加須地域）  

溝江 里映 加須市観光大使（騎西地域）  

赤荻 一也 加須市観光大使（北川辺地域）  

井上 岳久 加須市観光大使（大利根地域）  

千葉 達也 加須市商工会  

柿崎 善之 騎西商工会  

池田 寿夫 北川辺商工会  

石井 敏夫 大利根商工会  

鳥海 由行 観光協会加須支部  

内田  昇 観光協会騎西支部  

小林 義之 観光協会北川辺支部  

真中  紀 観光協会大利根支部 委員長 

池田 隆行 JAほくさい代表  

藤井 信博 （社）加須青年会議所  

岡戸 知幸 加須手打うどん会  

益山 光司 むさしの村  

知久 孝幸 羽生駅管区  

阿瀬見 省司 ㈱釜屋  

羽鳥  均 加須市観光ボランティア  

中島 睦雄 おおとね童謡のふるさと室  

白井 勝二 アクリメーション振興財団  

関口 孝夫 不動岡浪漫研究会 副委員長 

伊豆井 省三 浮野の里 葦の会  

有賀  豊 礼羽まちづくり いなほの会  

中原 洋子 おおくわ未来工房 暁塾  

渡邊 丑三 川口コミュニティー活動推進協議会  

中澤 雅夫 おおごえ甍の会  

松永 哲也 鯉つながりの会  

長沼 裕士 マルシェ・de・加須実行委員会  

細谷 勇男 北川辺Dreamドリームプロジェクト  

角田 守良 加須市副市長   

島崎 孝行 加須市経済部長   

新井  宏 騎西総合支所長   

佐久間 昇 北川辺総合支所長   

矢嶋 孝夫 大利根総合支所長   

佐伯 武久 鯉つながりの会(オブザーバー)  

事  務  局 

木持英夫 商業観光課長  

今井秀行 観光・イベント担当  

木村 知弘 観光・イベント担当  

岡本 貴郁 観光・イベント担当  
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３ 加須市観光ビジョン策定委員会開催経過 

 
 

第１回策定委員会 

○平成 23 年 8 月 8 日（月） 13：30～ 加須市役所 502 会議室 
  ○委員へ委嘱状交付、委員会設置要綱の説明 
 ○観光ビジョンについて、策定趣旨、役割、スケジュール、ワークショップ等の説明 

  ○第 1 回ワークショップ 
   テーマ：「加須市の観光資源の評価と可能性」 
 

第2回策定委員会 

  ○平成 23 年 9 月 29 日（木） 13：30～ 加須市役所 502 会議室 
  ○第 1 回ワークショップのまとめについて 
  ○第 2 回ワークショップ 
   テーマ：「本市観光客の属性、志向・要望・意見とその対応」 
 ○観光ビジョン素案の説明と討議（第 1 章～第 3 章 2） 

 

第3回策定委員会 

  ○平成 23 年 11 月 25 日（金） 13：30～ 加須市役所 505 会議室 
○第 2 回ワークショップのまとめについて 

  ○第 3 回ワークショップ 
   テーマ：「観光資源の魅力アップ」 
  ○観光ビジョン素案の報告（第４章１、２、３観光施策の一部） 
 

第4回策定委員会 

  ○平成 24 年 1 月 11 日（水） 13：30～ 加須市役所 502 会議室 
○第 3 回ワークショップのまとめについて 

  ○第 4 回ワークショップ 
   テーマ：「既存のイベントの課題と観光への活かし方及び新しいイベントの創出」 
       「文化財の課題と観光への活かし方」 
       「美しいまちづくり」 
  ○観光ビジョン素案の報告（第４章３観光施策の残り） 
 

第5回策定委員会 

  ○平成 24 年 2 月 7 日（火） 9：30～ 加須市役所 504 会議室 
○第 4 回ワークショップのまとめについて 

  ○第 5 回ワークショップ 
   テーマ：「旅行商品の試作」 
  ○観光ビジョン素案の報告（全文） 
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４ 加須市観光ビジョン策定委員会ワークショップの内容 

 ○第１回ワークショップ 

     (ア)ワークショップのテーマ 
「加須市の観光資源の評価と可能性」 

 
  (イ)討議の内容 

・加須市の優れた観光資源トップ１０を挙げる。また、トップ１０に入らないものの可能性

の高いと思われるものを５つ選び、その理由を述べる。 
・選定した１５件の課題を挙げる。 

 

  ワークショップのまとめ  

    
  第１班 

   ＜トップ 10＞ 
  ①自然（オニバス、渡良瀬遊水地、浮野の里、利根川、桜並木、田園風景、川） 

    ②建造物（不動尊、玉敷神社、未来館、水上公園、むさしの村、カスリーン公園、 
いなほの湯、サイクリングロード、水屋、揚船） 

    ③イベント（平和祭、こいのぼりマラソン、写真撮影会、探鳥会、スカイフェスティバル、

サイクリング、ウォーキング、ささら） 
    ④特産品（うどん、五家宝、いがまんじゅう、イチジクまんじゅう） 
    ⑤農産物（こしひかり、トマト、キュウリ） 
    ⑥人物（田中正造、斎藤与里、下總皖一） 
    ⑦加須 
 

