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　平安時代には、市域の西部を流れる入間川西岸の上戸・鯨井と仙波地区に集落が集中し、これらを基盤として荘園が発
達し、この実権を握って武蔵武士が台頭しました。なかでも、桓武平氏・秩父氏の流れをくむ河越氏は上戸に館（昭和
59（1984）年に河越館跡として国指定史跡になる。）を構えて地盤を固め、その後、重頼が鎌倉幕府の御家人に登用され、
娘は源義経の正妻となり、三男の重員（しげかず）は、嘉永 2（1226）年に「武蔵国留守所総検校識 ( むさしのくにる
すどころそうけんぎょうしき）」に任じられなど権勢を誇りました。
　同じく平安時代に開山された星野山無量寿寺（せいやさんむりょうじゅじ）の中院は、尊海僧正によって、当時の天皇
の勅願所となり、関東天台宗の末寺 580余の勢力を持っていたといわれていて、喜多院（北院）もそのひとつでした。
　その後、長禄元（1457）年に上杉持朝（もちとも）の命により、家臣の太田道真、道灌父子が川越城を築き、川越の
中心が入間川の西部から東部の現在地に移りました。
　天正 18（1590）年、豊臣秀吉が小田原の北条氏を降伏させたこの年に、徳川家康の関東入部にともなって川越藩がお
かれ、川越は江戸に最も近い城下町であり、江戸城の北の守りとなるとともに、豊富な物資の供給地として重要であった
ことから、親藩・譜代の有力な大名が配置されるようになりました。
　喜多院は慶弔４（1599）年に天海が第 27世住職となったことで、翌年には 500 石の御朱印寺となり、その後江戸城
紅葉山の別殿を移し、境内に東照宮を造営するなど大いに栄えました。
　川越城主となった 8家 21人のうち老中となったのは 6人にのぼり、特に、松平信綱は城下町の町割りを行い、十か町
四門前の行政区画を定め、さらに、川越街道の整備、新河岸川舟運の開設などを行いました。
　また、信綱は、老中でありながら多摩川から江戸市中へ飲料水を供給する玉川上水開削の惣奉行でもあり、玉川上水の
完成後は、玉川上水を開発地（野火止新田）に引水するための野火止用水を開削しました。その後老中在職のまま寛文 2
（1662）年に 67歳で没し岩槻の平林寺に葬られ、翌年には、平林寺とともにお墓も自身が開発した野火止（新座市）に
移されましたが、この野火止も川越藩領となっていました。
　松平大和守家は 7代約 100 年に渡って藩主をつとめ、この頃、「全国御城地繁花鑑」で前頭 12位を占め、「小江戸」
と呼ばれる繁栄を見せました。この繁栄は、新河岸川をとおして江戸へ物資を輸送した城下町商業の発展に繋がり、また、
十か町の総鎮守である川越氷川神社の祭礼（平成 28（2016）年に「川越氷川祭の山車行事」がユネスコの無形文化遺産
登録に決定）には、江戸の天下祭をそのままに模した盛大な山車が町衆によって曳き回されました。

