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第１章 観光ビジョンの策定にあたって          

 

１ 観光ビジョン策定の趣旨と目的 

本市は 1市 3 町の合併により、自然、物産、歴史・文化、人材などの地域資源が飛躍

的に拡大し、多様化しています。これらの資源を有効に活用して、これまで旧市町が個

別に取り組んでいた観光を一体化・強化し、地域の活性化を推進することが重要な政策

課題になっています。 

一方、長期的な景気の低迷などにより、自治体の財政は大変厳しい状況にあります。

また、地域主権と地域自治が進められている中で、地域の自立が求められています。こ

のような状況において、本市も地域の振興と活性化にこれまでにも増して精力的に取り

組まなければなりません。 

  観光は他の産業に比べて経済波及効果、特に雇用創出効果が大きいこと、我が国の優

れた自然や文化などを有効に活用できること、地域の社会、文化の向上に寄与するとこ

ろが大きいことなどから、国でもリーディング産業として位置付け、積極的に取り組ん

でいます。 

このようなことから、本市のまちづくりにとって、観光の振興が非常に重要であるこ

とが明らかです。観光振興を図るためには、市民、観光関連団体、企業、行政が協働し

て計画的、効率的に観光のまちづくりを推進することが必要です。また、観光を推進す

る際には、観光と地域の産業、教育、文化など他の分野と連携し、観光の振興が他の分

野の振興に結実するような取組が肝要です。 

本市の観光振興を推進するにあたって、観光の基本方針、それぞれの主体が担うべき

役割、具体的な施策などを定め、今後の観光のまちづくりにおける方向性を明らかにす

るため、本観光ビジョンを策定しました。 
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第１章 観光ビジョンの策定にあたって 

２ 観光ビジョンの位置づけ 

本観光ビジョンは、加須市総合振興計画を上位計画とする加須市の観光部門の計画で

す。観光ビジョンに関連する他の計画として、環境基本計画、自転車生活促進計画、地

域公共交通総合連携計画、生涯学習推進計画などがあります。また、県では埼玉「超」

観光立県宣言を発表しています。これらの計画との連携と整合を図り、計画の効果と実

効性に留意して本観光ビジョンを策定しました。（図 1－1） 

 

            

                 

   

 

    

                             

           

            

図 1－1 加須市観光ビジョンの位置付け 

３ 観光ビジョンの役割 

  本観光ビジョンは、本市の観光振興の意義・目的及び方向性を示し、市民、観光関連

団体、企業、行政等が協働して、地域特性を活かした観光のまちづくりを推進するため

の指針とするものです。 

 

４ 観光ビジョンの計画期間 

本観光ビジョンは、平成 24 年度を初年度とする平成 33 年度までの 10 か年計画とし

ます。 

 

５ 観光ビジョン推進の担い手 

本観光ビジョンの推進に際して、市民、市民団体、民間事業者、加須市観光協会、加

須市商工会、行政等は連携し、それぞれの役割の下に一丸となって取り組むこととします。 

加須市総合振興計画  

 

環 境 基 本 計 画 

自転車生活促進計画 

 地域公共交通総合連携計画 

生涯学習推進計画 

加須市 

 観光ビジョン 

 

埼玉「超」観光立県宣言

平成 22 年 

 

主な関連計画

連携 連携 
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第１章 観光ビジョンの策定にあたって

６ 観光ビジョン策定の経過 

市民及び市内関係機関の代表者を中心に組織した「観光ビジョン策定委員会」をワー

クショップ方式で５回開催し、策定委員の意見やアイデアを盛り込むとともに、観光振

興の基本方針や具体的な観光施策等を検討し、本観光ビジョンを策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：ワークショップ風景 
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第２章 本市の観光を取り巻く状況 

 

１ 社会経済状況 

（１）長期的な経済の停滞とグローバル化 

長期的な経済の停滞と経済のグローバル化の中で、国際間経済競争の激化、国内産業

の空洞化などが進行し、地域経済にも暗い影を落としています。地方財政はひっ迫し、

生き残りをかけた地域間競争が生じています。地域の自立と地域間競争に勝ち残るため、

多くの自治体は、地域の様々な資源を有効活用して、観光振興、観光のまちづくりに取

り組んでおり、厳しい観光地間の競争が展開されています。このような状況の下に、自

治体は他の地域にはない特徴ある観光地づくりへの取組が求められています。 

また、社会経済のグローバル化による国際交流の活発化は、外国人観光客の増加をも

たらし、地方においても国際観光への対応が必要になっています。 

 

（２）地域主権と地域自治の進展 

社会経済の変化とともに国と自治体の役割分担も見直され、地域主権と地域自治の強

化が進められています。自治能力の向上と自立が求められている中で、自治体は従来に

も増して地域の振興を推進する必要があり、その有力な手段として、地域の資源を有効

に活用した観光への積極的な取組が期待されています。 

 

（３）少子化・長寿化 

少子化・長寿化の進行とともに、子連れの家族旅行や高齢者の旅行が増加しています。

観光地づくりにおいて、高齢者を重要な顧客としてとらえ、高齢者の志向やバリアフリ

ーなどへの的確な対応が必要と考えられます。また、家族 3 世代にわたる旅行など、少

子高齢社会に対応した観光地づくりも検討する必要があります。 

 

（４）人口減少社会の到来 

人口減少社会では、観光の総需要が減少します。限られた観光客を多くの観光地で取

り合うことになり、観光地間の競争につながることから、他の地域とは異なる特色をも

つ観光地づくりが大切になります。
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第２章 本市の観光を取り巻く状況

（５）ＩＣＴ（情報コミュニケーション技術）の進展 

社会経済の高度化やＩＣＴの進展に伴い、多くの情報に接する機会が増えるなど、

人々の価値観や志向が多様化しています。このような状況において、大口の観光が減少

する一方、多様な価値観や志向に合う小口化された観光が増加しています。主要な観光

地巡りだけでなく、地域の特色ある文化や自然に触れるローカルな観光を展開できる可

能性が高まっています。 

また、観光分野においても、携帯電話などの移動通信機器の利用が急速に進展してい

ることから、観光地づくりのツールとして、それらの機器を活用した、より高度な取組

が必要となっています。（図 2－1） 

 