第２班 

   ＜トップ 10＞ 
    ①こいのぼり（日本一の長さ） 
    ②利根川スカイフェスティバル（商工会青年部のおかげです。） 
    ③浮野の里（はずせない場所） 
    ④うどん（やっぱりうどん） 
    ⑤不動尊總願寺（関東３大不動） 
    ⑥玉敷神社、藤の花 
    ⑦渡良瀬遊水地（田中正造 歴史人物） 
    ⑧未来館（立派な建物、ラベンダー、サイクリングセンター） 
    ⑨はなさき水上公園（Ｂ級グルメ会場） 
    ⑩むさしの村（集客 36 万人） 

   ＜気になるもの＞ 

    ①米 
    ②不動岡高校（県内最古） 
    ③いがまんじゅう（羽生市の印象がある） 
    ④オニバス（県内唯一の自生地） 
    ⑤１００の湯（トネの湯） 
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  第３班 

   ＜トップ 10＞ 
   ①玉敷神社と騎西藤まつり 

    ②市民平和祭（ジャンボこいのぼり） 
    ③浮野の里 
    ④渡良瀬遊水地 
    ⑤利根川（スカイフェスティバル、カスリーン公園） 
    ⑥總願寺 
    ⑦手打ちうどん 
    ⑧道の駅（大利根、ホテイアオイ） 
    ⑨はなさき水上公園 
    ⑩北川辺オニバス 
    ⑩むさしの村 

   ＜気になるもの＞ 

    ①スポーツ（クライミングなど） 
    ②米どころ（埼玉一） 
    ③サイクリング（使い方が便利になると良い。） 
    ④市内の偉人（下總皖一、斎藤与里） 
 
  第４班 

   ＜トップ 10＞ 
    ①こいのぼり 
    ②利根川 
    ③スカイフェスティバル 
    ④渡良瀬遊水地 
    ⑤むさしの村 
    ⑥道の駅（地場産業、農産物、体験、釜屋） 
    ⑦玉敷神社 
    ⑧ロッククライミング 
    ⑨總願寺 
     
 
  第５班 

   ＜トップ 10＞ 
  ①利根川流域（ジャンボこいのぼり、未来館、スカイフェスティバル－景観美、様々なイ

ベント） 
②手打ちうどん（加須が一番うまい） 
③不動尊節分会（伝統ある雄大な祭り、有名人来訪） 
④カスリーン公園（水害資料、下總皖一資料） 
⑤むさしの村 
⑥渡良瀬遊水地（レジャースポット） 
⑦ホテイアオイ（景観美） 
⑧道の駅（地場産品、黒米、下總皖一銅像） 
⑨花崎地域（ワクイミュージアム、水上公園、花崎徳栄高校、平成国際大学） 
⑩オニバス（景観美） 
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＜気になるもの＞ 

①玉敷神社 
②浮野の里 
③田中正造 
④国際環境科学センター 
⑤美術館 

＜観光の課題＞ 

・宿泊施設がない。 ・観光の核がない。 ・両者の連携ができていない。 
 

◇総合順位 
観光資源 総 合

順位 

各班順位 

1 班 2 班 3 班 4 班 5 班 

ジャンボこいのぼり（市民平和祭、こいのぼりを含む） １ １ １ ２ １ １ 

スカイフェスティバル ２ １ ２ ５ ３ １ 

渡良瀬遊水地 ３ １ ７ ４ ４ ６ 

總願寺（不動尊、節分会を含む） ４ １ ５ ６ ９ ３ 

玉敷神社（藤の花、藤まつりを含む） ５ １ ６ １ ７ 11 

むさしの村 ６ １ 10 10 ５ ５ 

利根川 ７ １ － △５ ２ △１

うどん ８ １ ４ ７ － ２ 

浮野の里 ９ １ ３ ３ － 12 

はなさき水上公園 10 １ ９ ９ － ９ 

オニバス 11 １ 14 10 － 10 

カスリーン公園 12 １ － ５ － ４ 

田中正造 13 １ ７ － － 13 

道の駅 14 － － ８ ６ ８ 

サイクリング（サイクリングセンターを含む） 15 １ ８ 13 － － 

下總皖一（銅像を含む） 16 １ － 14 － ８ 

米（コシヒカリ、米どころ、黒米を含む） 17 １ 11 12 － － 

未来館 18 １ ８ － － １ 

いがまんじゅう 19 １ 13 － － － 

斎藤与里 20 １ － 14 － － 

ロッククライミング 21 － － 11 ８ － 

桜並木  １ － － － － 

田園風景  １ － － － － 

川  １ － － － － 

いなほの湯  １ － － － － 

水屋  １ － － － － 

揚船  １ － － － － 

こいのぼりマラソン  １ － － － － 

写真撮影会  １ － － － － 

探鳥会  １ － － － － 

ウォーキング  １ － － － － 

ささら  １ － － － － 

五家宝  １ － － － － 
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イチジクまんじゅう  １ － － － － 

農産物（トマト、キュウリ）  １ － － － － 

ホテイアオイ  － － － － ７ 

不動岡高校  － 12 － － － 

100 の湯  － 15 － － － 

 

注記  

①総合順位は各グループで取上げられている件数が多く、同じ件数の場合は順位の合計が少ない方を上位とした。 

②「気になるもの」の順位はトップ10に続く順位とした。（「気になるもの」1位は第11位） 

③1班は資源の順位を付けて無いので、取上げられている資源は総て順位を1位とした。 

④４班はトップ 9 のみ選定しているので、それ以外は選外（－）とした。 

⑤括られている資源は原則としてそれぞれ独立した資源としてカウントした。（ex．1 位 特産物（うどん、五家

宝、いがまんじゅう）では、うどん、五家宝等すべて1位） 

⑥－はトップ10＋「気になるもの」5以外のもの（選外） 

⑦△は複合的資源として評価されている。（ex.利根川（スカイフェスティバル、カスリーン公園）） 
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 ○第２回ワークショップ 