川越の概略

川越の概略と観光資源１

　川越は古くから小江戸と言われ、重要伝統的建造物群保存地区内に多く残された蔵造りの建物とその町並みのほ
か、時の鐘や菓子屋横丁、さらには江戸城の北の守りとされた川越城 ( 東日本唯一の本丸御殿遺構 ) などの歴史的
なコンテンツが数多く揃っており、川越観光の魅力となっています。また歴史的な遺産だけではなく、川越ならで
はのグルメを楽しむことも魅力のひとつです。
　しかしながら、2020 年にパンデミックとなった新型コロナウィルス感染症の拡大は、世界中の経済・社会活動、
さらには市民生活にも大きな打撃を与え、川越の観光においても甚大な影響を与えています。
　コロナ禍では、移動制限により域内観光が促進され、私たち自身が地域資源の魅力を再認識する契機ともなりま
した。これからの観光戦略では、アフターコロナを見据えた誘客の促進や観光消費の拡大を図るため、新たな地域
資源の発掘・磨き上げ、そして質の高い観光に昇華させることが重要となります。そして、こうした観光資源の磨
き上げには観光関連事業者のみならず、地域の商工業、農業など多様な主体との連携が不可欠であり、連携に際し
ては観光地域づくり法人であるDMO川越がアフターコロナを見据えた観光戦略の策定、地域に根差した観光コン
テンツの開発を主体的に実施して行かなければなりません。
　私たちは、川越を訪れる人々に最高のおもてなしを提供できるよう、先人の築いた「川越」に一層の磨きをかけ、
笑顔で満足感を味わって頂けるよう、観光事業者をはじめ、関連する事業者や行政などと連携し、前進して参ります。
　川越市は 2022 年に市制施行 100 周年を迎えます。これを機に次世代に繋がる新たな観光地域づくりを行って
行きたいと考えています。
　最後に、本戦略の策定にあたり、観光戦略会議にご参加いただき貴重なご意見等をいただいた委員・専門委員の
皆様に、この場をお借りしてお礼を申し上げます。

１　川越の概略と観光資源																										 １

２　戦略策定の背景																													 ９

　　《参考》観光客数の推移と新型コロナウイルス感染症による影響							 １０

３　将来像（目指すべき方向性）																							 １２

４　コンセプト																														 １３

　　《参考》マーケティング調査の結果報告書の概要・・・平成 30年実施	 			 １３

５　ターゲット																														 １７

６　主要KPI と独自 KPI																										 １８

７　経済効果（地域で稼ぐ）																									 １９

８　戦略及び主要施策																											 ２０

９　《参考》(1)	観光地域づくり法人（DMO）の役割とミッション								 ２７

(2)	戦略策定の経緯	 																						 ２７

(3)	観光地域づくり法人とは	 																		 ２８

【観光戦略会議（委員・開催状況）】及び【参考資料等】													 ２９

　川越市は、埼玉県の中央南部に
位置し、109.13 平方キロメート
ルの面積、35 万人を超える人口
を有する県南西部地域の中心都市
となっています。

戦略の策定にあたって

� 一般社団法人　ＤＭＯ川越　理事長　立原　雅夫
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　明治に入り、城下町時代の伝統もあって埼玉県第一の商業都市として栄え、その主なものは穀物の集散で、織物、箪笥
は特産物でした。明治 26（1893）年には、町の 3分の 1（1,302 戸）を焼失する大火にみまわれましたが、耐火に優
れている土蔵造りの店舗を次々に建設し、今に残る景観を形成していきました。大正 11（1922）年には県内で初めての
市制を施行し、昭和 30（1955）年には隣接する 9ケ村を合併して現在の市域となり、平成 15（2003）年に県内初の
中核市に移行しました。

　川越は都心から 30キロメートルの首都圏に位置することから、農業、商業、工業がバランスよく発展し、未だに人口
減少に転じることなく、観光の面でも川越まつりや蔵造りの町並み散策などで注目を浴び、これが他の様々な面へ波及す
ることで、まちの活性化へと進展することが期待されます。

 交通アクセス：鉄道
　鉄道は、川越市の南西から中心市街地に入り込む西武新宿線、南東から北西に縦断する東武東上線、さらに、市の中心
を通って東西に横断する JR川越線があり、この３事業者により川越市内には 11の鉄道駅があり、市民や観光客などの
移動を支えています。
　また、東京メトロ有楽町線や東急東横線等との相互直通運転も開始され、利便性が大きく向上しています。

鉄道による川越への
アクセスルート

● JR川越線
　（	東京臨海高速鉄道りんかい線、JR埼
京線、JR八高線と相互直通運転）
大宮から約 20分、新木場から約 80
分、八王子から約 70分

●東武東上線
　（	東メトロ有楽町線、副都心線、東急
東横線、みなとみらい線と相互直通
運転）
池袋から約 30分、渋谷から約 60分、
元町・中華街から約 85分