社会経済のグローバル化 

  国際交流の進展→外国人観光客の増加         国際観光への対応 

    国際間経済競争の激化→国内産業の空洞化   地域経済の停滞 

      地方財政のひっ迫・地域間競争の激化     特徴ある地域観光への取組 

長期的な経済の停滞 

地域主権・地域自治の進展    地域振興の必要性 

 

少子化・長寿化       高齢者の観光需要の増加        高齢者に配慮した観光 

人口減少社会の到来      観光総需要の減少    地域間競争の激化 

                低成長・安定的社会の成立    多様な価値観の尊重 

ICT の進展     入手情報量の拡大    価値観･志向の多様化   小口化した観光への対応 

                             ICT を活用した観光地づくり 

 

図 2－1 社会経済の状況と観光との関連 



 

6 

第２章 本市の観光を取り巻く状況 

２ 本市の概況 

 

（１）市町村合併 

本市は平成 22 年 3 月 23 日に加須市、騎西町、北川辺町及び大利根町が合併して、新

「加須市」になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2－2 新「加須市」 

 

（２）位置・面積・地勢・土地利用 

本市は埼玉県の東北部に位置し、群馬県、栃木県及び茨城県に接しており、都心から

約 50 ㎞、県都さいたま市から約 25㎞の距離にあります。市域の面積は 133.47 ㎞２です。 

本市の地勢は、関東平野のほぼ中央にあり、市域全体が利根川と渡良瀬川の沖積地で

す。そのため市域の過半は水田地帯となっています。市の北東部には利根川と渡良瀬川

が流れ、市の最北部には面積 3,300ha の広大な渡良瀬遊水地があります。 

表 2－1 土地利用現況（平成 21 年） 

 総数 田畑 宅地 池沼・山林原野 雑種地 その他 

面積（ha） 13,347 7,311 2,543 122 1,366 2,005 

構成比（％） 100.0 54.8 19.1 0.9 10.2 15.0 

旧北川辺町

旧大利根町

旧加須市

旧騎西町
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第２章 本市の観光を取り巻く状況

（３）気候 

 

本市の気候は、太平洋側気候に属する内陸型気候で、夏の日中は高温になる日が多く、

冬は強い季節風が吹いて寒冷です。全国でも晴天日数が多い方です。年間の平均気温は

約 15℃、年間降水量は約 1,300ｍｍです。  

 

（４）人口 

本市の人口は 117,100 人、世帯数は 43,165 世帯です（H24.1.1 現在）。人口はここ 10

年間、わずかな減少傾向にあります。 

 

     表 2－2  年度別人口、世帯数の表 

年 次 世帯数 人口 

H13.1.1 37,822 世帯 119,590 人 

H24.1.1 43,165 世帯 117,100 人 

増 減  5,343 世帯 △2,490 人 

    ※住民基本台帳及び外国人登録の合計数による 

 

（５）産業  

本市の主な産業は、肥沃な穀倉地帯に展開する農業、工業団地の工場を中心にした工

業、中心市街地の商業です。従業者数、生産額等は次のとおりです。 

   

表 2－3 本市の産業の概要     

  農家数又は事業所数
基幹的農業従事者数又

は従業者数 

農業産出額、製造品出

荷額又は販売額 

農  業 4,926 戸  4,101 人   120 億円 

工  業   324 か所 12,930 人 3,880 億円 

商  業  1,063 店  7,502 人 1,969 億円 

H22 農林業センサス、H18 生産農業所得統計、H21 工業統計、H19 商業統計 
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第２章 本市の観光を取り巻く状況 

（６）交通 

鉄道は、東武伊勢崎線と東武日光線が市内を通っています。市内には、東武伊勢崎線

に加須駅と花崎駅、東武日光線に新古河駅と柳生駅があります。加須市に近接する栗橋

駅（栗橋駅から加須市境界まで約 500ｍ）には、ＪＲ宇都宮線と東武日光線が通ってい

ます。加須駅から浅草駅までは約 1 時間 20 分で、東京都内に通勤・通学している人が多

数います。東武伊勢崎線には、地下鉄日比谷線（南栗橋駅まで）や地下鉄半蔵門線（久

喜駅まで）が乗り入れています。 

高速道路は、市内を東北縦貫自動車道が走り、市内に加須ＩＣがあり、南に隣接する

区域には、圏央道が走っています。 

国道は、125 号が市内を東西に横断し、市内の北部には 354 号、西部には 122 号が走

っています。 

また、北東に隣接する区域には、国道 4号が走っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行田市 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2－3 市内の交通 
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第２章 本市の観光を取り巻く状況

（７）歴史 

 

本市は平成 22 年 3 月 23 日に加須市、騎西町、北川辺町及び大利根町が合併して、新

たに加須市となりました。合併前の旧市町における歴史の概要は次のとおりです。 

 

＜旧加須市＞ 

1889 年 4 月 
明治 22 年 

明治の大合併により、加須町、不動岡村、三俣村、礼羽村、大桑村、水深村、
樋遣川村、志多見村、大越村となる。 

1901 年 3 月 
明治 34 年 

大越－羽生間に鉄道馬車開設 

1902 年 9 月 
明治 35 年 

東武鉄道伊勢崎線加須駅が開業 

1927 年 4 月 
昭和 2年 

東武鉄道伊勢崎花崎駅が開業 

1928 年 11 月 
昭和 3年 

町制施行により、不動岡村が不動岡町となる。 

1954 年 5 月 
昭和 29 年 

北埼玉郡加須町、不動岡町、三俣村、礼羽村、大桑村、水深村、樋遣川村、
志多見村が合併し、加須市となる。 

1957 年 1 月 
昭和 32 年 

北埼玉郡大越村を編入する。 

1972 年 11 月 
昭和 47 年 

東北自動車道加須インターチェンジ供用開始 

2010 年 3 月 
平成 22 年 

北埼玉郡騎西町・北川辺町・大利根町と合併し、新たに加須市となる。 

 