（ア）ワークショップのテーマ 
「本市観光客の属性、観光客の志向・要望・意見及びその対応」 

 
（イ）討議の内容 

    日頃、本市に来訪する観光客に接する機会のある本委員会の委員各位に、主な観光の目的

毎に、観光客はどのような属性の人が多いか、その観光客はどのようなことを望んでいるか、

その観光客の方々には将来を含めどのように対応すべきか等を討議する。 
   ・観光の目的：風景・社寺・文化財等の鑑賞・見物、うどんなどの食事、道の駅などでの買

物、節分会等のイベント見物・参加、遊園地などでの行楽、サイクリングな

どスポーツ、いちご摘みなどの体験 等 
・観光客の属性：性別、年齢層、出発地、同行者（単独、家族連れ、友人・知人、団体）、同

行者数 
・志向･要望･意見：価格、サービス、品揃え、情報の提供、案内の充実、バスの便の改善、

道路・駐車場の整備、休憩所の整備、トイレの整備、自然・文化財の保

全、景観の整備、清掃・清潔、安全・治安の確保 等  
・要望等への対応：上記の観光客の志向・要望・意見に対して具体的にどのように対応すべ

きかを、観光対象、観光客の属性毎に、将来の対応も含めて討議する。 

 

  ワークショップのまとめ 

 
第１班 

＜観光客（来訪者）の属性について＞ 
・高齢者が多い。 
・若者を呼び込むために千方様にコスプレも歓迎してはどうか。サイクリングも広めよう。 
・うどんを食べにくるだけに終わっている。 
・宿泊客はありうるか。 
＜本市観光の問題点と方向＞ 
ア．情報の周知、発信が重要。 

     例えば、玉敷神社の獅子舞は全国 60 か所に出向いていることを多くの人は知らない。

情報や案内の一元化が必要。詳しい情報の発信の仕方も検討すべき。 
イ．イベントは 1 日だけのもの、単発のものが多い。 

       4 季の大イベントはできないか。毎日イベントがほしい。年間のイベントスケジュール

を造り、いつでもイベントをやっているようにしたい。 
ウ．利根川、渡良瀬遊水地等水辺のアピールをする。ウインドサーフィン、ホテイアオイ

など 
エ．体験型観光を充実させる。稲作体験、オーナー制度、グリーンツーリズムなど 
オ．国道 122 号、125 号に道の駅をつくろう。 
カ．駐車場の整備が必要。特に大型用 
キ．加須の酒のＰＲが必要。 
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第２班 

観光の目的 属性 志向・要望 対応 
「見る」 
・お祭り、花、風景、

寺社等 

・単身、中高年、閑人、

趣味人、オタク 
・関東近県が主 

・トイレ、案内板 
・必要な情報（開花情

報、リアルタイム情

報） 

・世界カメラやライブ

カメラの導入 
・ガイド 
・清掃の徹底 

「食べる」「買う」 
・うどん、グルメ街

道 

・家族（マイカー） 
・グループ 
・1 時間半圏 

・店の所在地情報 
・店が暗い、汚い。 
・アットホームな店 
・良い商品、逸品、売

りがほしい。 

・店構え、センス、お

しゃれな雰囲気に

配慮。 

「遊ぶ」 
・趣味行動、ジャン

ボこいのぼり等 

・家族（子連れ） 
・趣味人 
・カップル 
・関東一円 

・情報が少ない。 
・交通渋滞 
・値段が高い。 

・道路整備 

「学ぶ」 
・歴史等 

・老若男女 
・単独又はグループ 

・目的志向 
・情報不足 

・資料提供 

「複合型」 ― ― ― 

 
＊観光ビジョン・本委員会・ワークショップ等に対する意見 

   ・観光とは何か。定義では非日常だが、合併前の旧市町住民の移動も観光ではないか。市民の

交流も市外からの来客も観光。 
   ・観光ビジョン策定の目的は何か。冊子を作りたいのか、観光客を呼びたいのか。 
   ・第 2 回目のワークショップとして、本手法がなじむのか。メンバーのレベル相応がよい。 
   ・年間観光入込数 245 万人は本当か。内訳は？ 

 
第３班 

観光の目的 属性 志向・要望 対応 
・ジャンボこいのぼ

り 
・親子連れ（70％） ・1 日だけなのか。 

・常時展示できないか。

― 

・うどん ・20～70 最代 ・うどん屋の場所が不明。

・20 歳台は肉みそうど

ん志向 

― 

・むさしの村 ・親子連れ ― ― 
・ウォーキング ・４０～60 歳台 ・休憩所がない。 ― 
・オニバス見物・撮

影 
・女性が多い。 
・中～高年齢 
・グループ 

・情報不足 
・トイレ 

・開花・地図情報の

提供 
・トイレ整備 

・渡良瀬遊水地 
風景・歴史・スポー

ツ・桑の実・釣り 

・目的によって異な

る。 
・情報不足 ・周辺市町との連携 

・不動様 
節分会、火渡り 

― ・駐車場 
・お店 

― 

・玉敷神社 
歴史 

― ― ― 
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＊その他の意見等 
   ・加須のタウン誌が必要―クリスマスのポイント、ファッション、うどんのポイント、加須の

デートスポット、観光のポイントなど 
   ・コバトンカフェ浦和にオープン、加須とカフェのコラボ！ ＰＲしよう。 
   ・ピザとうどんのコラボ！イタリア、アメリカの協会のコラボ！推進しよう。 
   