●西武新宿線　西武新宿から約 45分

　武蔵国における川越藩の領域
は、藩主・時代により異なり、
ここに図示したのは、松平大和
守時代の後期、弘化４（1847）
年～安政元（1854）年頃の状
況を描いた川越藩領絵図による
ものです。

「川越藩」重田正夫著より
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交通アクセス：自動車
　幹線道路は、関越自動車道が市の南西部を南北に、圏央道（首都圏中央連絡自動車道）が市の北西部に沿うように、ま
た、国道 16号が中心市街地の南側を囲むように東西に横断し、国道 254号が中心市街地の東側を南北に縦断しています。
　圏央道の開通区間の拡大（平成 27（2015）年の埼玉県区間の全線開通、29（2017）年の茨城県区間の全線開通）に
よる交通インフラの環境整備は、人とモノの往来が一段と活発化し、より多くの人に川越観光を楽しんでいただける絶好
の機会となり、インバウンド、特に、羽田空港と成田空港からの外国人観光客を始めとして、千葉県や茨城県、神奈川県
などからの観光客の増加にも期待が高まっています。

　現在、羽田空港と川越を安価な料金（大人千円台／人）で結ぶバス事業者もあり、新型コロナウイルス感染症の終息後
には、川越と空港が直接結ばれるため、インバウンドを迎える際の大きな牽引役になることが期待されます。

川越市内の移動
　観光客の移動手段としては、中心市街地を通り観光スポットを巡ることのできる巡回・路線バスのほか、小江戸川越観
光タクシーや街角で待機する人力車、川越市が実施している自転車シェアリングや民間事業者によるレンタサイクルなど、
多様な手段が用意されています。

川越の観光資源

城下町・蔵造りの町並み
　東日本唯一の本丸御殿遺構である川越城本丸御殿や川越のシンボルともなっている時の鐘、明治 26（1893）年の川越
大火による焼失後に防火建築として導入した蔵造りの町並みと大正期以降に建築された銀行などの洋風近代建築や西洋館
などが立ち並ぶ中心市街地は、観光客への大きな目玉となっています。

由緒ある神社仏閣
　古代から信仰を集めた川越氷川神社や平安期から関東天台宗の中心となった中院・喜多院など、中世に起源をもつ寺院
などの由緒ある神社仏閣が数多く存在しています。

川越城本丸御殿

時の鐘

蔵造りの町並み 埼玉りそな銀行旧川越支店

旧山崎家別邸

川越氷川神社（左：大鳥居、右：本殿）

喜多院

●関越自動車道　　　練馬 I.C. から川越 I.C.：21㎞
●東名自動車道
●中央自動車道　　　各 I.C. から鶴ヶ島 JCT経由で関越自動車道川越 I.C. を下り国道 16号
●東北自動車道　　　または圏央道川島 I.C. を下り国道 254号
●常磐自動車道
●東関東自動車道

中院

自動車による川越への
アクセスルート
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さつまいも

　川越いもは、川越だけでなく武
蔵野台地上の近隣の村々のいもも
広く含み、その一つに南永井村（現、
所沢市）があり、そこの名主家の
さつまいもづくりの始まりは寛延
4（1751）年でした。

川越まつりを代表とする伝統行事やイベント
　新年定番のだるま市や夏を彩る小江戸川越花火大会、
最大の行事である川越まつり（「川越氷川祭の山車行事」
としてユネスコ無形文化遺産登録）など、一年中まちに
活気があふれます。

縁むすび風鈴 川越まつり 河越流鏑馬

だるま市 春の舟遊

小江戸川越花火大会

川越産まれ・集まる川越
　県内有数の集積地として人とともに物・技術が集まり、
おいしいものの食べ処、絹織物で栄えた川越の機屋で織ら
れた川越唐桟、菓子屋横丁など、地域経済や伝統工芸等を
支えてきました。

うなぎ 菓子屋横丁

川越茶

　鎌倉時代に日本五場の一つと言
われた川越茶は、江戸時代後期の
享和（1801 ～ 1804）のころから
西の狭山丘陵の麓で復活し狭山茶
として今日に至っています。