＜旧騎西町＞ 

1889 年 4 月 
明治 22 年 

明治の大合併により、騎西町、田ヶ谷村、種足村、鴻茎村、高柳村となる。

1943 年 4 月 
昭和 18 年 

北埼玉郡騎西町、田ヶ谷村、種足村、鴻茎村、高柳村が合併し、騎西町とな
る。 

1946 年 4 月 
昭和 21 年 

北埼玉郡騎西町が騎西町、田ヶ谷村、種足村、鴻茎村、高柳村に分離する。

1954 年 10 月 
昭和 29 年 

北埼玉郡騎西町、田ヶ谷村、種足村、鴻茎村が合併し、騎西町となる。 

1955 年 3 月 
昭和 30 年 

北埼玉郡高柳村を編入する。 

1968 年 5 月 
昭和 43 年 

国道 122 号バイパス開通 

2002 年 3 月 
平成 14 年 

保寧寺阿弥陀如来三尊像が国指定文化財に指定 

2002 年 4 月 
平成 14 年 

騎西城天神郭を発掘 

2010 年 3 月 
平成 22 年 

加須市、北埼玉郡北川辺町、大利根町と合併し、新たに加須市となる。 
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＜旧北川辺町＞ 

1889 年 4 月 
明治 22 年 

明治の大合併により、川辺村、麦倉村となる。 

1893 年 5 月 
明治 26 年 

麦倉村が利島村と名称変更 

1929 年 4 月 
昭和 4年 

東武鉄道日光線新古河駅が開業 

1929 年 11 月 
昭和 4年 

東武鉄道日光線柳生駅が開業 

1930 年 5 月 
昭和 5年 

渡良瀬川の改修に伴い、茨城県猿島郡新郷村（現古河市）の伊賀袋と立崎を
川辺村に編入する。 

1947 年 9 月 
昭和 22 年 

カスリーン台風により渡良瀬川堤防決壊 

1955 年 4 月 
昭和 30 年 

北埼玉郡利島村と川辺村とが合併し、北川辺村となる。 

1971 年 4 月 
昭和 46 年 

町制施行に伴い、北川辺町となる。 

1972 年 11 月 
昭和 47 年 

埼玉大橋開通 

2004 年 11 月 
平成 16 年 

「道の駅きたかわべ」物産販売施設「いな穂」完成 

2010 年 3 月 
平成 22 年 

加須市、北埼玉郡騎西町及び大利根町と合併し、新たに加須市となる。 

 

＜旧大利根町＞ 

1889 年 4 月 
明治 22 年 

明治の大合併により、東村、原道村、元和村、豊野村となる。 

1947 年 9 月 
昭和 22 年 

カスリーン台風により利根川堤防決壊。 

1955 年 1 月 
昭和 30 年 

北埼玉郡東村、原道村、元和村、豊野村が合併し、大利根村となる。 

1971 年 1 月 
昭和 46 年 

町制施行により、大利根町となる。 

1972 年 11 月 
昭和 47 年 

埼玉大橋開通 

1995 年 4 月 
平成 7年 

道の駅童謡のふる里おおとねオープン 

2000 年 12 月 
平成 12 年 

栗橋駅西口開設。 

2005 年 8 月 
平成 17 年 

100（とね）の湯オープン 

2010 年 3 月 
平成 22 年 

加須市、北埼玉郡騎西町及び北川辺町と合併し、新たに加須市となる。 
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第２章 本市の観光を取り巻く状況

３ 国内外及び埼玉県の観光の概況 

（１）国の観光への取組 

国は、観光をリーディング産業と位置づけ積極的に取り組んでいます。特に、外国人

観光客の誘致に力を注いでいます。地域としては国の観光施策の一端を担うこととなり

ますが、地域の観光振興に対する国の支援を受けやすい状況にあるとも言えるため、積

極的に国の制度を取り入れ、地域独自のユニークな取組を提案します。 

 

（２）国際観光の状況 

中国、東南アジア、インドなどからの来日観光客が急増しています。直近では東日本

大震災の影響で外国人観光客が減少していますが、国の重点的な取組もあって長期的に

は大幅な増加が期待されています。（図 2－4）   

 

 

図 2－4 国際観光（インバウンド）の状況 

 

出典：平成 22 年版 観光白書 

上位 12 か国 州別・国・地域別訪日

外国人旅行者の割合（平成 21 年） 
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海外へ渡航する日本人旅行者は、1998 年まで一貫して増加傾向にありましたが、それ

以降は増減を繰り返し、長期的には平衡状態を示しているため、ほぼ増加の限界にある

と推測されます。2010 年の海外旅行者数は 1,782 万人となっており、多くの日本人が海

外旅行を経験することで、外国と日本の違いとそれぞれの良否を知り、その視点で地域

の観光を見るようになっていることを認識する必要があります。 

 

（３）国内観光の状況 

国内観光需要はこのところ減少傾向にありますが、長期的に見ると、国際観光に比べ

て、あまり大きな変化は見られません。ただし、新しい観光形態の進行や観光地間の競

争が激化しており、主要な既成観光地の凋落が現れています。（図 2－5） 

 
（注）国土交通省「旅行・観光消費動向調査」による 

出典：平成 22 年版 観光白書 

図 2－5 国内宿泊観光旅行の回数及び宿泊数の推移   

 

観光客の志向は多様化し、新しい観光の潮流が現れてきています。それは、マス旅行

（旅行会社が募集する旅行などの規格化された大規模な旅行）から個別化・小口化され

た旅行へ、見る観光から体験する観光へ、グリーンツーリズム・産業観光・ヘルスツー

リズム・スクリーンツーリズムなどニューツーリズムの進展、着地型観光の出現などで

す。また、若者の間では、観光そのものが目的ではなく、目的を実現する手段としての

観光が増加しており、目的を明確にした観光が望まれてきています。 
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2.72
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1.50 1.51 1.42

0
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3
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（４）埼玉県の観光の概況 

埼玉県の観光の概況は次の各種調査のとおりです。 

○埼玉県入込観光客「推計」調査（平成 21 年） 

・入込観光客数： 1 億 1,420 万人 

・観光客の日帰り・宿泊の別：日帰り客約 56.4％、宿泊客約 1.7％、不明 41.9％ 

・観光の目的：行祭事 25.0％、スポーツ 20.8％、産業観光 13.3％、遊園地 13.0％、

寺社・文化財・天然記念物見学 9.2％など 

 

