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第４章 観光振興施策 

第４章  観光振興施策 

 

観光振興施策の体系  

（１）観光によるまちおこしの基本方針と観光施策 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

１

①観光資源を育てる 

②市民一人ひとりが観光

に参加する 

③市民と観光客の交流を

深める 

④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 

⑤まちに賑わいをつくる 

⑥まちの基盤整備との連

携を図る 

⑦個性的で美しいまちを

つくる 

⑧周辺地域と連携して日

帰り観光を推進する 

基 本 方 針 観 光 施 策 

＜観光資源形成＞ 

(1)主要な観光拠点の充実・整備 

(2)資源の有効活用、 

潜在資源の掘起こし 

＜観光資源の魅力アップ＞ 

(3)地域のイメージ・ブランド・目

玉の創出 

(4)食べ物、土産品の魅力づくり 

(5)イベント・祭・郷土芸能の充実

(6)文化財の保護保全と活用 

(7)学習・体験観光の推進 

(8)グリーンツーリズムの推進 

＜観光基盤の整備＞ 

(9)観光のＰＲ・情報発信 

(10)交通手段の整備 

(11)観光サービスの整備・充実 

(12)人材の育成・活用 

(13)美しいまちづくり 

＜観光実現＞ 

(14)広域連携 

(15)旅行商品の造成 
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（２）総合振興計画と本観光ビジョンの施策との関連 

総合振興計画 観光ビジョン 

章節 項 具体的な施策 観光施策 

1-3 

第 1 項 生涯学習の推進  （1）生涯学習活動の充実 (12)人材の育成・活用  

第 2項 芸術文化の振興 

（1）伝統文化の保存  

(1)主要観光拠点の充実・整備 

(5)イベント・祭・郷土芸能の充実 

(6)文化財の保護保全と活用 

（2）芸術文化の振興 (2)資源の有効活用、潜在資源の掘起こし

（3）文化財の保護とまちづ

くりへの活用 
(6)文化財の保護保全と活用(再掲) 

2-2 
第 2 項 スポーツ・ 

レクリェーションの振興 

（2）スポーツ・レクリェー

ション施設の充実 

(2)資源の有効活用、潜在資源の掘起こし

（再掲） 

3-1 

第 1 項 防犯体制の強化 （2）防犯組織の体制整備 

(11)観光サービスの整備・充実  第 3項 防災体制の強化 （2）防災体制の充実・強化

第 4項 消防・救急力の強化 （1）消防体制の充実 

3-2 
第 2 項  

道路・交通網の充実 

（2）生活道路の整備 

(10)交通手段の整備 （3）道路環境の維持・向上

（4）公共交通の維持・充実

4-1 

第 1 項  

自然環境との共生  

（1）自然環境の保全・創造

(1)主要観光拠点の充実・整備（再掲） 

(2)資源の有効活用、潜在資源の掘起こし

（再掲） 

（2）水辺環境の保全  

(1)主要観光拠点の充実・整備（再掲） 

(2)資源の有効活用、潜在資源の掘起こし

（再掲） 

第 3項  

美しい街並みの形成 
（2）美しい景観形成  

(1)主要観光拠点の充実・整備（再掲） 

(2)資源の有効活用、潜在資源の掘起こし

（再掲） 

(13)美しいまちづくり 

4-2 
第 1 項  

低炭素社会の実現  
（3）自転車生活の促進  

(1)主要観光拠点の充実・整備（再掲） 

(10)交通手段の整備（再掲） 

4-3 

第 1 項  

環境学習・教育の推進 

（1）環境学習・環境教育の

充実 

(1)主要観光拠点の充実・整備（再掲） 

(2)資源の有効活用、潜在資源の掘起こし

（再掲） 

(7)学習・体験観光の推進 

第 2項 環境活動の促進 （1）環境活動団体の育成 (12)人材の育成・活用（再掲） 
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第４章 観光振興施策 

 

総合振興計画 観光ビジョン 

章節 項 具体的な施策 観光施策 

5-1 

第 1 項 農業の振興 

（4）売れる農産物づくり  

(2)資源の有効活用、潜在資源の掘起こし

（再掲） 

(4)食べ物、土産品の魅力づくり 

（5）地産地消の推進と新たな

流通の開拓 
(1)主要観光拠点の充実・整備（再掲） 

（6）”農”とのふれあい促進 

(1)主要観光拠点の充実・整備（再掲） 

(7)学習・体験観光の推進（再掲） 

(8)グリーンツーリズムの推進 

第 2項 工業の振興  （3）地場産業の振興  

(2)資源の有効活用、潜在資源の掘起こし

（再掲） 

(4)食べ物、土産品の魅力づくり（再掲）

第 3項 商業の振興  
（2）商店街や地域商業の 

賑わい創出 

(2)資源の有効活用、潜在資源の掘起こし

（再掲） 

(4)食べ物、土産品の魅力づくり（再掲）

(5)イベント・祭・郷土芸能の充実（再掲）

第 4項 産業の創出  （2）産業の連携 
(2)資源の有効活用、潜在資源の掘起こし

（再掲）  

5-2 
第 1 項  

観光によるまちおこし 

（1）観光資源の創出 

観光ビジョンに係る全ての施策(1)～

(15)  

（2）観光による交流人口の 

拡大 

（3）市のＰＲの推進 

6-1 
第 1 項  

広報・広聴と情報公開 
（1）広報の充実  

(1)主要観光拠点の充実・整備（再掲） 

(9)観光のＰＲ・情報発信 
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施策各論 

施策１ 主要な観光拠点の充実・整備 

市内観光の拠点として、今後、整備・充実を図るべきところはたくさんありますが、

その中でも潜在能力が高い次の資源・施設について、本市の観光を推進する上で特に重

要な観光拠点として位置づけ、重点的に整備・充実を図ります。それぞれの整備・充実

の方向は次のとおりです。 

浮野の里、道の駅、不動ヶ岡不動尊總願寺及び周辺、加須はなさき公園、 

騎西玉敷神社、騎西城周辺、渡良瀬遊水地、オニバス自生地、北川辺ライスパー

ク・郷土資料館、加須未来館、童謡のふる里おおとねカスリーン公園 

 

（ア）浮
うき

野
や

の里の保全と充実             

昔ながらの農村景観と埼玉県天然記念物に指定されている「加須の浮野とその植物」

などの貴重な地域資源について、多くの方に自然環境を体感してもらうために、市民

活動組織「浮野の里・葦の会」などと協働して保全・活用します。 

また、自然環境を身近に感じるために、散策道の整備、地域資源説明板の設置、ボ

ランティアガイドの活用、情報発信の拡充等を推進するとともに、貴重な環境・景観

を保全していくため、保全活動の充実、生態系調査、自然観察会の実施等を推進しま

す。 

さらに、来訪者の利便性を向上するために、休憩施設、駐車場、トイレなどの施設

の充実を図ります。 

■ワークショップで提案されたアイデア例 

・浮野の里あやめ祭り以外の田舟の運航 

・シーズン中の客の送迎 

・水の郷百選としてホタルで誘客 

・浮野の里むすめコンテスト等大会の開催  

 

所管：環境政策課  浮野の里あやめ祭り 

（イ）道の駅の機能の充実    

道の駅は、市内外の観光・物産の情報発信拠点及びターミナル拠点として、機能の

充実を図ります。 

２
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情報発信拠点としては、市内外の観光・物産情報について一元的に提供できる体制