川越唐桟

　唐桟の人気は江戸時代を通して
大変なものでしたが、その理由は、
木綿なのに絹そっくりの感触であ
ることや縦縞（日本の染織品には
縦縞が無かった）であることなど
にありました。

自然景観
　入間川・荒川・新河岸川、伊佐沼をは
じめとする河川系の自然観や武蔵野の落
ち葉堆肥農法として平成 29（2017）年
に日本農業遺産に認定された武蔵野の雑
木林、県内有数の水田風景など、人の暮
らしに欠かせない豊かな自然が郊外に広
がっています。

まだまだ、盛りだくさん
　町並みの 1つとなっている看板建築やお
菓子・化粧品製造などの現場を見学できる工
場・直売所、明治から続く映画館、醤油蔵を
見学できる醤油商店のほか、町並みに調和し
た全国チェーンの店舗、美術館等のアート関
連施設など、新しい発見が随所にあります。

古くからの映画館　

醤油商店

周囲と調和したスターバックスコーヒー

町並みと看板建築

安比奈線の廃線敷

お菓子の直売所（見学可）

非日常の体験空間
　世界遺産となった和食の本格料理を
提供する老舗料亭も多く残り、見て・
食べて・体験できる、日常では味わえ
ない空間が存在します。

　川越まつりは、慶安元（1648）年にはじまった。それまでは田楽や相撲が隔年で行われていたが、この年に、
藩主の松平信綱の奨励で神輿の渡御が行われ、その後、年々華やかに催されるようになった。十か町から出される
山車や踊り屋台、曳き物、造り物は天下祭りと呼ばれた江戸の赤坂山王、神田明神の影響を強く受けているといわ
れ、明治時代には、二重鉾型の山車中心の祭礼が定着し、戦後は新たに山車をつくる町内も増え、現在は川越市全
体のまつりとして盛大に開催されています。

1
2

3

１	新河岸川の桜
２	武蔵野の雑木林
				（落ち葉掃き）
３	伊佐沼の桜

１	着物体験
２	老舗料亭の建築美
３	人力車

1
2 3
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旧川越織物市場

　川越地方は、江戸時代から織物の集積地として知られていました。
　織物の取引は初め各仲買商人の店舗で行われていましたが、明治 43（1910）年
に鉄炮町（現在の松江町 2丁目）に川越織物市場が開設され、活況を呈しました。
　その後、昭和初めの不況による織物業の衰退に伴って廃止され、現在は、文化財
としての復原を行うとともに文化創造インキュベーション施設として生まれ変わる
ための準備が川越市によって進められています。

小林斗盦生家跡地にある顕彰モニュメント

川 越 ゆ か り の 巨 匠

　川越ゆかりの巨匠として、北海道を題材に多くの秀作を生み出した
洋画家の相原求一郎がいますが、書画の制作に欠かせない篆刻の分野
にも、川越ゆかりの巨匠が存在します。

　小林斗盦 ( とあん )(1916 ～ 2007) は、川越の南町 ( 現在の元町 2
丁目 ) の印章業を営む家に 3代目として生まれ、早くから篆刻・書法
の教えを受け、10代から活躍しました。また、篆刻には中国の文字
学の研究が重要であることから説文学を修めました。
　国宝の金印「漢委奴國王 ( かんのわのなのこくおう )」の偽印説を
覆すなどの面でも力を発揮し、中国古印譜の収集の質・量は上海図書
館に匹敵するとも言われ、その集大成としての「中国篆刻叢刊」( 全
40 巻 ) は、中国でもいまだにない全集として高い評価をえていて、
平成 16(2004) 年には、篆刻家として初めてとなる文化勲章を受章し
ました。

　川越の観光は、大きな資源となっている町並みの保
存や再生など、これまで、民間の各関連事業者あるい
は団体の力に依存してきた部分が大きく、これが今日
の成長に繋がってきました。

　その一方で、近年、指摘されている、慢性的な交通
渋滞の発生やマナー・ごみ問題など、いわゆる、オー
バーツーリズムによる市民生活への影響も懸念されて
います。

　また、2019 年の訪日外国人旅行消費額は 4.8 兆円を超えて過去最高となったことからも、インバウンドの影響は大き
く、今後、これを取り込まない観光は考えられません。