○埼玉県観光実態調査 

  １）客対面アンケート調査（2009 年 10 月～11 月、県内 15 地点、サンプル数 4,060） 

 ・観光客の県内外の別：県内 56.7％、県外 43.3％ 

 ・利用交通機関：自家用車 48.1％、電車 41.1％、その他 10.8％ 

 ・お出かけの情報源：口コミ 14.0％、検索サイト 12.5％、テレビ 10.3％、

観光パンフ・チラシ 6.9％、ポスター・広告 6.1％、新聞 5.7％、自治体・

観光協会ＨＰ5.2％、旅行ガイドブック 3.3％、その他 36.0％ 

 ・宿泊による再来訪意向：是非また来たい 11.9％、機会があればまた来たい

35.0％、あまり来たいと思わない 18.4％、来たいと思わない 29.7％ 

２）埼玉県ＧＡＰ調査 

（2009 年 9 月、インターネットモニター会員 1,031 人、モニターの居住地：県内 33％、 

東京・千葉・神奈川 33％、その他の道府県 34％） 

・埼玉県への旅行の有無：行ったことがある 50.4％、行ったことはない 49.6％ 

・埼玉県の観光資源の認知度や関心度は、図 2－6 のとおり 
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出典：埼玉県観光実態調査 

図 2－6 埼玉県観光資源の認知×関心散布図 

 

埼玉県の観光資源の認知度や関心度は、図 2－6 のように県外の人から見

ると非常に低いといえます。このことから、本市の観光資源の認知度や関心

度が類推されるので、本市としては観光情報の整備と発信に努めて、全国に

本市の観光資源や魅力を積極的に発信する必要があります。 
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４ 本市の観光の現状と課題 

（１）概況 

本市の観光資源は、平成 22 年 3 月の合併により、質、量ともに豊富になりました。 

ただし、市販されている関東地方地図や分県地図で本市が登場するのは、むさしの村、

不動ヶ岡不動尊總願寺、騎西玉敷神社、加須はなさき公園だけとなっています。しかし

ながら保寧寺の阿弥陀三尊像と玉敷神社神楽は国の重要文化財であり、本市の観光資源

の中でも貴重な文化遺産です。 

本市の観光客については、周辺地域に際立った観光地や観光資源が不足していること

から、多くの観光客が本市に流れ込むということは少なく、単独で来訪するか、又は周

辺地域に訪れた観光客の一部が本市を訪れていると予想されます。 

本市の入込観光客は年間 265 万人（平成 22 年入込観光客数調）です。この数は多い

ように見えますが、むさしの村、加須はなさき公園の来場者、特定の行事やまつり、道

の駅などの直売所の買物客が主なもので、その他の観光客はごく限られています。その

他、手打ちうどんを食べにくる観光客も、大きなウエイトを占めています。 

 

（２）主な観光資源・施設 

本市の主な観光資源・施設は次のとおりです。  

 ○ 自然資源   

自然資源で代表的なものは、利根川と渡良瀬遊水地です。利根川の資源的な価値は、

川のもたらす恵み、文化、景観など多様です。渡良瀬遊水地は、日本最大級の遊水地

で、釣り、水上スポーツ、スカイスポーツ、自然観察、サイクリングなど広大なオー

プンスペースを活かして多面的に利用されています。 

また、浮
うき

野
や

の里、オニバスの自生地、北川辺地域の水郷風景、志多見砂丘なども本

市の自然的な特性を表す貴重な観光資源です。 

浮野の里は全国「水の郷」百選に認定されているとともに、埼玉県の「緑のトラス

ト保全第 10 号地」に指定されています。さらに、北川辺地域も全国「水の郷」百選 

に認定されおり、水とのかかわりが深い地域の特性を 

活かしたまちづくりを進めています。 

 

 

利根川と埼玉大橋 
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 ○ 観光施設   

   観光施設で代表的なものとしては、年間入場者数 35 万人を誇る、むさしの村があげ

られます。その他に北川辺スポーツ遊学館、おおとね童謡のふる里室、加須未来館等

があります。 

 また、一般的な観光施設ではありませんが、観光客の

利用が多い施設として、北川辺地域と大利根地域にある

2 つの道の駅をあげることができます。 

むさしの村 

 ○ 物産販売施設   

   観光関連物産販売販施設としては、北川辺地域と大利根地域にある道の駅と市内に

数か所ある農産物直売所が主なものです。 

   地元農家で生産された新鮮な野菜等が販売されて 

  います。 

 

 

道の駅農産物直売所 

 ○ その他施設   

   その他観光関連の施設としては、学習体験施設（北川辺郷土資料館、郷土史料展示

室（騎西城）など）があります。 

   また、埼玉県環境科学国際センター及び農林総合

研究センター水産研究所は県立の研究・学習施設で

す。 

 

            農林総合研究センター水産研究所 

 ○ 公園   

大規模な公園としては、県立加須はなさき公園があります。その他、騎西玉敷神社

と一体になった玉敷公園や旧川ふるさと公園、利根川

河川敷緑地公園などが主な公園です。 

 

 

玉敷公園の桜 
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 ○ 社寺    

市内の主な社寺は、不動ヶ岡不動尊總願寺と騎西玉敷神社です。總願寺の節分会は、

大松明を掲げた鬼たちが不動堂の回廊を駆け巡る、大

変勇壮な祭事で、毎年多くの参拝客で賑わいます。騎

西玉敷神社は、神楽と樹齢 400 年の大フジやイチョウ

が有名で、隣接する玉敷公園と一体になって優れた景

観を創り出しています。 

總願寺節分会 

 ○ 文化財   

保寧寺の木造阿弥陀如来及び両脇侍像は、運慶・快慶に代表される慶派仏師宗慶の

作として有名な国指定重要文化財です。 

また騎西玉敷神社の神楽は江戸の神楽の原型を伝

えるもので、国指定重要無形民俗文化財になってい

ます。その他、県指定、市指定の文化財が多数あり

ます。 

 