第４班 

観光の目的 属性 志向・要望 対応 
・食事 
手打ちうどん 

・中年以上 ・うどんは単品が多い。

セットメニューが必要。

・品揃いして魅力ア

ップ 
・寄り道 ・ファミリー・シルバ

ー層 
― ― 

・買物 
道の駅（大利根では

ホテイアオイ） 

― ― ― 

・むさしの村 
行楽、孫と一緒に遊

ぶ、ふれあい 

・家族連れ 
・50～70km 圏 

・アトラクションの充

実 
・トイレの充実 

・子供の志向の把握 

共通 ― ・情報不足 
・名物がない。 
・地場産品が少ない。

・ラジオ情報の充実 
・ネット情報の充実 

 
第５班 

観光の目的 属性 志向・要望 対応・提案 
・渡良瀬遊水地 
ウォーキング、自然

観察、サイクリン

グ、バーベキュー、

スポーツ、釣り等 

・家族連れ 
・子供から高齢者まで

・ウォーキングは 60
歳以上、鉄道利用の

固定客、弁当持参が

多い。 
・県内の利用者が多

い。   
・車利用者が多い。 

・駅から遠い、施設が

ない。 
・食事の場所がない 
・案内人（ボランティ

ア）が必要。 
 

・他の観光地とネッ

トワークする。 

・道の駅 
農産物の購入 
ドライブや遊水地

帰りの寄り道 

・周辺の利用者が多

い。 
・特色がない、商品の

数が少ない。 
・駐車場が狭い。大型

バスが入れない。 

・鉄道主催のハイキ

ングなど、他の地

域とのネットワー

ク 
・ジャンボこいのぼ

り 
・不動岡節分会 

― ・駐車場不足 
・交通規制が必要。 

・イベント時のピス

トン輸送 

・全般 ― ― ・駅から観光施設ま

での足の確保 
・農家を回るコース

の設定、農産物ツ

アー 
・良いとこ取りバス 
ツアー 
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 ○第３回ワークショップ 

（ア）ワークショップのテーマ  
「観光資源の整備・魅力アップのアイデア」 

 
（イ）討議の内容 

    ・ワークショップでは、第 1 回目のワークショップで選定された本市の代表的な観光資源

（別表参照）を中心に、今後どのように整備し、どのように魅力アップを図ったらよい  

かを具体的なアイデアとして提案する。前回のワークショップと重なる部分があるが、

今回はできるだけ具体的に提案する。 
    ・取上げる観光資源は、各班で重複する恐れがあるので、班毎に取り上げる資源を振り分

ける。振り分ける資源は第1回ワークショップで選定された総合順位20位までの資源。 
・振り分けられた資源は必ず検討することとする。 

    ・ワークショップで提案されたアイデアは、個別の観光資源の整備アイデア例として、観

光ビジョンの中で活かしていく。 
 

  ワークショップのまとめ           

 
第１班 

○渡良瀬遊水地 
・ワカサギ、ホンモロコ、エビが採れることをPR する。 
・オニバス観光と連携する。 
・花火大会が無くなり残念。 
・田中正造と加須市の他の偉人と繋げてPR すると相乗効果があがる。 

○斎藤与里 
・斎藤与里と合わせて、市内の芸術家も活かす。 
・秘蔵されている作品を展示する。斎藤与里展を定期開催する。 

○オニバス 
・NHK などのTV に取材依頼する。マスコミに情報提供する。（希少価値もPR する。） 
・株分けして皆で育て、「オニバスの里」をつくる。 
（1 年草なので株分けはできない。種子が沢山とれるので、それで育てることはできる。） 
・オニバス自生地と２つの道の駅がタイアップして地域の魅力アップを図る。 
・オニバス写真展を開催する。 
・ホタルの鑑賞会を開催し、昼夜楽しめるようにする。 

○はなさき水上公園 
・夏の利用は多いので、他のシーズンの利用を拡大するため、春・秋のまつり、フリーマ

ーケット開催のPR に努める。 
・特に若者向けに、マス釣り、レンタサイクル、バーベキュー利用のPR に努める。 
・散歩道、紅葉、幼稚園児の活用 

○ジャンボこいのぼり 
・カスリン公園の送迎バスは良いので、もっと利用を促進すべき。 
・対岸のイベントを充実させる。 
・サイクリングで来てもらう。 
・ドイツやハワイでも遊泳したことをPR する。 
・初代は JC（加須青年会議所）で作ったことをPR する。 
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第２班 

○スカイフェスティバル 
・ブルーインパルスに来てもらう。 
・利根川に船を浮かべる。 

○浮野の里 
・祭の時以外の船の運航 
・シーズン中の客の送迎 
・電車で来る客の足の便の整備。定期バスの運行、貸自転車の促進 
・水の郷百選なのでホタルで誘客 
・浮野の里むすめ大会の開催 
・定期的にイベント開催 
・市広報で新市民にPR 
・他の観光地と連携したスタンプラリー（期間 1 年、達成者に記念品贈答） 

○カスリーン公園 
・スカイフェスティバル時にコンサート開催 
・名称を下總皖一にしたらよいのでは。 
・市広報で新市民にPR 
・他の観光地と連携したスタンプラリー 

○いがまんじゅう 
・販売店をPR 
・統一した「いがまんじゅう」のパッケージをつくる。 
・加須独自の「いがまんじゅう」をつくり市内で統一する。 
・イベント時に組合で出店する。 
・誕生日パッケージをつくる。 
・うどん屋さんにいがまんじゅうを置く。 