　このような中、観光に関連する幅広いデータを収集・分析し、これに裏付けられた明確なコンセプトに基づき、観光関
連事業者をはじめとした関係者が同じ方向に向かって進むためのツールが求められ、このための方策として、令和 2年
12月に多くの関係者を委員として組織する観光戦略会議を立ち上げ、ここを中心として戦略を策定することとなりまし
た。

　この戦略は、関係者が目指して取り組む方向であり、社会・経済情勢や新型コロナウイルス感染症の影響等により、そ
の進捗に遅滞が生じることも考えられますが、関係者全体がこれを共有し、着実な歩みに繋げることで、コロナ後や今後
川越にも確実に到来する人口減少、さらには 20年先、30年先を見据えた取組が展開できるものと考えています。

戦略策定の背景2

2,514 
2,753 

3,266 
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4309
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・訪日外国人旅行消費額は2019年に過去最高の4.8兆円となった。（目標：2030年に15兆円）
・訪日外国人の地方部における延べ宿泊者数は、2019年に過去最高の4,309万人泊となった。
（目標：2030年に1億3,000万人泊）

我が国のインバウンドの現状

訪日外国人旅行消費額 訪日外国人の地方部*における延べ宿泊者数

※ 地方部とは、三大都市圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、
京都府、大阪府、兵庫県）以外の地域をいう。

（兆円）
（万人泊）

1

出典：訪日外国人消費動向調査（観光庁）
注）従来は空港を利用する旅客を中心に調査を行っていたが、短期滞在の傾向があるクルーズ客の急増を踏ま
え、2018年からこうした旅客を対象とした調査も行い、調査結果に反映しているところ。

出典：宿泊旅行統計調査（観光庁）

3.47
3.75

4.42 4.52
4.81

6

5

4

3

2

1

観光庁ホームページより

１	川越市立美術館
２	ヤオコー川越美術館
３	伊佐沼工房
４	川越市立博物館

1
3
2
4

NPO法人が進めている「弁天横丁再生プロジェクト」



10 　　　来て見て +α　11

　川越市の観光客数は、平成元（1989）年に 300万人を超え、その後も年々増加し、平成 20（2008）年に 600万人を、
28（2016）年には 700万人を超え、令和元（2019）年には過去最高の 775万人となりました。
　この増大の要因としては、アクセス環境やまちなか環境の整備の進展とともに、川越が舞台となったNHK朝の連続テ
レビ小説や大河ドラマ、旅番組、マスコミ報道等が大きな後押しになったものといえます。
　しかし、その翌年、令和 2（2020）年には、パンデミックとなった新型コロナウイルス感染症の影響によって観光客
数が激減し、飲食業や交通をはじめとする観光に関連する事業者へ大きな打撃を与えました。
　新型コロナウイルス感染症への対応策は、個人や一企業を超えて、地域で実施できる取組が求められているといえます。

　令和 2（2020）年は、新型コロナウイルス感染症により、観光客数が前年の令和元年から半減しただけではなく、
川越市観光アンケート調査報告書 2020 年からは、次のような変化があったことがうかがえます。

①　出発地

　埼玉県内と東京からの割合が +18.4 ﾎﾟｲﾝﾄと増加したのは、コロナ禍において、自宅から比較的に
近くへの宿泊旅行や日帰り観光、いわゆるマイクロツーリズムの傾向が顕著になったのではないかと
考えられます。