整備を図ります。そのため、物産展示コーナー、パンフレットの配備、休憩所等を備

えた観光案内所の充実に努めます。特に、市内の他の直売所、農作業体験施設の情報

提供を推進します。 

ターミナル拠点としては、市内循環バスの発着、サイクリングターミナル、市内観

光拠点とのネットワーク化の整備を推進します。 

物産販売施設「いな穂」、「農村レストラン」で構成される「道の駅きたかわべ」で

は、特色を十分に活かし、より魅力ある道の駅にするために、北川辺地域の特産品は

もとより他地域の特産品も含め、年間を通して新鮮な品揃えに努めるとともに、手打

ちそばと北川辺こしひかりを基本に、地元農産物を使ったメニューの開発に努めます。 

物産販売施設「農業創生センター」と農村レストラン「わらべ」で構成される「道

の駅童謡のふる里おおとね」は、地元産の農産物や加工品等を中心とした品揃えに努

めるとともに、地場産野菜や蕎麦等を使ったメニューを増やします。併せて、道の駅

の集客を目的として植え付けをしたホテイアオイのＰＲに努めます。 

■ワークショップで提案されたアイデア例 

・商品情報の発信 

・案内看板を多数設置 

・地場産品、農産物の目玉づくり 

・オリジナル商品の開発 

・駐車場の拡充（道の駅きたかわべ）  

ホテイアオイの花園 

所管：商業観光課 (北)環境経済課  (大)環境経済課 

（ウ）不動岡周辺の環境整備    

不動ヶ岡不動尊總願寺は、関東三大不動にふさわしい境内環境を保持することが大

切です。そのため、門前である不動岡の町並み再生など

不動ヶ岡不動尊總願寺周辺の環境整備を検討します。 

節分会などの年中行事における交通対策、臨時駐車場

等については、總願寺と市が連携し、改善に努めます。 

  

所管：商業観光課  總願寺
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（エ）加須はなさき公園の利用促進   

プール・レジャーエリアと自然観察園・ふるさとの森エリアで構成される加須はな

さき公園は、駐車場は広くアクセス道路も整備され、全体的に充実した施設になって

います。年間を通じて様々なイベント等が開催され、釣りやレンタサイクル等を含め

た施設利用が可能ですが、利用は夏季に偏りがちです。 

今後、周辺施設との連携を促進するとともにＰＲに努

め、年間を通じた利用者の増加を図ります。 

■ワークショップで提案されたアイデア例 

・春、秋のまつり等の PR  

 

所管：商業観光課  加須はなさき公園のプール 

（オ）玉敷公園周辺の環境整備とＰＲ   

玉敷公園周辺は、市外からの観光客を呼び込むために国道 122 号など幹線道路から

の案内標識等の整備を推進します。 

国指定の重要無形民俗文化財である玉敷神社神楽は、その貴重性について、関連資

料の公開などのＰＲに努めます。 

■ワークショップの整備アイデア例 

・玉敷公園への案内板の増設 

・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 

・フジ、アジサイ、神楽、節分、だるま市、 

イチョウの情報発信強化 

・藤まつりの充実、藤の手芸品展の開催 

・地域の社寺めぐりを開発   玉敷神社社殿 

所管：(騎)環境経済課 (騎)教育事務所 商業観光課 道路課 

（カ）騎西城周辺の観光拠点形成   

騎西城の郷土史料展示室は現在公開していませんが、常時公開を検討します。騎西

城及び周辺地区においては、土塁などの保全に努めるとともに、隣接するキャッスル

きさい（騎西生涯学習センター、騎西図書館）とふじア

リーナ、玉敷神社を結ぶ「あじさいロード」を活かし、

周辺を一体的な観光拠点として、より一層のＰＲに努め

ます。また、騎西城は行田市の忍城と兄弟城であること

から、忍城との観光連携を図ります。 

所管：(騎)環境経済課 (騎)教育事務所            騎西城（郷土史料展示室） 
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（キ）渡良瀬遊水地のＰＲと有効活用   

渡良瀬遊水地に係る本市のエリアは少ないですが、遊水地全体を管理している渡良

瀬遊水地アクリメーション振興財団や栃木市、小山市、野木町、古河市、板倉町など

の周辺市町と連携して遊水地の活用を推進します。 

遊水地の利用は、上記財団、近隣市町、自然観察、スポーツ、歴史などの各種団体

が独自に行っている活動が多いことから、渡良瀬遊水地利用団体連絡協議会を通して

情報の共有、相互ＰＲ、共同開催を積極的に推進し、利用の拡大を図ります。 

また、庁内の渡良瀬遊水地利活用検討委員会についても、渡良瀬遊水地の有効活用

について検討します。 

さらに、渡良瀬遊水地を国際的に重要な湿地及びそこに生息する動植物の保全と適

正な利用の促進を目的としたラムサール条約への登録については、市民の意見を踏ま

え、近隣関係機関・団体と推進します。 

「北川辺スポーツ遊学館」は、渡良瀬遊水地の南の玄関口にあたるため、登録を見

据えた活用方法を検討します。 

■ワークショップで提案されたアイデア例 

・ワカサギ、エビ漁を PR 

・「オニバスの観光」との連携 

・花火大会の復活 

・田中正造と加須市の他の偉人と繋げて PR  

 

所管：(北)環境経済課 商業観光課 政策調整課            渡良瀬遊水地 

（ク）オニバス自生地の保全と環境整備  

オニバスは、埼玉県内で唯一の自生地であり、埼玉県レッドデータブックにおいて

絶滅危惧１Ａ類に指定されています。このオニバスをはじめとした、貴重な植物が生

育する豊かな自然環境を保全するとともに、遊歩道、トイレ、休憩所、案内板などの

整備・充実を図ります。 

■ワークショップの整備アイデア例 

・NHK などの TV に取材依頼。マスコミに情報提供 

・「オニバスの里」の形成 

・オニバス自生地と道の駅のタイアップ 

・ホタルの鑑賞会の開催  

                  

所管：(北)環境経済課  オニバス自生地 



 42

 （ケ）北川辺ライスパーク・郷土資料館の充実・利用促進   

田んぼのオーナー制や農作業体験を拡充し、年間利

用者の増加を図ります。また、農村の歴史文化の情報

発信や交流拠点の機能性を高めた施設利用の活性化

に努めます。 

 

所管：(北)環境経済課 北川辺教育事務所  北川辺郷土資料館 

（コ）加須未来館の充実とＰＲ   

宇宙に関する科学展示、プラネタリウム、農産物加工、大型映像装置による地域資

源展示を常設する加須未来館は、多彩な機能を活かした取組や常に 新の展示物・設

備を求められることから、運営の工夫と設備などの更新・拡充を図ります。 

また、加須未来館に隣接する県の「加須サイクリングセンター」や群馬県渋川市か

ら千葉県浦安市を結ぶ「利根川自転車道（サイクリングロード）」が整備されているこ

とから、これらの施設とのネットワーク化を推進するとともに、施設のＰＲと情報発

信の拡充に努め、加須未来館周辺を含めた施設の活性化を図ります。 

■ワークショップの整備アイデア例 

・常設展示やフロアゲームのリニューアル 

・宇宙飛行士若田さんに関連した事業の展開 

・学生サイクリング大会等とのコラボイベント 

・滑り台のような遊戯施設の増設   

所管：農業振興課 商業観光課 生涯学習課  加須未来館 

（エ）おおとね童謡のふる里室の活性化と童謡のふる里おおとねカスリーン公園の整備  

童謡のふる里おおとねカスリーン公園内に立地する「大利根水防センター」内の「

おおとね童謡のふる里室」は、土日祝日のみの開館となっていることから、イベント

等の開催を検討し、施設の活性化に努めます。 

また、公園については、堤防の機能を損なわない

範囲で、公園周辺を含めた景観の整備を行います。 

■ワークショップの整備アイデア例 

・スカイフェスティバル時にコンサート開催 

・施設の名称を下總皖一にする   

利根川堤防決壊口跡及び決壊碑 

所管：大利根教育事務所 まちづくり課  
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 施策２ 資源の有効活用、潜在資源の掘起こし 