○うどん 
・加須市内うどん店のランキング、グランプリを決める。 
・全国の有名うどんを集めたうどん EXPO を加須市で開催する。 
・うどんの日を定め、うどんの消費促進とPR を図る。 
・イベント時に組合で出店する。（うどん組合参加のイベントをPR する。） 
・うどんマップにはそばマップをつける。 

 
第３班 

○總願寺 
・元旦と節分だけに力を入れればよい。 
・交通整理が必要。 
・宗教施設なので、行政は祭礼の情報発信とシャトルバス等のアクセスへの協力をすれば

よい。 
○道の駅 
・商品情報の発信が必要。 
・案内看板をあちこちに設置する。 
・地場産品、農産物の目玉づくり 
・オリジナル商品の開発 
・日本一の品揃え 
・市内、周辺農家との取引拡大 
・駐車場不足（北川辺道の駅） 
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○利根川 
・大利根（新川通り）開削の基盤整備を進める。 
・グライダー等河川敷の空間利用 
・日本一長いサイクリングロードを売る。 
・「日本一の利根川」ネーミングに利用 
・ゆるキャラ化 
・坂東太郎キャラクターを利用 
・イベントの情報発信の強化 
・スーパー堤防の完成 
・県民の森「（本多静六博士の森づくり）事業」の推進 
・渡し船ができないか。 
・散歩道をつくる。 

○米 
・ブランド化が必要。 
・米を使ったB 級グルメ・名物料理をつくりPR。 
・市内の飲食店で地産米を積極的に使う。 
・お米大学 
・オンパクの米バージョン（米博覧会）、米サミットの開催 
・青ちょうちん  
・田植え体験 
・地元米取扱店認定制度 

○田中正造 
・映画制作などで名前を浸透させる。 
・田中正造は遊水地のイメージを悪くするのでそっとしておく。 
・田中正造は埼玉の人ではないので、あまりPR する必要はない。 
・田中正造 100 年（没後１００年に伴う更なる顕彰を推進） 

 
第４班 

○玉敷神社 
・藤をもっとPR する。 
・神社への案内板の増設 
・だるま市でキャラだるまの制作 
・神社や地域の催事の年間計画の表示 
・イベント、藤、アジサイ、神楽、節分、だるま市、大イチョウの情報発信強化 
・ふじまつりの充実、藤の手芸品展 
・總願寺や地域の社寺めぐりを開発。 

○むさしの村 
・イベントなどで企業と行政の連携 
・埼玉ご当地ヒーローズを利用してもりあげる。ゆる玉応援団の利用 
・むさしの村内だけでなく、他のツアーと連携する。 
・イモ掘り、イチゴ狩り、栗狩りなど収穫体験可能。その活用 
・年間を通したイベントの開催 

○サイクリング 
・貸自転車の扱い箇所の増設 
・市民サイクリング大会の定期開催 
・案内板、休憩所、トイレ、救急などサービス施設の充実 
・群馬から浦安まで開通、サイクリングセンター移転を機にPR 推進。 
・県では「Love Bicycle SAITAMA」実施。連携したい。 
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・ポタガールイベント開催 
    （※「ポタガール」とは、自転車で散歩することを意味する和製英語「ポタリング」

（pottering）から作った埼玉発の新しい言葉） 
・サイクリングと未来館を安心安全な魅力あるサイクリングスポットにする。東京までの

間にトイレなどある立寄りスポットを。 
･サイクリングモデルコースを設定し、四季のイベントを開催。 

○下總皖一 
・カスリーン公園内の記念館をPR する。 
・ピンキッシュを活用してお年寄りや子供たちにも浸透させる工夫が必要。 
・下總皖一全国校歌大会を開催。 
・偲ぶ会を中心に既存イベントの拡充。行政は側面支援を。 

○未来館 
・資金を投入し、常に展示やフロアゲームをリニューアルして、繰り返し行ってみたくな

るような工夫が必要。上の方まで直接行けるアプローチが必要。 
・宇宙飛行士若田さんと関連した事業の展開 
・学生サイクリングとのコラボイベント 
・スカイスポーツ公園にある滑り台のような遊戯施設の増設 
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 ○第４回ワークショップ 

（ア）ワークショップのテーマ 
  「イベントの現状の課題と観光への活かし方および新しいイベントの創造」 
  「文化財の観光利用の課題と活かし方」 
  「美しいまちづくり」 
 
（イ）討議の内容 

  （１）イベントの現状の課題と観光への活かし方および新しいイベントの創造 
    イベントは次のように分類する。 

①伝統的な行祭事、郷土芸能（主催は社寺等） 
    ②地域の祭、イベント（主催は地域や地域レベルの観光協会・商工会・団体など） 
    ③市全体の祭り、イベント（主催は市や市レベルの観光協会・商工会・団体など） 
    ④地域や国レベルのイベント（主催は国・県・広域や国・地方レベルの団体等） 
     （参考資料：地域のイベント一覧） 

 
・既存のイベントについては、現状での課題と観光への活かし方を検討する。 
・地域の観光を活性化するために、新しい魅力的なイベントを提案する。 
 新しいイベントは、年齢、性別を問わず誰もが楽しめるもの、地域の固有の資源を活用する