②　年齢層

　コロナの影響により、高齢者層が人の集まりやすい場所（観光地）を避けて減少し、結果として、
若年層の来訪割合が高くなったことの現れと考えられます。

③　交通手段

　コロナに感染することを恐れ、不特定多数の方が利用する公共交通を避け、家族や友人だけで空間
を共有できる自家用車に手段が転じたためと考えられます。

新型コロナウイルス感染症による観光客数への影響（他市との比較）

※　	調査数は、元年が 5,125 人、２年が 2,893 人となっています。	
なお、表中以外の項目の数値は割愛しています。

令和元年 令和２年 増減

埼玉県内 32.7％ 46.8％ +14.1 ﾎﾟｲﾝﾄ

東京都 20.1％ 24.4％ +　4.3 ﾎﾟｲﾝﾄ

令和元年 令和２年 増減
10歳代 6.3% 9.6％ +3.3 ﾎﾟｲﾝﾄ
20 歳代 13.3% 17.4％ +4.1 ﾎﾟｲﾝﾄ
30 歳代 12.6% 15.4％ +2.8 ﾎﾟｲﾝﾄ
40 歳代 17.2% 18.8％ +1.6 ﾎﾟｲﾝﾄ
50 歳代 17.0% 15.2％ ▲ 1.8 ﾎﾟｲﾝﾄ
60 歳以上 30.1% 22.1％ ▲ 8.0 ﾎﾟｲﾝﾄ

令和元年 令和２年 増減

鉄道・路線バスなどの公共交通 53.6％ 51.5％ ▲ 2.1 ﾎﾟｲﾝﾄ

自家用車 37.4％ 41.1％ +3.7 ﾎﾟｲﾝﾄ

単位：万人

市　名 Ｒ元年 Ｒ２年 増減 前年比 主な観光資源

川越市 775.7 385.0 ▲ 390.7 49.6% 蔵造りの町並み、時の鐘、菓子屋横丁、
うなぎ、さつまいも　等

日光市 1,181.3 834.4 ▲ 346.9 70.6% 東照宮、華厳の滝、中禅寺湖、温泉、
ゆば　等

会津若松市 300.2 91.8 ▲ 208.4 30.6% 鶴ヶ城、白虎隊記念館、温泉、漆器、
日本酒　等

唐津市 389.6 194.3 ▲ 195.3 49.9% 唐津城、虹の松原、呼子の朝市、温泉、
唐津焼　等

観光客数の推移と新型コロナウイルス感染症による影響参考
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　川越の観光客数は、10 ページのグラフで示したとおり、
これまで順調に増加してきました。しかし、ここ数年は、観
光客の増加に伴う弊害も発生し、オーバーツーリズムと指摘
されることが多くなりました。
　これは、観光の中心地、あるいはその周辺に居住する市民
にとって、我慢の限界を超えようとしている状態でもあると
いえます。
　このような状況において、「量」を重視した施策やイベント、
コンテンツ造成などから、訪れる観光客に“おもてなし”と
“本物”を提供し、十分に川越に満足してもらうための「質」
を意識した観光を目指す岐路となる時期を迎えたのではない
かといえます。
　蔵造りの町並みや数多くある観光スポットとしての集客力もさることながら、城下町である川越は、江戸時代に川越藩
主の松平信綱が築いた十か町四門前の町割りや、大通りから脇道へ一歩足を踏み入れた細い路地にある風景、そのような
場所には、車で通りすぎてしまうと知ることのできない非日常が存在します。
　また、郊外に目を向けると、平成 29（2017）年に近隣の 4市町（川越市、所沢市、ふじみ野市、三芳町）が「武蔵
野の落ち葉堆肥農法」として日本農業遺産に指定された武蔵野地域が川越の南西部に広がり、中心市街地の東約2キロメー
トルには、市民の憩いの場であり、花火大会の会場（市域の西部に位置する安比奈親水公園と隔年で開催）となる伊佐沼
が広がるなど、古い建物や懐かしい町並み以外の資源も豊富に存在します。

　目指すべき将来像は、単なる量から質への転換ではなく、川越にしかない、川越でしか体験できない本物を提供し、満
足してもらえる「質」を重視した観光にあるといえます。
そのためには、本物（真実）の歴史・文化に裏打ちされたストーリーとそれにこたえられるコンテンツが必要であり、埋
もれている価値ある資源を掘り起こすとともに、今あるものに磨きをかけ、観光客の目を引くストーリーを創造し、訪れ
た人が何度も行きたくなるような、魅力ある価値づくりを継続することが大切です。