次の資源・施設は観光資源としての潜在能力は高いと思われますが、これまでその資

源的な価値が有効・有意義に活かされていない面があります。これらの資源・施設を有

効に活用し、潜在的な資源の掘起こしに努めます。 

利根川、水深地区の自然景観、農林総合研究センター水産研究所、 

環境科学国際センター、工業団地等の産業観光、偉人など  

 

（ア）利根川の活用   

水や緑の豊かな自然をもたらし、歴史や文化に大きくかかわってきた貴重な地域資

源である利根川については、周辺の多様な資源や機能を活用するとともに、魅力的な

まちづくりを推進する「利根川未来パーク」の位置付けに基づき、利根川を活かした

まちづくりを推進します。 

 

■ワークショップの整備アイデア例 

・大利根（新川通り）開削の基盤整備 

・グライダー等河川敷の空間利用 

・「日本一の利根川」をネーミングに利用 

・ゆるキャラ化、坂東太郎キャラクターの利用 

・渡し船の設置   

  河川敷の菜の花 

所管：まちづくり課 商業観光課 政策調整課 

（イ）水深地区の景観まちづくり   

全域にわたって水や緑の自然景観や歴史・文化の景観を満喫できる空間が数多く点

在する水深地区については、水深ならではの昔の景観を思わせる北辻沼とその周辺に

広がる雄大な田園の富士山とのコントラストなど魅力

的な景観資源を保全、継承し、水深地区景観指針に基づ

く景観まちづくりを推進します。 

  

水深地区から望む富士山 

所管：まちづくり課 
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（ウ）農林総合研究センター水産研究所のＰＲ   

多種類の金魚や錦鯉を間近に見ることができる農林総合研究センター水産研究所に

ついては、家族連れで参加できるお魚ふれあい教室が年数回開催されるなど、魅力あ

る施設であることから、ＰＲの強化、展示室などの整

備を県に要請します。 

 

 

 

水産研究所 

所管：商業観光課 農業振興課 

（エ）環境科学国際センターのＰＲと利用促進   

昭和 30 年代の埼玉県東部地域の里山体験ができる生態園が併設され、 新の環境問

題が学べる環境科学国際センターについては、本市として更にＰＲと活用に努めると

ともに、単独の利用はもちろん、親子連れを対象に、環境科学国際センターでの環境

学習と果物狩りをセットにした日帰りツアーを企画

するなど、他の資源・施設と共同して、施設の利用促

進を図ります。 

 

 

 

環境科学国際センターに隣接する種足ふれあいの森 

所管：商業観光課 環境政策課 

（オ）工業団地等の産業観光化の推進   

工場の公開は、製造工程の見学や一部製品の販売を行うことにより、見学者の製品

に対する興味や購買意欲を高める効果があります。業種によってはダイレクトマーケ

ティングにつながるメリットもあることから、観光の有

力な資源として事業所と連携して積極的に推進します。 

 

    

 

佃煮工場内 

所管：産業雇用課 商業観光課 
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第４章 観光振興施策 

（カ）郷土の偉人の顕彰  

斎藤与里、河野省三、田中正造、下總皖一など加須市ゆかりの代表的な偉人を広く

知っていただくため、偉人の業績や人となりを紹介する場の整備・充実を図るととも

に、生誕や施設などに関する周年事業にあわせて、多くの人が参加できる記念イベン

ト等を開催します。 

■ワークショップの整備アイデア例 

          ・カスリーン公園内のおおとね童謡のふる里室の PR     

・ピンキッシュを活用した PR                 

・下總皖一全国校歌大会を開催 

・斎藤与里展の定期開催、美術館の整備         

 

所管：生涯学習課 各教育事務所  田中正造

  

施策３ 地域のイメージ・ブランド・目玉の創出 

本市の観光の魅力を発信する際には、観光客にとって分かりやすい地域のイメージ、

ブランドがあることが望まれます。このイメージやブランドなどの下に地域の観光資

源を結びつけることによって、観光地としての訴求力が高まり、個々の資源の魅力も

強調されます。 

（ア）地域イメージの設定   

本市の地域イメージを 

「利根川の恵み のどかなふる里」 

とします。 

（イ）地域ブランド名の設定   

  商品にブランドを付けることによって他との区別ができ、その商品が優れたものであ

れば販売が促進できることから、本市の観光に供する地域の物産や観光資源に「加須－

カゾ－かぞ－KAZO（kazo）」とブランド名を設定します。 

 「加須」は語感が良く、漢字の加須は難読漢字なので一度覚えれば記憶に強く残るた

め、「加須うどん」、「加須の米」、「加須郷土菓子」、「加須サイクリングコース」など、

他との差別化を図り商品価値を高めます。 

所管：産業雇用課 農業振興課 商業観光課 
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（ウ）観光の目玉の創出   

本市の名物である「こいのぼり」や利根川とのどかな田園

風景に基づく本市のイメージを題材にしたイベントやグッズ、

食べ物、マスコットキャラクターなど、多様な観光商品の開発

を検討します。 

また、こいのぼりにちなんだオリジナルな物語を創作する

など、観光の目玉の創出に努めます。 

 

所管：商業観光課  マスコットの例 

施策４ 食べ物、土産品の魅力づくり 

 観光客にとって現地の食べ物と土産品には大きな関心があります。食べ歩きやそこで

しか買えない品物を買うだけでも、有名な観光目的になります。本市には手打ちうどん、

郷土菓子、地酒、農産物など特徴のある物産がたくさんありますので、その魅力づくり

を推進します。 

（ア）食べ物の魅力づくり   

手打ちうどん、郷土菓子、川魚料理、地酒、米、イチゴ、梨、イチジク、トマトな

ど、本市の特徴的食べ物を活用し、さらに磨きをかけ、本市ならではの魅力的な名物

に育てます。 

また、それぞれの食べ物の魅力アップと販売促進の方向性として次のことに取り組

みます。 

＜共通事項 ＞ 

・オンリーワン化……他にない特色をつくる 

・新商品の開発……地元の特産品を活用した新たな食品の開発 

・効果的なＰＲ……まず知ってもらう、継続的に情報発信する、インターネットや

ＴＶなどのマスメディアを利用する、口コミを活用するなど 

・品質の向上……消費者の支持を得るための必須条件。競争に勝ち抜くための原則  

・時代のニーズ、志向への対応……伝統とさきどりのマッチング 

・定常化……いつでもある、変わらぬ味の保持 
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第４章 観光振興施策 

＜うどん＞ 

・他地域とは違う特徴をつくる 

・各店の創意工夫と競争の促進 

・各店のおすすめメニュー開発と店頭での明示の推進、コンテストの実施等 

・全店の品質のレベルアップ 

■ワークショップの整備アイデア例  

・全国の有名うどんを集めたうどん EXPO の開催  

・うどんの日を定める。 

・イベント時に「うどん会」で出店  

 

 

 
加須市みんなで考えた肉みそうどん 

＜川魚料理＞ 

・他地域とは違う特徴をつくる  

・「モロッケ」のような、ホンモロコを使用した新しい料理や商品開発の検討 

・川魚料理店、販売店の紹介・ＰＲの推進 

 ＜郷土料理＞ 

・郷土料理の再点検と、お母さん達の名物料理づくり  

・冷汁うどん等のＰＲとご汁などの郷土料理の商品化  

所管：産業雇用課 農業振興課 商業観光課 

（イ）郷土菓子の活用   

塩あんびん、いがまんじゅう、五家宝など本市の伝統的な郷土菓子、イチジクを使

用したようかんや 中、こしひかりまんじゅう、こいのぼり 中など特色ある和菓子

を市内に和菓子屋が多いことを活かして、本市の名物に育てていきます。 

■ワークショップの整備アイデア例 

・販売店を PR 

・統一したパッケージの制作 

・加須独自の「いがまんじゅう」等の創作 

・イベント時に菓子組合で出店 

・誕生日用パッケージ等の制作 

・うどん屋さんで販売  

所管：商業観光課  いがまんじゅう、塩あんびん、五家宝 
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（ウ）魅力的な土産品づくり   