もの、住民と観光客が交流できるもの、既存のイベントの閑散期に開催するもの等を考慮す

る。 
 

  （２）文化財の観光利用の課題と活かし方 
   文化財は次のようなものがある。 

・玉敷神社神楽 （国指定重要無形民俗文化財） 
・保寧寺 木造阿弥陀如来及び両脇侍像 （国指定重要文化財） 
・龍蔵寺 寄木造阿弥陀如来立像（観音寺） （県指定有形文化財） 
・利根川旧堰堤跡 （県指定史跡） 
・龍興寺 足利持氏・同春王・同安王供養塔 （県指定史跡） 
・龍興寺の青石塔婆 （県指定史跡） 
・万葉遺跡（古河の渡し）（県指定史跡） 
・玉敷神社の藤 （県指定天然記念物） 
・加須地域： 

    市指定史跡 2 件 
市指定有形文化財 13 件 
市指定無形民俗文化財 8 件 
市指定有形民俗文化財 1 件 
市指定天然記念物 1 件 

・騎西地域： 
    市指定史跡 6 件 

市指定有形文化財 19 件 
市指定無形民俗文化財 2 件 
市指定有形民俗文化財 15 件 

    市指定天然記念物 1 件 
・北川辺地域 

    市指定史跡 2 件 
市指定有形文化財 6 件 
市指定無形民俗文化財 0 件 
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市指定有形民俗文化財 0 件 
    市指定天然記念物 1 件 

・大利根地域 
    市指定史跡 2 件 

市指定有形文化財 4 件 
市指定無形民俗文化財 1 件 
市指定有形民俗文化財 1 件 

    市指定記念物 1 件 
 
  ・現存する文化財の態様を踏まえて、文化財の保護保全に支障のない範囲で、個々に観光に活

かす方法を提案する。 
 

  （３）美しいまちづくり 
 個性的で美しいまちづくりは、観光のみならず住民にとっても大変重要である。より具体的に、

特定の場所や地物について、見苦しいものを改善し、美しい景観をつくるにはどうしたらよいか

を提案する。 
 
 

  ワークショップのまとめ 

 
 第１班 

 ○「イベントの現状の課題と活かし方及び新しいイベントの創造」について 
 ＜現状の課題＞ 
 ・思いのほかイベントが多い。イベントが多すぎる。 
 ・イベント情報が一元化されていないので問い合わせができない。 
 ・Ｗｅｂ、マスコミを利用して、情報発信を広く、密にする。 
 ・イベントによる集客が、商店街等への売り上げにつながらない。 
 ・うどんについてのイベント、今年は年明けうどん、来年は？ うどん店だけでの対応では

大変。市役所に「うどん課」をつくる。 
 ・広報を強化して一般客の参加を広める。 
 ・情報不足。情報の拠点が必要。 
 ・加須にしかないもの（クライミング）のＰＲ、加須にしかないものの創出。 

 ＜イベントの活かし方＞ 
 ・今年は下總皖一没後 50 年。市内外の歌うグループを招待し、下總作品を課題曲にして全

員でコーラスをする。 
 ・童謡のふる里室には下總皖一作曲の校歌 400 曲の展示がある。京大校歌、イチロー選手の 

校歌などもある。施設の存在を内外にＰＲしたい。 
 ・イベントに関して、観光案内人・リーダーの育成をし、多様な情報ツールを利用して、分

かりやすく、情報を発信する。 
 ・100ｍこいのぼりについて、4 世をつくる、3 世を貸し出す、広島、ダカールラリー、朝ズ

バなどで利用する。 
 ・伝統行事の解説や伝承記録をまとめ、歴史資料として一般に公開する。 
 ・新しいイベントづくりに際して、団体に行政がサポートする。 
 ・イベントを継続して、改良、改善する。 
 ・すでに知名度のあるイベントの情報や様子を公式に発信する。 
 ・同じようなイベントを行っているところでＰＲする。 
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＜新しいイベントの創造＞ 
 ・オニバスは小規模、維持管理、認知度が低いことが問題。大規模化、多域化、ボランティ

アの増員、放映・新聞・広報でのＰＲが必要。写真、絵、工芸などのコンテストを行う。 
 ・サイクリングは安全確保、継続できるか、通行ロード指定、案内板不足、移動手段、駐車

場不足等に問題がある。景色が素晴らしいので写真、絵とのコラボができると良い。新イベ

ントとして野草摘み、おにぎり会、指定場所タイム競争。 
 ・「日本一」など全国大会規模のイベント、利根川・遊水地など地域を活かしたイベントをつ

くる。 
 ・渡良瀬遊水地を活用したフルマラソン 
 ・参加型ニュースポーツ系よりも、エンターティンメント性の高いスポーツ（クライム系、

モータースポーツ等）を開催。 
 ・童謡のふる里を拡充する。童謡のサミット開催 
 ・ホテイアオイ、野菊、コスモスなど花に特化したイベント。花以外にもウリになるイベン

トの創造 
 

 ○「文化財の観光利用の課題と活かし方」について 
・市内の文化財を先ず市民に知ってもらうべき。その上で対外的にアピールする。 
・文化財としての斎藤与里作品、下總皖一の肉筆楽譜などを展示公開する。 

 
 ○その他 
・道路に着色して観光地に導く。 

 
第２班 

○「イベントの現状の課題と活かし方及び新しいイベントの創造」について 
＜市民平和祭について＞ 
・市民平和祭で各地域の商工会は青年部しかイベントに参加していない。 
・ジャンボこいのぼりと平和式典がそれぞれ独立してしまっている。 
・平和祭のステージ参加団体が地元に限られて、内輪の祭りになっている。 