玉敷神社神楽 

 ○ 食べ物   

市内には多数のうどん店があり、「手打ちうどんのまち」加須市として広く知られて

います。 

また、いがまんじゅう、塩あんびん、五家宝など

の個性豊かな郷土菓子があり、市内の和菓子屋で販

売されています。 

 

 手打ちうどん                           

 ○ 特産品・土産物   

   特産品・土産物としては、手打ちうどんや郷土菓子、米どころとして各種の米、地

酒などの食品のほかに、鯉のぼりが主なものです。 

また、農産物では、米、梨、キュウリなどのほか、

県内であまり生産されていないイチジクやハウスト

マト、つるつきイチゴなどがあります。 

つるつきイチゴ 
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 ○ イベント   

イベントは、利根川の河川敷で 100 メートルのジャンボこい

のぼりをあげる加須市民平和祭や「空」をテーマに利根川河川敷

緑地公園で開催する利根スカイフェスティバル、玉敷公園で行わ

れる藤まつりが目玉であり、多くの観客で賑わいます。 

 

 

ジャンボこいのぼり（市民平和祭） 

 ○ サイクリング   

利根川の堤防上に、群馬県渋川市から千葉県浦安市に至る長距離サイクリングロー

ドが整備されています。 

また、市内のサイクリング推奨ルートとして、以下の 4つのルートが設定されてい

ます。 

・加須の歴史を訪ねてルート （初心者向け約 30km） 

・童謡のふる里ルート    （初心者向け約 30km） 

・北川辺水郷ルート     （初心者向け約 15km） 

・ぐるっと回る加須全域ルート（上級者向け約 70km） 

その他、見沼代用水路沿いにも、サイクリングが楽しめる「緑のヘルシーロード」

と「水と緑のふれあいロード」が整備されています。 

 

 

サイクリングロード（北川辺） 

 

 ○ 偉人・著名人・人材   

加須にゆかりのある偉人としては、斎藤与里（洋画家）、河野省三（国学・神道教育

者）、田中正造（政治家・義人）、下總皖一（作曲家）などを

挙げることができます。 

   また、角界では初代伊勢の海やその弟子である初代柏戸が

ともに加須市の出身です。 

 

                              

下總皖一 
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表 2－3 主な観光資源  

分類 No 名称 地域・所在地 

自然 

資源 

1 利根川 加須、北川辺、大利根地域 

2 柳生の桜堤 北川辺地域柳生 

3 オニバス自生地 北川辺地域飯積 

4 ホテイアオイ 大利根地域佐波 

5 埼玉大橋の眺望 北川辺、大利根地域 

6 騎西玉敷神社の藤 騎西地域騎西 

7 渡良瀬遊水地 北川辺地域柏戸地先 

8 浮野の里（うきやのさと） 加須地域多門寺・北篠崎 

9 志多見砂丘（しだみさきゅう） 加須地域志多見 

10 ふじとあじさいの道 騎西地域騎西 

11 種足ふれあいの森 騎西地域上種足 

観光 

施設 

 

12 北川辺ライスパーク 北川辺地域麦倉  

13 北川辺スポーツ遊学館 北川辺地域小野袋 

14 むさしの村 加須地域志多見  

15 おおとね童謡のふる里室 大利根地域新川通 

16 ワク井ミュージアム 加須地域大桑 

17 ほくさい美術館 加須地域北小浜 

18 サトエ記念 21 世紀美術館 加須地域水深 

19 加須未来館 加須地域外野 

20 酒の資料館(釜屋) 騎西地域騎西  

物産 

販売 

施設 

21 道の駅きたかわべ 北川辺地域小野袋 

22 道の駅童謡のふる里おおとね農業創生センター 大利根地域佐波 

23 農産物直売所（各地域） 共通 

その他 

施設 

24 北川辺郷土資料館 北川辺地域麦倉 

25 騎西城(郷土史料展示室） 騎西地域根古屋 

26 グリーンファーム加須 加須地域上三俣 

27 学生航空連盟読売大利根滑空場 大利根地域新川通地先 

28 農林総合研究センター水産研究所 加須地域北小浜 

29 埼玉県環境科学国際センター 騎西地域上種足 

30 100 の湯（とねのゆ） 大利根地域琴寄 
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分類 No 名称 地域・所在地 

その他 

施設 
31 いなほの湯 加須地域馬内  

公園 

32 旧川ふるさと公園 北川辺地域伊賀袋 

33 
童謡のふる里おおとねカスリーン公園 

（決壊口跡） 
大利根地域新川通 

34 童謡のふる里おおとね野菊公園 大利根地域旗井 

35 利根川河川敷緑地公園 加須地域大越地先 

36 加須はなさき公園 加須地域水深 

37 花崎北公園 加須地域花崎 

38 玉敷公園 騎西地域騎西 

社寺 

39 栄西鷲神社（渡良瀬川重助裏護岸工之図） 北川辺地域栄 

40 徳性寺（寺子屋絵馬） 加須地域大越 

41 不動ヶ岡不動尊總願寺（節分会・初詣） 加須地域不動岡 

42 龍蔵寺（大イチョウ） 加須地域大門町 

43 円満寺（木造千手観音坐像、大祭） 大利根地域北大桑 

44 千方神社（酉の市） 加須地域中央 

45 騎西玉敷神社（だるま市） 騎西地域騎西 

46 金剛院（画像板碑） 騎西地域根古屋 

文化財 

47 田中正造翁の墓 北川辺地域麦倉 

48 木造阿弥陀如来及び両脇侍像（保寧寺） 騎西地域日出安 

49 騎西玉敷神社神楽 騎西地域騎西 

50 本町の山車と蘭陵王面 加須地域本町 

食べ 

物 

51 手打ちうどん 共通 

52 

郷土菓子（いがまんじゅう、塩あんびん、

五家宝、いちじく最中、こしひかりまんじ

ゅう、こいのぼり焼等） 

共通 

53 川魚料理（鰻、ほんもろこ、鮒等） 共通 

特産品 

土産物 

54 加須うどん 共通 

55 米（コシヒカリ）、大利根黒米 共通 

56 農産物（イチゴ、梨、イチジク、トマト) 共通 

57 地酒 共通 

58 味噌（浮野、みつか、黒米ふる里） 共通 

59 こいのぼり 加須地域 
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分類 No 名称 地域・所在地 