本市の特色ある食べ物やこいのぼりに関連したグッズ、地酒、新鮮な農産物など、

魅力的な土産品販売促進のために、土産品情報の整備、ＰＲ、品質の向上など次のこ

とに取り組みます。 

 

・土産品情報の整備……パンフレット、情報提供内容の充実 

・情報の配備とＰＲ……主要な観光施設など人の出入りの多い場所にパンフレット

を常備。インターネット、ＨＰなど各種メディアでのＰＲ

の推進 

・商品価値の向上………商品そのものの品質の向上、量目、価格帯、パッケージな 

どの工夫 

・新商品の開発…………加須市でかつて栄えた青縞木綿など新たな土産品の開発 

所管：産業雇用課 農業振興課 商業観光課 

（エ）米・イチジク・梨・イチゴ・トマト・キュウリなどの農産物のＰＲと活用   

米・イチジク・梨・イチゴ・トマト・キュウリなどの農産物は、地域の特産品とし

てＰＲに努めるとともに、収穫やもぎ取りなどの体験の場での活用に努めます。これ

からの地域の特産品は、自慢の土産物として道の駅や直売所での販売を促進します。 

また、優れた農産物を使った多様な加工品を開発し、地元でしか買うことができな

い特産品としての付加価値をつけて販売します。特に、イチジクは生産地が少ないの

で、特色ある土産品になることが期待できることから、積極的に活用を促進します。 

■ワークショップの整備アイデア例 

・ブランド化（米） 

・米を使った B 級グルメ・名物料理の開発 

・市内の飲食店で地元米の積極的使用 

・地元米取扱店認定制度の創設  

 

  イチジク 

所管：農業振興課 各総合支所環境経済課 

 



  

 49

第４章 観光振興施策 

施策５ イベント・祭・郷土芸能の充実 

 

イベントには、大きな集客効果があるとともに、伝統的な文化や新しい息吹に触れ、

本市を知ってもらうよい機会にもなります。さらに、市内外の方と交流を深めることも

できます。 

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み、交

流人口の拡大を図ります。 

（ア）既存の主なイベント・祭の充実   

地域のイベントや祭りを盛り上げるためには、地域のコミュニティの活性化が不可

欠であることから、地域活動の充実に向けた支援に努めます。 

また、地域団体と協働し、イベント内容の充実やＰＲを推進します。 

    本市の大きなイベントである、市民平和祭（ジャンボこいのぼり遊泳）、藤まつり、

かぞどんとこい祭り（加須夏祭り）、利根スカイフェスティバル、こいのぼりマラソン

大会などをより多くの人に知ってもらうためにＰＲの強化に努めるとともに、来場者

に対する交通、案内、駐車場、トイレ等のサービスの充実を図ります。 

 

■ワークショップの整備アイデア例 

・対岸のイベントの拡充（市民平和祭） 

・サイクリングとのコラボ（市民平和祭） 

・ブルーインパルスとの競演 

（利根スカイフェスティバル） 

・利根川に船を浮かべる。（利根スカイフェスティバル） 

 

所管：関係各課  かぞどんとこい祭り 

（イ）伝統的な行事・祭事や郷土芸能の保存・継承   

地域社会の変化とともに衰退が懸念される伝統的な行事・祭事や郷土芸能について

は、地域の風土と歴史に培われてきた伝統の文化であ

ることから保存と継承に努めるとともに、地域固有の

文化的な資源として観光に活かします。 

 

ささら（種足雷神社） 

 所管：生涯学習課 商業観光課  
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＜地域で広く知られているイベントと伝統的な行事・祭事＞ 

  ○埼玉県物産観光協会ちょこたび埼玉で紹介しているもの 

不動ヶ岡不動尊節分会、玉敷神社だるま市 

  ○埼玉県ガイドブック埼玉 2010 で紹介しているもの 

ジャンボこいのぼり、不動ヶ岡不動尊節分会 

  ○加須市（加須市観光ガイドブック 加須の四季色・遊）で紹介しているもの 

   ・加須駅前通りイルミネーション（11 月上旬～1月上旬、加須駅前通り） 

   ・總願寺の節分会と火渡り式（2月 3日、9 月 28 日、總願寺） 

   ・円満寺の大祭（2月中旬、円満寺） 

   ・騎西藤まつり（4月 29 日～5 月 5日、玉敷公園） 

   ・加須市民平和祭（ジャンボこいのぼり遊泳）（5 月 3 日、利根川河川敷緑地公園） 

  ・浮野の里あやめ祭り（6月中旬） 

   ・かぞどんとこい祭り（7月中旬、加須駅周辺） 

   ・夏越祭り（7月下旬、洗礒神社） 

   ・騎西夏祭り（7月下旬、騎西中心街） 

・オニバスフェスタ（8月中旬） 

   ・まちなか賑わいフェスティバル（8月下旬、千方神社） 

   ・種足雷神社のささら（獅子舞）（10 月中旬、雷神社） 

・利根スカイフェスティバル（11 月上旬、利根川河川敷緑地公園） 

・埼玉養殖魚まつり（11 月上旬、農林総合研究センター） 

・こいのぼりマラソン（12 月上旬、市内） 

 

（傍線は主な観光資源として観光ビジョン策定委員会で選ばれたもの） 

 

（ウ）新しいイベントの創出                           

今後の観光や農商工業の振興のために、新しいイベントを創出します。特に、本市

に特有の花、サイクリング、利根川、渡良瀬遊水地、手打ちうどん、郷土菓子などを

活用した新しいイベントの創出を検討します。 

 

所管：関係各課 
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第４章 観光振興施策 

施策６ 文化財の保護保全と活用 

 

市内の文化財は、国指定 2件（騎西玉敷神社神楽―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）、県指定 7件（加須の浮野とその植

物、龍蔵寺寄木造阿弥陀如来立像、旧利根川堰堤跡、龍興寺足利持氏・同春王・同安王

供養塔、龍興寺青石塔婆、万葉遺跡（古河の渡し）、騎西玉敷神社のフジ）、市指定 181

件です。文化財は保護・保全が 優先されなければなりませんが、同時に、その存在や

価値が一般に公開され、学習する機会が設けられていることが必要です。そのため、文

化財の保護保全に支障のない範囲で、積極的に観光に活かしていきます。 

（ア）騎西玉敷神社神楽のＰＲと活用         

騎西玉敷神社神楽は、国指定重要無形民俗文化財であり、市外公演も数多く行ってい

る一方、知名度については高くないことから、神楽の

存在とその貴重性を広くＰＲするとともに、定期奉納

以外の市内公演を支援します。 

 

所管：騎西教育事務所 商業観光課          

                                 騎西玉敷神社神楽 

（イ）文化財巡りの推進                             

市内にたくさん分布している文化財を広く知り楽しんでもらうために、文化財を巡る

コースを設定します。コースは文化財の分布状況とテーマによって数種類設定し、パン

フレットや案内標識などを整備します。コースの設定に

際しては、飲食店、土産物店、商店街などをコース上に

効果的に組み込む工夫をします。 

 

 

 

所管：生涯学習課 各教育事務所 商業観光課  金剛院画像板碑 

（ウ）指定文化財の活用                             

 県指定及び市指定の文化財は、管理者の協力の下に適正な保護・保全・管理に努め、

その有効活用を図ります。 

所管：生涯学習課 各教育事務所 商業観光課   
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施策７ 学習・体験観光の推進 