 ・対岸のイベントを開催して、対岸へ船で行けるようにする。 
 ・市民全体の祭としての取組みが必要。 
 ・パブリシティを利用するなど人を呼んでくる戦略を。 
 ・2 次交通が問題、お客をスムーズに会場に運ぶことが必要。 
 ・買物するには自家用車も必要。 
 ・ピンキッシュ、スイハンジャーなど有名人を呼んで多くの人を呼び込む。 
 ・夜の花火開催はどうか。 
 ・広く周知が必要。東武鉄道との連携 
 ・特産品をもっと出展する。 

＜その他の市内の祭について＞ 
 ・市民祭りは各地域にあっても、盛り上がりに欠けている。 
 ・不動尊節分会は鉄道全線にポスターを掲出している。 
 ・他の地域のイベントと合同で盛大に行った方がよい。 
 ・観光協会をもっと有効に使って。 
 ・多くの人を集めて経済効果を図るようにする。 

＜他市の成功例＞ 
 ・羽生のゆるキャラサミットには 135,000 人来た。参加キャラも倍増し、バスも増便された。 
  成功の要因は、ゆるキャラ＋全国のグルメ 
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第３班 

○「イベントの現状の課題と活かし方及び新しいイベントの創造」について 
・沢山あるイベントのなかで、四季ごと特に観光に活かしたいイベントを検討。 
＜春＞ 
・藤まつり―同時期開催される市民平和祭と併せてＰＲする。スタンプラリーを行って他の資

源と回遊させる。 
＜夏＞ 
・ホテイアオイ、オニバス、アジサイ、アヤメ、ホタルの花シリーズ（6～9 月）のパンフレッ

トを作成してＰＲする。開花期間を分かりやすく告知する。 
・花のスタンプラリーを行う。 
＜秋＞ 
・サイクリングと農作物の収穫をテーマにする。 
・サイクリングで直売所巡り、文化財巡り、スタンプラリー 
・サイクリングのための課題：コース、駐輪スペース、食事処 
・文化財等については、市内の文化財、名勝地を載せた冊子を作り小学校卒業記念などで子供

に配布する。 
＜冬＞ 
・駅伝をテーマにする。 
・名勝地を中継地点にする。 
・交通規制が課題。 
・いくつかのマラソンを一本化してフルマラソン 
＜各イベントの共通課題＞ 
・サイクリング、スタンプラリーを利用した各地域の名所巡り 
・スタンプラリーなどで市内を巡る際に駐車場等の動線を考えて、商店街に誘導する。 
・市の観光を的確に案内するため、観光ガイドマスター認定証の授与などの人づくり 
・各地域のイベントの告知を的確に。 
・各地域のイベントを我がまちのイベントとして考え、市外の人に紹介できるようにする。 
・自然を活かした少年団の合宿地とする。 
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 ○第５回ワークショップ 

（ア）ワークショップのテーマ 
  「旅行商品の試作」 
 
（イ）旅行商品試作の方法 

１）旅行商品の性格 
・旅行商品は一般のユーザーに販売することを想定して試作する。今すぐに販売するとい

うことではなく、受入れ側の準備などが整った時には販売できるものとして、試作する。 
 

２）試作する旅行商品の種類と件数 
    ・旅行商品の種類は、市内で完結する商品と、市外の観光資源と連携してつくる商品とが

あるが、どちらかを 1 件、または両方を 1 件ずつ作成する。 
    ・日帰りの旅行商品とする。 
 
（ウ）旅行商品の内容 

   次の内容を明確にする。 
  ・対象とする観光客の属性（性別、年齢層、単独かグループか―親子連れ、団体など） 
  ・グループの人数（同行者数） 
  ・観光の目的（名所巡り、イベント、グルメ、文化財巡り、サイクリング、複合など） 
  ・観光客の発地（東京都心、埼玉県南部、関東一円など） 
  ・出発から帰着までの所要時間 
  ・利用交通機関（自家用車、鉄道と現地のバス、自転車など） 
  ・所要費用（交通費、食事代、お土産代、入場料など） 
  ・行程（出発、利用交通機関、立寄り先、食事場所、買物場所、時間、帰着） 
  ・ボランティアガイド使用の有無 
 
（エ）特記事項 

   ・ 旅行商品試作の過程で気がついたこと、前提としたこと（例えば、2 次交通の市内バスが

完備している、施設が常時公開されている、施設などのレベルアップなど） 
  
 

ワークショップのまとめ 

 
第１班 

○旅行商品は市内完結型で検討 
・参加型のパッケージツアーで目玉となるイベントを絡めてバス利用が適当。 
・グループの人数はバス 1 台程度。 
・ツアーには個性的なツアーコンダクターがいると良い。 
・お土産として、産直野菜、お米（工夫が必要）、ミニこいのぼりが適当。 

 
○体験ツアーの提案 
・こいのぼり、節分、稲刈り等季節に合わせた体験ツアー 
・節分ツアーは食事、野菜をセット 
・クライミング、サイクリングなどスポーツ体験 
・うどんを利用したツアー 
―うどん手づくり体験 
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―イチゴ・キュウリ・ナス、田植え、イモ掘り、稲刈りをセット 
・食べ放題ツアー（エビ、カニは人気） 
・近く（現地）と遠く（加須でも見えます）でスカイツリーを見よう。 

 
 