イベ

ント 

60 こいのぼりマラソン大会 共通 

61 加須駅前通りイルミネーション 加須地域 

62 加須市民平和祭（ジャンボこいのぼり遊泳） 加須地域大越地先 

63 かぞどんとこい祭り（加須夏まつり） 加須地域加須駅中心市街地 

64 利根スカイフェスティバル 加須地域大越地先 

65 埼玉養殖魚まつり 加須地域北小浜 

66 まちなか賑わいフェスティバル 加須地域加須駅中心市街地 

67 騎西夏祭り 騎西地域中心市街地 

68 騎西藤まつり 騎西地域騎西 

69 騎西あじさいまつり 騎西地域騎西 

70 浮野の里あやめ祭り 加須地域多門寺、北篠崎 

71 北川辺あやめまつり 北川辺地域伊賀袋 

行事 

祭事 

72 總願寺節分会 加須地域不動岡 

73 總願寺火渡り式 加須地域不動岡 

74 騎西玉敷神社だるま市 騎西地域騎西 

体験 

75 米づくり（田んぼオーナー制） 北川辺地域麦倉 

76 体験飛行(グライダー） 大利根地域新川通地先 

77 
収穫体験（イチゴ、トマト、じゃがいも、

とうもろこし、栗、さつまいも等） 
共通 

スポーツ・

レクリエー

ション 

78 サイクリング 共通 

79 自然観察 共通 

80 ウォータースポーツ 共通 

見物

見学 
81 こいのぼり工房見学 加須地域土手 

偉人 

著名人 

人材 

82 田中正造（政治家・義人） 共通 

83 下總皖一（作曲家） 共通 

84 河野省三（国学・神道教育者） 共通 

85 斎藤与里（洋画家） 共通 

・太字は観光ビジョン策定委員会で選ばれたトップ 10＋5 

・出典：加須の四季色（加須市観光ガイドブック）に掲載されたもの（加須歳時記掲載分は除く） 
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図 2－7 主な観光資源の位置 
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第２章 本市の観光を取り巻く状況

（３）宿泊施設 

 

市内の宿泊施設は、加須駅付近に２件のビジネスホテルと数件の旅館、新古河駅付近

に１件の旅館があります。 

 

 

（４）入込観光客等（平成 22 年） 

市内の入込観光客及びその利用交通機関、観光消費額は次のとおりです。 

 

○年間入込観光客 265 万人 

  内 県内客 151 万人（57％） 県外客 48 万人（18％） 不明 66 万人（25％） 

    日帰り客 200 万人（75％） 宿泊客 1.3 万人（5％） 不明 63.7 万人（20％） 

 ○利用交通機関 鉄道 6％ バス 2％ 自家用車 79％ その他 13％ 

 ○観光消費額 17.9 億円 

 

 

 

 

（５）観光大使 

加須市観光協会では、加須市に関心と愛着を持ち、様々な分野で活動されている加須

市にゆかりのある方を「観光大使」に委嘱し、市のイメージアップを図るため、加須市

の豊かな自然環境や歴史、文化など、市の魅力を広く内外にＰＲしていただいています。 

平成 23 年度末現在、下表の 54 名（組）が委嘱されています。 

表 2－4  加須市観光大使 

氏名 

（敬称略） 

委嘱

年度

加須市との 

ゆかり 
プロフィール等 

市川  和男 20 出身 シンガーソングライター 

大谷  貴子 〃 在住 元全国骨髄バンク推進連絡協議会会長 

川尻  友紀子 〃 出身 元東北放送アナウンサー 
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氏名 

（敬称略） 

委嘱

年度

加須市との 

ゆかり 
プロフィール等 

こいのぼりん 20 生まれ 特産品こいのぼりの ゆるキャラ 

近藤 明広 〃 出身･在住 プロボクサー 元日本ライト級チャンピオン 

ジャンボ 

こいのぼり 
〃 生まれ 加須市民平和祭等にて遊泳 全長 100ｍ世界最大級 

田中 晃三 〃 出身 元東京都議会議長  

中島 哲也 〃 出身 
ソフトウエア会社代表 平成 18 年オセロ名人・全日

本王者 

早坂 毅代司 〃 在住 トリノ冬季五輪スキー複合チーム監督 

涌井 清春 〃 市内に博物館所有 クラシックカー博物館 館主 

漆原 恵美子 21 出身 ソプラノ歌手 音楽指導者 

川口 衞 〃 

ジャンボこい

のぼり制作技

術指導者 

建築構造設計家 法政大学教授 

小山 季絵 〃 出身･在住 サッカー選手 元日本女子サッカー代表 

島崎 弥生 〃 出身 ソプラノ歌手 音楽指導者 

西村 旨行 〃 出身･在住 プロカメラマン 

藤間 修一 〃 在住 埼玉陸上競技協会名誉会長 陸上競技指導者 

水戸部 正志 〃 在住 ＴＶ、ラジオ、新聞等を通じて加須市をＰＲ 

山中 茂樹 〃 在住 剣道範士八段（財）埼玉県剣道連盟副会長 

赤荻 一也 22 在住 ピザ職人 ピザ世界コンテスト優勝 

秋山 哲也 〃 出身･在住 ピアニスト 音楽指導者 

飯塚 麻衣 〃 出身・在住 第 18 代ミス藤むすめ 

石川  亨 〃 出身･在住 元海上幕僚長 元統合幕僚会議議長 

稲穂戦隊 

スイハンジャー 
〃 生まれ 加須市のご当地ヒーロー 

井上 岳久 〃 出身・在住 カレー研究所所長 執筆・食品開発で活躍 

入船亭 遊一 〃 出身 落語家・落語講師 

尾城 雅一 〃 出身･在住 建築家 押し花アート作家 

久保田 裕之 〃 出身 ファッションモデル・俳優 
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氏名 