本市には、観光客が利用することのできる色々な学習施設や体験施設があります。こ

れらの施設の充実、学習・体験ソフトの整備及び人材の適正配備などを図って、学習

と体験の観光を推進します。 

（ア）学習観光の推進                               

加須未来館（子ども宇宙科学館）、北川辺スポーツ遊学館、北川辺郷土資料館、埼玉

県環境科学国際センター、農林総合研究センター水産研究所などは、学習と体験ができ

る観光施設については、学習・体験機能のさらなる充

実を図り、他の観光資源と意図的に結び付けた観光利

用を促進します。 

 

 

  渡良瀬遊水地のヨット 

所管：関係各課 

（イ）体験観光の推進                               

グリーンツーリズムの農業体験をはじめとして、手書きこいのぼり工房見学・体験、

五家宝の手づくり体験などユニークな体験観光のＰＲを強化するとともに、今後、手打

ちうどんづくり、郷土菓子づくり、郷土料理づくりなどの食の体験メニューを用意して、

人気の高い体験型の観光を推進します。 

また、渡良瀬遊水地のウォータースポーツや市民体

育館でのクライミング体験、サイクリング、グライダ

ー試乗体験によるスカイスポーツなど、市の特色を活

かしたスポーツ観光も積極的に推進します。 

 

グライダー 

所管：関係各課 
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第４章 観光振興施策 

施策８ グリーンツーリズムの推進 

グリーンツーリズムは、観光客にとっては自然に触れる、土に触れる、気持良い汗を

かく、とりたての農産物が食べられるなど色々な楽しみが得られ、農家にとっては農外

収入が得られるなどの効果から全国的に普及しています。 

本市では、加須未来館が企画する農業体験、北川辺ライスパークの米づくり体験など

に取り組んでいます。各地のグリーンツーリズムの成功例を参考にし、本市に相応しい

グリーンツーリズムを推進します。 

（ア）特産品を活用したグリーンツーリズムの推進                  

米、イチゴ、梨、イチジク、トマト、キュウリなどの特産農産物を活用した農業体験、

果物狩り、食品加工の体験などを更に拡充します。 

 

 

 

 

 

加須未来館 

所管：農業振興課 各総合支所環境経済課 

（イ）既存の関連施設の活性化                           

 加須未来館、北川辺ライスパークで行っている農業体験などのグリーツーリズムの取

組については、成功事例などを参考にして運営のノウハウを研究し、利用促進を図りま

す。 

 また、加須未来館は本市のグリーンツーリズムの拠点として、グリーンツーリズムに

取り組む農家等の組織化、情報の管理等の強化を図ります。 

 

 

 

 

 

北川辺ライスパーク 

所管：農業振興課 （北）環境経済課 
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施策９ 観光のＰＲ・情報発信 

本市の観光資源は数多くあるにもかかわらず、知名度があまり高くありません。本

市の観光を推進するに当たり、まず、本市の観光資源を広く知ってもらうことが必要

です。加須市総合振興計画においても本市のイベント・観光情報を国内外に発信・Ｐ

Ｒすることとしており、加須市ＰＲ営業本部の下で、今後、より積極的な観光情報の

発信・ＰＲに取り組みます。 

（ア）ＰＲ戦略の検討   

観光情報を発信・提供する場合、伝統的な口コミ、マスメディアによる情報発信、

スマートフォン・携帯電話等、個人情報発信機能の活用など、効果的な方法を選択し

て戦略的に実施することとします。 

  ＜観光のＰＲ・情報発信の方法＞ 

・ポスター、チラシなどの掲出、配布 

   ・お客様を大切にした口コミ宣伝 

   ・マスメディアによるパブリシティ、報道 

   ・旅行関係事業者への便宜供与による観光施設の手配、旅行商品の造成の推進 

   ・フィルムコミッション事業による映画等の撮影場所誘致や撮影支援 

   ・観光キャラバンの実施、物産展などへ出店・参加 

   ・市、観光協会などのＨＰの充実 

    ・ブログ、ツイッター、フェイスブックなど個人情報発信機能（バズ効果）の活用 

    ・スマートフォン・携帯のＡＲアプリ（セカイカメラなど）の活用 

   ・駅、ガソリンスタンド、コンビニ、飲食店、民間委託観光案内所、タクシー、コ

ミュニティバスなど市内の情報発信拠点の拡大 

  ・観光大使などをとおした、本市の観光のＰＲ 等 

 

 

所管：秘書広報課 商業観光課 
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第４章 観光振興施策 

（イ）マスメディア・観光関連事業者に対する情報発信・提供、支援   

本市の観光情報の発信・提供については、ＴＶ、ラジオ、新聞、雑誌などのマスメ

ディアや旅行会社、鉄道、バス等の観光関連事業者に対して積極的に行い、メディア

に取り上げてもらうとともに、旅行商品を造成・販売してもらうようにします。 

また、フィルムコミッション事業により、映画やテレビドラマなどの撮影場所等の

支援に積極的に取り組みます。 

所管：秘書広報課 商業観光課 

（ウ）ＩＣＴの活用   

急速に発展しているＩＣＴ（ＷＥＢ、カーナビ、携帯電話、スマートフォン等）を

活用し、観光情報の発信手段として本市のホームページの充実を図るとともに、市観

光協会のホームページを立ち上げ、市民が開設するサイトや市内の観光関連施設のサ

イトとの相互リンクを推進します。 

また、スマートフォンのＡＲアプリ（セカイカメラ）や携帯電話、パソコンによる

ソーシャルネットワーキングサービスなどのバズ情報（パソコン上で人々が話題にし

ている情報）を活用して、本市の観光情報の受発信の活発化を図ります。 

所管：秘書広報課 商業観光課  ＩＴ推進課 

（エ）情報媒体の整備                               

加須市としての観光案内に関する情報媒体（ガイドブック、マップ、ポスター、パ

ンフレット、チラシ、情報誌等）の充実を図ります。特

に、市全域の物産、うまいもの、体験、イベント等の部

門別の情報誌などを新たな市の観光情報媒体として作

成します。   

 

所管：関係各課  ガイドブック 

（オ）ＰＲ活動の活発化   

ＰＲ営業本部を中心に、加須市のＰＲ活動の活発化を

図るとともに、観光宣伝キャラバンや観光展・物産展へ

の出展に積極的に取り組み、本市のＰＲを強化します。 

 

 

所管：秘書広報課 商業観光課   物産展 
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（カ）観光大使等の活用   

本市の観光大使は平成 23 年度末現在、54 人（組）が委嘱されています。これら観

光大使を中心に、市外に在住されている本市出身の方々、本市にゆかりのある方々、

本市を応援してくれる方々と情報交換を密にし、本市の観光のＰＲを推進します。 

所管：商業観光課 秘書広報課  

 

施策 10 交通手段の整備 

本市への観光の交通手段は、東武鉄道・ＪＲ宇都宮線の鉄道と自家用車・観光バス

等の自動車が主となります。鉄道を利用する場合は本市までのアクセス（一次交通）

は比較的良好と言えますが、市内を回遊する際の二次交通に課題があります。また、

自動車を利用する場合は、駐車場の確保や観光資源・施設までの的確な案内が必要で

す。市内の地形は平坦で、長距離サイクリングロードや数種のサイクリングコースが

設定されていることから、二次交通の手段として自転車の利用を拡大していきます。 

（ア）一次交通の利便性の向上   

本市を走る東武伊勢崎線と東武日光線について、ダイヤの増発など観光客の利便性

向上を促進するための要望活動に努めます。 

所管：政策調整課 

（イ）二次交通の整備   

二次交通の手段としては、路線バス、コミュニティバス及び自転車で対応します。 

また、二次交通としての自転車の利用を拡大するため、国や県と連携を図り、サイ

クリングコースやサイクリングターミナルの整備を促進

します。 

さらに、二次交通の整備だけでなく、歩いて観光を楽

しむコースづくりを推進します。 

 