第２班 

○体験型（藍染、うどん、農業）がよい。 
○平常時来られるプランがよい。 
○手打うどん体験と□□体験ツアーの提案 

   ・対象：東京方面の都市部の住人 
 ・発着：加須市 

   ・客層：一般客 
   ・利用交通機関：市内はバス、20～30 人のツアー、電車、自転車でも参加できる。 
   ・モデルコース 

市内集合―昼食（うどん）―各種体験―食べ物づくり見学―道の駅、農産物直売所で買物

―解散（市内） 
・うどんは新そばのように地粉を使い、玉を延ばして切る作業から。 

   ・各種体験は四季別 
    春：菜の花狩り、北川辺のトマト（観光客向けハウス）、イチゴ（むさしの村、大利根では

既に実施）のもぎ取り 
    夏：キュウリ、ジャガイモ収穫 
    秋：コスモス狩り、イチジク、米の収穫 
    冬：大根、キャベツ、白菜、イチゴの収穫 
   ・食べ物づくり見学は五家宝、ホンモロコ 
   ・雨天対策として騎西酒蔵・資料館見学、お寺での説法 
  

○課題 
   ・地域をあげた協力体制づくり 
 
第３班 

○観光の目的：見る（釜屋、總願寺）、食べる（うどん）、体験する（イチゴ狩り）、買う（直売

所、市内のお店） 
○観光客の属性：中高年令層、親子連れ、グループ（10 人程度） 
○発地：都心、関東一円 
○利用交通機関：鉄道、市内循環バス、自家用車 
○タイムテーブル：自宅を朝出発、夕方早めに帰宅、7 時間程度 
○所要費用：交通費 2,000 円、食事代 1,000 円、土産代 2,000～3,000 円 
○時期：通年 

 
○各種ツアーの提案 

   ①色々楽しむツアー 
    ・2～10 人のグループ、関東一円からの客、自家用車で 2～3 か所を巡る、ボランティア

ガイド有 
    ・渡良瀬遊水地―ホテイアオイ（大利根）＋偉人―玉敷神社＋歴史 
    ・渡良瀬遊水地の特徴：植物・昆虫・野鳥・魚の観察、風景鑑賞（写真） 
    ・偉人：斎藤与里、下總皖一 
   ②自然巡り 
    ・春～秋 
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    ・渡良瀬遊水地（遊ぶ）―（オニバス鑑賞）― ホテイアオイ（大利根）―加須、騎西 
   ＜①、②共通の要点＞ 
    ・土産・特産品の販売は、売店、宅配、ネット 
    ・チラシ等によるコースの見える化 
    ・ボランティアの活用 

 ③サイクリング 
    ・春～秋 
    ・貸自転車 
    ・グループ：5 人 
    ・花の名所巡り 
    ・食事（昼食）：うどん 
    ・土産：お菓子、イチゴ 

 ④節分ツアー（2 月 3 日） 
    ・1 日コース 
    ・うどん、イチゴ狩り 
   ⑤こいのぼりツアー 
    ・うどん食べ放題 
  ⑥玉敷神社神楽ツアー 

    ・＋食事 
  ⑦米・カレー・イチゴ・梨・トマトツアー 

   ⑧アグリツーリズム 
    ・宿泊型農業体験 
    ・関東近郊プランの可能性あり。 
    ・農水省推進 
    ・イギリス、ヨーロッパで盛ん。 
    ・イチゴ、米づくり、梨など 
    ・若者向け、2～5 人、東京から、主に鉄道、バス利用 
  ⑨はとバス誘致 

・関東三大うどん回り（加須、水沢、館林 or 桐生）都内発 
⑩利根川ウォーキング・ランニング 

  ・観光庁が力を入れている。 
  ・欧米では、土日にウォーキング・ランニングに行く。 
⑪こいのぼり博の実施 

  ・年 1 回 1 ヶ月ぐらい。 
⑫市営バスで回るツアー 

  ・A コース：自然の美しいところを巡る。 
  ・B コース：文化財巡り など 
⑬定期 斎藤与里展、下總皖一肉筆資料展の開催 

   ⑭不動尊の仁王のお面を作る（魔除け、招福）ツアー 
   ⑮ホテイアオイと野菊を組み合わせたブローチを作るツアー 
 

○その他の提案 
    観光客のために道路に色をつける。 
    ・青い道：オニバス 
    ・紺色の道：不動尊 
    ・黄色の道：道の駅 など 
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第４班 

○半日ハイキングコース ＜いにしえ人（徳川ゆかりの地）にふれて！＞ 

   加須駅――――騎西城（玉敷神社）――――不動岡不動尊――――龍蔵寺――――    
東武バス(30 分)  （60 分） ハイキング(30 分)  ハイキング(15 分)  ハイキング(15 分) 

――市内でうどん―――――――加須駅 
（うどんマップを配布） ハイキング(30 分) 

・全行程：4～5 時間程度 

○1 日コース ＜K（こいのぼり）・F（藤まつり）・U（うどん）＞ 

    こいのぼり見物――――市内でうどん――――騎西藤まつり――――市内で買物 
    （午前中）  （うどん屋巡り－ミニうどん） 

   ・店の特徴を載せたマップ用意 

○宿泊(1 泊)コース ＜家族で満喫「遊温パック」＞ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

・費用：マイカーで 1 人 7,000～8,000 円 
           電車・タクシーで 1 人 11,000～12,000 円 

 
 
 
 
 
 
  

季節に合わせた加須市 
のスポットへ。 
・不動岡不動尊 
・玉敷神社 
・浮野の里 等 

本当の温泉に行った気分で 
羽生「華の湯」 

サウナもあるよ。 

むさしの村 

夏：加須はなさき公園（スイミング） 
他：渡良瀬遊水地（サイクリング） 
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