（敬称略） 

委嘱

年度

加須市との 

ゆかり 
プロフィール等 

笹谷 久美子 22 在住 マリンバ奏者 日本木琴協会特別会員 

杉田 明美 〃 在住 ソプラノ歌手 

中島 睦雄 〃 出身・在住 下總皖一研究家 下總皖一を偲ぶ会会長 

西村 暢二 〃 在住 埼玉陸上競技協会会長 箱根駅伝出場 

ピンキッシュ 〃 生まれ 童謡アイドルユニット 

マウンテンモカ 

キリマンジャロ 
〃 出身・在住 6 人組 インスト・ファンク・バンド 

溝江 里映 〃 出身 小物デザイナー・作家 

持木  弘 〃 出身・在住 オペラ歌手 藤原歌劇団団員 

山中 信人 〃 出身・在住 津軽三味線奏者 

吉武まつ子 〃 
元童謡のふるさ

とおおとね大使
メゾソプラノ歌手 下總皖一童謡音楽賞受賞 

阿瀬見 貴光 23 出身 オペラ歌手・ミュージカル指導 

新井 章太郎 〃 出身・在住 アパレルデザイナー 

井田 仲弘 〃 出身 
ホテルメトロポリタンエドモンド総料理長 

「テレビチャンピオン」の惣菜販売チャンピオン 

かいでん 

まさのり 
〃 市内保育園講師

和太鼓奏者・舞踊家 

市内みつまた保育園和太鼓サークル講師 

からっぱこ 〃 出身 タレント こうのすフラワーラジオパーソナリティ 

川島 優 〃 出身 棒高跳び選手 世界ユースイタリア大会 5位 

桑原 フサ 〃 在住 芸妓 埼玉県知事より「観光協会賞」受賞 

鯉川 のぼる 〃 出身 歌手 ものまねタレント 

坂本 聡 〃 在住 プロゴルファー 

さくまひでき 〃 イベント出演 シンガーソングライター 

武正 八重子 〃 在住 
テニス選手 71 年全仏・ウィンブルドン出場 

日本女子テニス連盟理事長 

田中 文男 〃 
スポーツクライ

ミング普及 

前社団法人日本山岳協会会長 

（現）埼玉県山岳連盟名誉会長 

田中 幸枝 〃 在住 シャンソン協会準会員  
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氏名 

（敬称略） 

委嘱

年度

加須市との 

ゆかり 
プロフィール等 

秀樹と吾一 23 鯉つながりの会 作曲家、広島カープ応援団 

本多 のぶ子 〃 在住 演歌歌手  公害撲滅活動 

又野 亜希子 〃 出身 
「ママの足は車イス」の著者 障害者として命の大

切さ、絆の尊さを全国で講演 

YOSAKOI 

舞ふれんず 
〃 在住 

各地よさこいイベントに出場 

保育園・小学校などで指導 

※委嘱年度毎アイウエオ順 

 

（６）観光ボランティアガイド 

本市を訪れる観光客の皆さんにおもてなしの心で観光スポットを案内し、本市の魅力

を伝えることを目的として活動している市内の観光ボランティア組織は、次のとおりで

す。 

表 2－5 市内の観光ボランティア団体 （平成 23 年 12 月現在）   

名  称 構成員 設  立 

浮野の里 葦の会 304 人 H9 

大藤咲かせ隊 74 人 H20 

オニバスガイド 12 人 H22 

騎西歴史ガイドの会 11 人 H22 
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（７）本市の観光の課題 

本市の観光の課題をまとめると次のようになります。 

（ア）観光地づくりに関する課題   

○本市の観光地づくりを進める上で、道路・橋りょうなどの基盤整備や役所・文化交

流施設などの公共施設の整備等において、意識的・継続的に観光の視点を導入す

ることが必要です。常に観光を意識することで、効率的・効果的に観光のまちを

実現することが必要です。 

○観光地づくりには市民との協働が不可欠です。観光に関する市民の意識と理解を深

めるため、観光に関する学習機会を設ける必要があります。 

○魅力的な観光のまちをつくるためには、まち全体の景観整備や個性の創造などが必

要です。 

 

（イ）観光資源・施設に関する課題   

○本市には中核となる観光の核が少ないため、本市を観光で訪問する動機づけとなる

ような魅力ある観光拠点の整備に取り組むことが必要です。 

○本市の観光資源は、中小規模のものが広い範囲に分散立地しているため、資源のネ

ットワーク化による魅力の増強と、二次交通の整備による地域内の利便性の向上が

必要です。 

○魅力ある観光資源が不足しているため、観光資源の磨き上げや未利用資源の掘起こ

しなどによる観光資源の魅力強化や新たな観光資源を創造することが必要です。 

○現状では、市内の観光だけで 1日を過ごせないので、市内観光資源のネットワーク

化や周辺地域の観光地・観光資源との連携を図る必要があります。 

○潜在能力のある資源が十分に活かされていないため、資源の充実・整備、PR が必

要です。また、新たな観光資源の掘起こしも必要です。 

○本市の観光は花や祭りなど特定の時期に限られがちで、年間を通した集客要素が少

ないため、四季折々に開催される祭・郷土芸能や新しいイベントを戦略的に観光に

組み込む必要があります。 

○現状では観光客向けの宿泊施設が少ないため、周辺地域とも連携して宿泊需要を生

み出し、小規模で魅力的な宿泊施設の整備を視野に入れる必要があります。 
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（ウ）観光情報に関する課題   

○本市の観光資源に対する認知度や関心が低いので、より積極的な観光情報の発信と

PR 等に取り組む必要があります。 

○現地に来た観光客に対して、観光情報を一元的に提供する場がないので、観光案内 

所を整備する必要があります。 

○市内外の観光情報データベースの整備と観光客に的確に情報を提供するために情

報の管理・案内の一元化を推進する必要があります。 

 

（エ）観光基盤整備に関する課題   

○市内に分散する観光資源にアクセスしやすくするために、バスなどの二次交通手段 

を充実させる必要があります。 

○市街地を散策したり、観光施設等を利用し易くしたりするために、現状で不十分な

駐車場の整備を進める必要があります。 

○市内の観光施設や観光コースを巡るための案内板、標識等の整備が不十分であるた

め、案内板、標識、看板等のサインを適切に整備する必要があります。 

 