所管：政策調整課 産業雇用課 環境政策課 商業観光課  コミュニティバス 
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第４章 観光振興施策 

（ウ）駐車場の整備   

本市への観光客の約 80％（平成 22 年入込観光客調査）が自家用車利用であること

から、今後、各施設の駐車場の必要性や整備の方向性を検討し、計画的な整備に取り

組みます。 

また、加須市民平和祭（ジャンボこいのぼり遊泳）など大きなイベントの開催に当

たっては、臨時駐車場の確保に万全を期すとともに、シャトルバス等の臨時代替交通

の充実を図り、鉄道利用者の増大を促進します。 

所管：関係各課 

（エ）自転車利用の促進   

市内観光の交通手段については、既設の埼玉県自転車道や 4 つのサイクリング推奨

ルートを始めとするサイクリングロードの整備を推進するとともに、市のコミュニテ

ィバスの運行形態やバスの連絡結節点等を視野に入れ、観光資源をつなぐ新たなサイ

クリング推奨コースを設定することで、自動車に過度に依存しない自転車の利用を促

進します。 

また、レンタサイクルステーションの整備や県サイクリングセンターの活用、民間

事業者等と連携した観光案内所や休憩所の設置など、安全に楽しくサイクリングでき

る施設を増設、充実します。  

さらには、自転車のイメージアップを図るために、関係機関や施設、近隣自治体と

連携し、サイクリング普及のイベント等を開催します。 

 

 

 

 

 

  所管：環境政策課 商業観光課 道路課  サイクリング休憩所 
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施策 11 観光サービスの整備・充実 

観光客に対する利便、安全を確保するため、案内、休憩、トイレ、救急、医療、防犯、

サイン等の整備を推進します。 

（ア）観光案内所の整備・充実   

本市の主な観光案内所としては、商工会と連携し、商工会館内の物産情報センター

の活用を検討します。 

観光案内所には、市内の全ての観光パンフレット等を常備す

るとともに、パソコンを設置して観光情報を検索できるように

します。案内カウンターには、ボランティアなどによる案内人

が常駐し、ボランティアガイドの希望受付ができるような環境

整備を推進します。 

 

   

所管：商業観光課  商工会館 

（イ）休憩所、トイレの整備   

市内を観光で巡る際に必要な休憩所とトイレを主要な観光施設へ計画的に設置する

ほか、コンビニエンスストアや店舗などの民間施設の協力を得て、休憩所・トイレ利

用のネットワークの充実・強化を図ります。 

所管：商業観光課 

（ウ）案内板、標識、看板等の整備   

市内の観光施設やコースを適切に案内するために案内板、標

識、看板の整備を推進します。これらのサインについては、本

市の地域イメージに相応しい統一されたデザインのものとし、

乱立を避けて必要 小限のものを設置するよう配慮します。 

 

 

 

所管：関係各課  浮野の里看板 
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第４章 観光振興施策 

施策 12 人材の育成・活用 

 

親切丁寧に案内してくれる観光ガイドと現地で接する住民の温かな応対は、観光客の

旅の印象を大変良いものにしてくれます。 

また、観光大使による本市の観光のＰＲやものづくりの達人などによる各種の体験の

サポートも本市の観光にとって非常に重要なものです。 

そのため、これらの観光の担い手になる人材の育成と活用を推進します。 

（ア）観光ボランティアガイドの育成・活用   

市内のボランティアガイドの存在やガイドを依頼する時の連絡先、窓口等の情報を

利用者に伝えるために、観光協会のホームページを開設するなど、的確な情報提供を

推進します。 

本市の観光の振興にあたっては、市民が大切にしている自然や地域の文化、観光資

源を観光客に興味深く味わってもらうことが大切ですあり、観光ボランティアなど市

民の丁寧な案内が欠かせないことから、観光ボランティアガイドの資質向上と会員の

増員を推進します。 

所管：商業観光課  

（イ）市民の観光学習、ホスピタリティの涵養   

観光のまちづくりを推進するには、市民の観光に対する理解と協力が必要であるこ

とから、観光に対する理解と郷土の自然・歴史・文化等を市民が学ぶために、市報や

セミナー・講座、あるいは学校教育などを通して多くの学習機会をつくります。 

また、観光を推進する上で大変重要な、おもてなしの心を市民一人ひとりが持って

観光客に接することができるような取り組みに努めます。 

 所管：市民活動支援課 生涯学習課 商業観光課 

（ウ）人材バンクの整備と活用   

観光客の受入れの場面で活躍してくれる人の発掘や育成を行うとともに、モノづく

りの名人、ボランティアガイド、自然観察の達人、語り部等の人材バンクを整備し、

適材適所の活用を図ります。 

 所管：商業観光課 生涯学習課  
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施策 13 美しいまちづくり 

 

個性的で美しいまちづくりは、住民にとっても観光客にとっても大変重要です。美し

いまちづくりのために、次のような取組を推進します。 

  ①フジ、アジサイ、花菖蒲、ホテイアオイ、オニバス、野菊、ノウルシ 

コスモスなどを活かした花の名所づくり 

②資材置き場、ゴミの堆積場など敷地外周の囲障・生垣の設置 

③大規模な工場や倉庫の敷地外周の緑化 

④住宅などの塀の生垣化の奨励 

⑤広幅員道路の街路樹の育成 

⑥大きすぎる看板や派手な看板の自粛 

⑦案内板や誘導標識のデザインの統一及び計画的必要最小限の配置 

 

（ア）花の名所づくり   

これまで加須の四季を彩ってきた本市の特徴的な花で

ある藤、アジサイ、花菖蒲、ホテイアオイ、オニバス、

野菊、ノウルシ、コスモスなどをそれぞれの場所で保全

育成し、拡張を図ります。 

また、休耕地・耕作放棄地や河川敷を活用し、菜の花

などの景観植物を栽培して、本市を花の名所にします。 

浮野の里のノウルシ 

所管：まちづくり課 環境政策課 商業観光課 

（イ）案内板、標識、看板等の整備（再掲）   

 市内の観光施設やコースを適切に案内するために案内板、標識、看板の整備を推進し

ます。これらのサインについては、本市の地域イメージに相応しい統一されたデザイン

のものとし、乱立を避けて必要 小限のものを集合化し、できるだけ小型のものにする

よう配慮します。 

所管：関係各課 
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第４章 観光振興施策 

施策 14 広域連携 

 

一般に観光行動の範囲は、日帰りと宿泊や利用交通機関によっても異なりますが、市

域を超えるような広い範囲に及ぶことも頻繁です。特に本市の観光客は多くが自動車を

利用していることから、観光の範囲は相当広くなると考えられます。そのため、市内の

観光のあり方について、市内だけでなく広域的に検討する必要があり、周辺地域の観光

地・観光資源との連携を図ることも大切です。 

（ア）日帰り観光の広域連携                            

日帰り観光の広域連携の範囲としては、本市から約 30km 圏を想定し、太田市（薮塚

温泉、呑龍様等）、足利市（足利学校、ばん阿寺等）、佐野市（ラーメン、アウトレット

等）、館林市（つつじ、美術館、田山花袋文学記念館等）、栃木市（蔵のまち、太平山等）、

古河市（歴史博物館等）、板倉町（水郷、川魚料理等）、羽生市（さいたま水族館等）、行

田市（さきたま古墳群、忍城、ゼリーフライ等）、熊谷市（熊谷寺、妻沼聖天山歓喜院等）、

長瀞町（宝登山、岩畳）、吉見町（吉見百穴等）、鴻巣市（日本人形等）等との連携を図

ります。 

また、日帰り観光については、東京・千葉・埼玉（県南部）等に訪れる全国又は海外

からの観光客や国際会議等の客を対象に近場の手軽な日帰り観光の対象地として、上記

の周辺地域の観光地と連携して日帰り観光圏の形成を図ります。 

所管：商業観光課 

（イ）宿泊観光の広域連携                             

宿泊観光については、観光ルート上にある宿泊観光地（例えば、日光・鬼怒川、那須・

塩原、栃木市、伊香保、水上等）と連携して、宿泊観光の途中の立寄り利用を図ります。 

 また、広域的な宿泊旅行と上記の広域日帰り旅行を組合せ、多くの観光客の誘致を図

ります。 

所管：商業観光課 
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施策 15 旅行商品の造成 

 