（オ）広域観光に関する課題   

○市内の観光資源だけを対象にして誘客するのは限界があるので、周辺地域の観光資

源とのネットワーク化を図り、広域で誘客する方向を検討する必要があります。広

域的観光の取組により、相互の観光特性を最大限に活かし、利益を最大化する仕組

みづくりを進めることが望まれます。 

○広域観光を展開する中で、広域観光における本市の位置づけや役割を踏まえた観光

地づくりが必要です。 

   

（カ）協働に関する課題   

○本市の観光地づくりはまだ緒についたばかりの段階にあるので、これまでは観光地

づくりに対して市民、民間企業、地元商工会等との協働・連携が十分なかったこと

から、今後は積極的に協働・連携を図ることが必要です。 
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（８）本市の観光の魅力、長所 

 本市の観光の長所として次のようなものがあげられます。 

 

○東京都、埼玉県南部など大市場が近くに存在している。 

○高速道路のＩＣが市内にある。 

○関東地方の中央部にあり、近隣他県からの日帰り観光の適地である。 

○市内に東武鉄道の 4つの駅を有し、ＪＲの駅も至近にある。 

○郷土菓子、米、特産野菜等は、現状では観光面での利用が低いが、取り組み次第

で高い可能性を持っている。 

○利根川の恵みが地域の自然、文化等に色濃く存在しており、観光に活用できる。 
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５ 周辺地域の観光資源 

 

本市の周辺地域の主な観光資源には、下図のようなものがあります。これらの観光資源

とはお互いに協調・連携して、多くの観光客の誘致を図ります。 

 

図 2－8 周辺地域の観光資源 

 

Ｎ 
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第３章 本市の観光の目指すべき方向 

 

１ 観光によるまちおこしの理念 

 

 
 
 

自分たちが住んで住みよいまち、自分たちが誇れるまちは、観光客にとっても魅力的

なまちと言えます。まちの良さを見つけ、大切に育て、自信と誇りをもって、観光客に

案内できるような観光地づくりを目指します。 

 
 
 
２ 観光によるまちおこしの基本方針 

観光によるまちおこしの基本方針は、次の 8つの項目からなります。 

観光資源を育てる 

本市の観光資源は、多くが未熟で未開発の段階ですが、将来が期待される魅力と個性あ

るものがたくさんあります。これらの資源を、これからじっくり時間を掛けて、本市の観

光を彩る個性的で豊な観光資源に育てていきます。 

 

市民一人ひとりが観光に参加する 

観光資源が小規模なものでも、市民が大切に思っているものを、市民自身がガイドに

なって丁寧に観光客に説明しようとする姿勢が大切です。近年、普及し始めている着地

型観光は、このような観光の方向を目指したものです。着地型観光とは、従来の旅行業

者が、大きな観光地や観光資源を対象に旅行商品をつくり、大規模に販売する観光とは

異なり、地域の目線でキラリと光る小さな資源を組み合わせて、地域発の魅力的な観光

として提供するというものです。本市の観光は、このような観光を一つの目標にします。 

観光客に誇れるまちをつくる 



 

32 

第３章 本市の観光の目指すべき方向 

市民と観光客の交流を深める 

観光客に対する市民の「おもてなし」は、魅力ある観光地づくりにとって非常に大切で

あり、市民ボランティアガイドによる心のこもった丁寧な説明は、観光客に強い興味と満

足感を与えることができます。 

このようなことから、市民が単に観光客を迎えるだけでなく、直接観光客に接し、交流

することにより、市民自身が成長し、自分の郷土に誇りを持てるような観光を目指します。 

 

 

 

産業と連携した観光振興を推進し、市内産業の活性化を図る 

市内には観光に活かすことができる農商工業の資源があります。例えば、農業を活か 

したグリーンツーリズム、手打ちうどんの食べ歩き、工場での体験見学などです。この

ような従来からある市の産業を観光に活かすとともに、観光により農商工業等が活性化

されるような仕組みづくりを推進します。 

 

 

 

まちに賑わいをつくる 

観光客が市に多く訪れることにより、市内に賑わいと活気が生まれます。その効果を

商業、サービス業等の振興につなげるように努めます。 

 

 

 

まちの基盤整備との連携を図る 

観光地づくりのために特別の投資をしなくても、公共事業を実施する過程において観

光の視点を加えることで、効率よく、魅力的な観光地づくりができます。市内の道路、

橋、各種の公共施設、コミュニティバスなどの整備に際しては、加須の観光のイメージ

に沿ったデザインを用いるなど、効率的で効果的な観光地の形成に努めます。 
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個性的で美しいまちをつくる 

歴史ある神社仏閣、利根川、浮野の里、水深地区の自然景観など美しい特色のある資源

は、さらに特色を強化するための景観整備を推進します。 

また、これらの資源だけではなく、市全体について、市民が自慢できる個性的で美しい

まちをつくります。 

 

 

 

周辺地域と連携して日帰り観光を推進する 

本市及び周辺地域の観光は、主に東京圏からの日帰り観光が中心です。日帰り観光で

は、いくつかの観光資源を巡ることが多いことから、市内の観光だけでなく、周辺地域

の観光資源と連携して、観光客にとって魅力的な観光コースをつくることが大切です。

周辺地域の観光と連携することで、お互いにメリットが得られるような仕組みづくりを

推進します。 
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３ 観光振興の目標値 

   観光振興の目標値を次のように設定します。 

① 年間観光入込客数  

       （平成 22 年度）         （平成 33 年度）  

2,650,000 人      3,200,000 人（1.2 倍） 

② 手打ちうどん来店客数  

   （平成 22 年度）      （平成 33 年度）  

205,000 人       305,000 人（1.5 倍） 

③ レンタサイクル利用者数 

   
   （平成 23 年度見込み）    （平成 33 年度）  

 280 人       700 人（2.5 倍） 

④ 市民の観光に対する理解促進のための啓発・広報活動  

（平成 23 年度見込み）     （平成 33 年度） 

1 回        年間 4回以上 

⑤ 観光情報の年間報道件数 

     （平成 23 年度見込み）     （平成 33 年度） 

          230 件       300 件以上（1.3 倍） 

⑥ 旅行商品の企画・実施件数 

（平成 23 年度見込み）    （平成 33 年度） 

0 回         年間 3件以上 
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