一般的に、旅行商品を造成して販売するのは旅行業者ですが、これから観光のまちづ

くりを推進するにあたって、市民、商工会、観光関係事業者及び行政が協働で旅行商品

を企画し、造成・販売することは大変有効です。観光客のニーズを的確に把握ができ、

どのような受入れ体制が必要かなどが明確になります。旅行商品は次の点に留意して造

成します。 

・観光対象の広域連携 

・食事、買物、見物、体験、宿泊などを周辺地域と役割分担 

・対象観光客の属性（性別、年齢、単独・グループの別等）の明確化 

・観光客の志向（グルメ、健康、学習、休息等）に対応 

・観光客の発地（居住地）・帰着地とツアーの所要時間 

・価格帯とリーズナブルな料金 

・着地型商品か一般的な商品かの区別 

・販売方法（店頭販売、ネット販売等） 

・告知、ＰＲ方法 

（ア）モニターツアーの企画・実施   

本格的な旅行商品の造成・販売に先立って、随時、試行的にモニターツアーの企画と

実施を図ります。モニターツアーの企画実施は、市民、商工会、観光関係事業者等から

なる実行委員会が当たることとし、市はこれを支援します。 

所管：商業観光課 

（イ）旅行商品の造成   

 本市は、当面、着地型の観光を目指すため、旅行商品の造成についてできるだけ市民

や商工会、観光関係事業者等が協働するとともに、旅行商品については、市内で完結す

る商品、市外の周辺地域と連携して企画する商品とを造成します。 

所管：商業観光課 
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３ 推進プログラム 

ここでは、施策各論に掲げた施策を誰（実施主体）が、何時（実施時期）、どのように

（実施手段）実施するかを示します。 

実施主体は、「市」、「市民」、「団体」、「企業」、「民間」、「国」、「県」に区分します。 

実施時期については、本観光ビジョンの計画期間（平成 24 年度～平成 33 年度の 10 年

間）を前期、中期、後期の 3期に区分します。 

実施手段は、市が独自に行う事業（市単）、市が国や県の補助を受けて行う事業（市補）、

団体・企業・市民が独自に行う事業・活動（団単、民単）、団体・企業・市民が市の支援

を受けて行う事業・活動（市支援）、に区分して表記します。 

 本推進プログラムは概ね 3年ごとに見直しを行います。 

 

表 4－1 観光ビジョン推進プログラム 

施策・事業 実施主体 
実施時期 

実施手段 備考 
前期 中期 後期

施策１ 主要な観光拠点の充実・整備 

浮野の里の保全と充実 

PR、情報の発信 市、団体 ○ ○ ○ 市単、市支援  

散策道の整備 市 － ○ － 市単、市補  

施設の整備・充実 市 － － ○ 市単、市補  

生態系調査・自然観察会等

の実施 
市、団体 ○ ○ ○ 市単、市支援  

ボランティアガイドの活用 団体、市民 ○ ○ ○ 団単、民単 ボランティア

道の駅の機能の充実 

観光案内所の整備・充実 市 ○ ○ － 市単、市補  

サイクリングターミナルの

整備 
市、団体 ○ － － 市単、市支援 ボランティア

農産物直売所の品揃えの促進 企業、団体 ○ ○ ○ 民単、団単  

「農村レストラン」メニュ

ーの追加 
企業 ○ ○ ○ 民単  

ホテイアオイの花園の管理 市 ○ ○ ○ 市支援  
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施策・事業 実施主体 
実施時期 

実施手段 備考 
前期 中期 後期

不動岡周辺の環境整備 

境内の環境整備 民間 ○ ○ ○ 民単、市支援  

總願寺周辺の町並み再生 市、団体 － ○ ○ 市補、市支援  

加須はなさき公園の利用促進 

県市の連携、周辺施設との

ネットワーク化、PR 等 

県、市、団

体 
○ ○ ○ 

県単、市単市

補 
 

玉敷公園周辺の環境整備と PR 

標識、案内板の整備 市、民間 ○ ○ ○ 
市単、市補、

民単 
 

神楽関連資料の展示の充実 民間 － ○ － 民単、市支援  

騎西城周辺の観光拠点形成 

郷土史料展示室（騎西城）

の公開 
市 ○ ○ ○ 市単  

町並み環境整備等による観

光拠点の形成 
市、団体 － － ○ 市補、市支援  

渡良瀬遊水地の PR と有効利用 

関係機関、団体等との連携

による有効活用 

国、市、団

体 
○ ○ ○ 

国、市単、団

単 
 

オニバス自生地の保全と環境整備 

自生地の保全 市、団体 ○ ○ ○ 市単、市支援  

遊歩道、トイレ、案内板な

どの整備 
市、団体 ○ ○ ○ 市補、市支援  

北川辺ライスパーク・郷土資料館の充実・利用促進 

農作業体験など中心とした

施設利用の活性化 
市、団体 ○ ○ ○ 市単、市支援  

加須未来館の充実と PR 

展示物、設備の更新・拡充 市 － ○ ○ 市単  

施設のPRと情報発信の拡大 市 ○ ○ ○ 市単  

おおとね童謡のふる里室の活性化と童謡のふる里おおとねカスリーン公園の整備 

童謡のふる里室の充実・活

性化 
市、団体 ○ ○ ○ 市単、市支援 ボランティア

公園周辺も含めた景観形成 市、団体 ○ ○ － 市単、市支援  
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施策・事業 実施主体 
実施時期 

実施手段 備考 
前期 中期 後期

施策２ 資源の有効活用、潜在資源の掘起こし 

利根川の活用 

景色の名所づくり 市、団体 ○ ○ ○ 市単、市支援  

サイクリングロードの利活

用 
市、団体 ○ ○ ○ 市単、市支援  

水深地区の景観まちづくり 

水深地区景観指針に基づく

景観まちづくり 
市、団体 ○ ○ ○ 市単、市支援  

農林総合研究センター水産研究所の PR 

PR の強化 県、市 ○ ○ ○ 県、市単  

施設整備の要請 市 ○ － － 市単 県整備 

環境科学国際センターの PR と利用促進 

市内の観光資源・施設との

連携 
県、市 ○ ○ ○ 県、市単  

工業団地等の産業観光化の推進 

工場見学の推進 企業 ○ ○ ○ 民単  

PR 強化 市、企業 ○ ○ ○ 市単、民単  

郷土の偉人の顕彰 

偉人の業績を紹介する展示

場等の整備 
市 － － ○ 市単、市補  

偉人の記念イベント実施 市、団体 ○ － － 市単、市支援  

施策３ 地域のイメージ・ブランド・目玉の創出 

 地域イメージの設定 

地域イメージの設定 市、団体 ○ － － 市単、団単  

 地域ブランド名の設定 

「加須」ブランドの創出 
市、団体、

民間 
○ ○ ○ 

団・民単、市

支援 
 

観光の目玉の創出 

こいのぼりグッズの拡充 民間 ○ ○ ○ 民単  

「こいのぼり」にちなんだ

物語などの掘起こし 
団体 ○ － － 団単  
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施策・事業 実施主体
実施時期 

実施手段 備考 
前期 中期 後期

施策４ 食べ物、土産品の魅力づくり 

食べ物の魅力づくり 

他にない特色づくり 民間 ○ ○ ○ 民単  

創意工夫と品質レベルアッ

プ 
民間 ○ ○ ○ 民単  

新商品の開発 民間 ○ ○ ○ 民単、市支援  

効果的な PR 市、団体 ○ ○ ○ 団単、市支援  

郷土菓子の活用 

「レトロ和菓子のまち加須」

の創造 
団体、企業 ○ ○ ○ 民単、市支援  

加須名物としての統一ラベ

ル貼付 
団体、企業 － ○ － 団単・企単  

魅力的な土産品づくり 

土産品情報の整備と PR 市、団体 ○ ○ ○ 市単、市支援  

商品パッケージ等の工夫 民間 ○ ○ ○ 民単  

新商品の開発 民間 ○ ○ ○ 民単、市支援  

米・イチジク・梨・イチゴ・トマト・キュウリなどの農産物の PR と活用 

地域特産品としての PR 
市、団体、

民間 
○ ○ ○ 市単、市支援  

観光農園での活用 民間 ○ ○ ○ 民単、市支援  

多様な加工品の開発 団体、民間 ○ ○ ○ 民単、市支援  

施策５ イベント・祭・郷土芸能の充実 

既存の主なイベント・祭の充実 

地域活動支援の強化 市 ○ ○ ○ 市支援  

イベント内容の充実 団体 ○ ○ ○ 団単  

加須を代表するイベントのPR強化 市、団体 ○ ○ ○ 市単、市支援  

イベント来場者へのサービ

スの充実と活性化 
市、団体 ○ ○ ○ 市単、市支援  

伝統的な行事・祭事や郷土芸能の保存・継承 

地域の伝統文化の保存と継

承 
市、団体 ○ ○ ○ 市単、市支援  

行事・祭事や郷土芸能の観光への

活用 
市、団体 ○ ○ ○ 市単、市支援  
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施策・事業 実施主体 
実施時期 

実施手段 備考 
前期 中期 後期

新しいイベントの創出 

優れた地域資源を活用した

新しいイベントの創出 
市、団体 ○ ○ ○ 市単、市支援  

施策６ 文化財の保護保全と活用 

騎西玉敷玉敷神社神楽の PR と活用 

PR の強化と活用 市、民間 ○ ○ ○ 民単、市支援  

文化財巡りの推進 

文化財巡りコースの設定 市、団体 ○ ○ ○ 市単、市支援  

指定文化財の活用 

指定文化財の保全と活用 民間、市 ○ ○ ○ 民単、市支援  

施策７ 学習・体験観光の推進 

学習観光の推進 

既存施設の機能の充実 
県、市、民

間 
○ ○ ○ 県・市・民単  

体験観光の推進 

PR と体験メニューの拡充 
市、団体、

民間 
○ ○ ○ 

団単、民単、

市支援 
 

施策８ グリーンツーリズムの推進  

特産品を活用したグリーンツーリズムの推進 

農業体験等の充実 団体、民間 ○ ○ ○ 
団単、民単、

市支援 
 

施策９ 観光の PR・情報発信 

PR 戦略の検討 

多様な観光 PR・情報発信方法

の選択 

市、団体、

民間 
○ ○ ○ 

市単、団単、

民単 
 

マスメディア・観光関連事業者に対する情報発信・提供、支援 

マスメディア・観光関連事業

者の積極的な活用 

市、団体、

民間 
○ ○ ○ 

民単、団単、

市支援 
 

フィルムコミッションを活

用した情報提供・支援 
市、民間 ○ ○ ○ 市単、民単  
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施策・事業 実施主体 
実施時期 

実施手段 備考 
前期 中期 後期

ＩＣＴの活用 

市のホームページの充実 市 ○ ○ ○ 市単  

観光協会のホームページの

立ち上げ 
団体 ○ － － 団単  

スマートフォンなど高度移

動情報機器の活用 
団、民間 ○ ○ ○ 団・民単  

フェイスブックなどバズ情

報の活用 
団、民間 ○ ○ ○ 団・民単  

情報媒体の整備 

ガイドブック、パンフレッ

ト、ポスター等の充実 
市、団体 ○ ○ ○ 市単、市支援  

PR 活動の活発化 

観光物産展の積極的な開

催・参加 
市、団体 ○ ○ ○ 

市単、団単、

市支援 
 

観光大使等の活用 

観光大使等による PR 活動の

強化 
市、団体 ○ ○ ○ 市単、市支援  

施策 10 交通手段の整備 

一次交通の利便性の向上 

栗橋駅利用への観光対応 
市、団体、

民間 
○ ○ ○ 市・団・民単  

ＪＲ及び私鉄各線の利便性

向上への要請 
市 ○ ○ ○ 市単  

二次交通の整備 

コミュニティバスと自転車

の活用 
市 ○ ○ ○ 市単  

歩いて楽しむ観光ルートの

整備 
市、団体 ○ ○ ○ 市単、市支援  

駐車場の整備 

観光施設駐車場の充実 市、民間 ○ ○ ○ 市単、民単  

イベント時の臨時駐車場の

充実 
市、民間 ○ ○ ○ 市単、民単  



  

 69

第４章 観光振興施策 

施策・事業 実施主体 
実施時期 

実施手段 備考 
前期 中期 後期

自転車利用の促進 

サイクリング推奨ルートの

整備 
市 ○ ○ － 市単、市補  

休憩所及びサイクルスタン

ドの設置 
市 ○ ○ － 市単、市補  

サイクリングイベントの実施 市、団体 ○ ○ ○ 市単、市支援  

施策 11 観光サービスの整備・充実 

観光案内所の整備・充実 

商工会館内への観光案内所

の設置検討 
市、団体 － － ○ 市単  

観光ボランティアガイドの

活用 
団体 ○ ○ ○ 市支援  

休憩所、トイレの整備 

主要な観光施設への配置 市 ○ ○ ○ 市単  

民間施設の協力を得たネッ

トワーク化 
民間 ○ ○ ○ 市支援  

案内板、標識、看板等の整備 

案内板等の整備 市 ○ ○ ○ 市単、市補  

サインのデザインの統一等 市、民間 ○ ○ ○ 市・民単  

施策 12 人材の育成・活用 

観光ボランティアガイドの育成・活用 

観光協会 HP 上での紹介 団体 － ○ ○ 団単  

研修会、養成講座の開催 団体、市 ○ ○ ○ 市単、市支援  

市民の観光学習、ホスピタリティの涵養 

市民の観光に関する学習支

援の充実 
市 ○ ○ ○ 市単  

人材バンクの整備と活用 

人材バンクの整備 市 ○ ○ ○ 市単  

観光案内人等の発掘、養成 団体 ○ ○ ○ 市支援  
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施策・事業 実施主体 
実施時期 

実施手段 備考 
前期 中期 後期

施策 13 美しいまちづくり 

花の名所づくり 

特徴的な花を活かした名所

づくり 

市、団体、

民間 
○ ○ ○ 市単、市支援  

休耕地等の景観植物の栽培 団体、民間 ○ ○ ○ 民単、市支援  

案内板、標識、看板等の整備（再掲） 

案内板等の整備 市 ○ ○ ○ 市単、市補  

サインのデザインの統一等 市、民間 ○ ○ ○ 市・民単  

施策 14 広域連携 

日帰り観光の広域連携 

周辺地域の観光資源との連

携 
市、団体 ○ ○ ○ 市単、市支援  

宿泊観光の広域連携 

周辺地域の宿泊観光地との

連携 
市、団体 ○ ○ ○ 市単、市支援  

施策 15 旅行商品の造成 

モニターツアーの企画・実施 

モニターツアーの企画・実施 
市、団体 

企業 
○ ○ ○ 市支援  

旅行商品の造成 

旅行商品の造成 
市、団体 

企業 
－ ○ ○ 市単、市支援  

旅行商品の販売 民間 ○ ○ ○ 民単、市支援  
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