　訪れた方に本物を体験し、川越の歴史や文化を知ってもらうことで、日常では経験できないことに触れ、満足していた
だける“おもてなし”を提供し、住民にとっても、川越に住むことに誇りを持ち、喜びと活気に満ちた日常が送れること
を目指します。
　また、平成 30年度に実施した「マーケティング調査」の報告書（以下「報告書」という。）でも、
この取組が求められています。

参考 　マーケティング調査の報告書の概要・・・平成 30 年度実施

〇目的　	国内観光客、訪日外国人、観光関係者、川越市民を対象に、川越観光に関する現状を	
把握し、今後目指すべき方向性を検討する材料とする。

〇対象　⃝国内観光客：	Web ｱﾝｹｰﾄ調査（サンプル数 5,188）、ｴﾘｱは全国	
SNS調査（SNS上で川越や川越の観光資源に関するデータ）	
GPS調査（対象ユーザー数 29,991）、市内 60分以上の滞在者

　　　　⃝訪日外国人：	Web ｱﾝｹｰﾄ調査（サンプル数 928）、ｴﾘｱは台湾・ﾀｲ・米・英・仏・独	
SNS調査（SNS上で川越や川越の観光資源に関するデータ）	
GPS調査（対象ユーザー数 1,226）、市内 15分以上滞在訪日外国人

　　　　⃝川越市民　：Web ｱﾝｹｰﾄ調査（サンプル数 214）
　　　　⃝観光関係者：郵送調査（サンプル数 30）、川越の観光関係者

来訪者に非日常感と満足感を、住民に誇りと潤いを

将来像（目指すべき方向性） コンセプト３ ４

39

川越の本物、歴史、文化をちゃんと体験できる、感じられる、
雰囲気・コンテンツ・食を作っていく必要がある！

２８.打ち手 具体案

■川越全体としては満足度が高い。
これは、町並み、グルメ、桜、まつりなど、トータル的にバランスが取れていることが高い要因となっており、個別で見る
と改善の余地があると思われる。
→今のメインターゲットであるシニアには良いが、年月を重ねるといずれ来なくなる、来られなくなる。
→いま来訪している若年層に「テーマパークのような街」と思われることは、長期的にみるとプラス要因として考えにくい

今の若者も年を取ると歴史（＝価値）が必要となる

■さらに、現状の「負」の解消
行列ができる＝繁盛、賑わっているプラスイメージがある一方で、街歩きにおいて待ち時間が大きな課題となっている点も
新しい「川越」として次世代観光誘客の改善ポイントとしてあげられる。
→ネット予約など日頃の生活の中で時間を有効的に使える手段が無いことのストレスを解消
→さらに、待ち時間の減少で、街歩きの時間が増加し、プラス消費の可能性が考えられる⃝	滞在時間の延長やオーバーツーリズム等の課題解決に向けた取組の推進

⃝魅力ある価値づくりの継続

⃝課題解決に向けた取組の実施
⃝観光による地域づくりの推進

⃝観光客も住民も満足できる観光地へ
⃝地域で稼げる持続可能な社会へ

七曲りの瘡守神社

長喜院前

稲荷小路
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報告書では、川越の観光コンテンツに対して、次のような評価がなされました。

また、調査分析の一例としては、次のような分析結果が示されています。

さらに、市内の観光関係者からは、次のような意見が出されています。

一方、訪日外国人から見た川越は、次のとおりとなっています。

16

11.SNS調査の分析（主な消費関連の投稿内容）

◆うなぎ ◆スターバックス

◆イモ関連のお菓子・スイーツ ◆抹茶関連の飲食

・川越に着いて、古い町並みなどを散策 時の鐘 川越城本丸御殿と
桜＆とらちゃん お昼は名物のうなぎと思ってたら 混んでて 時間待ち
。 普段なら、並んでも食べるんだけど この後に用事があったので断念。
・今日は久しぶりのおでかけ川越小江戸散策と御朱印を頂いて来まし
た。 仙波東照宮 川越氷川神社 川越八幡宮 成田山川越別院 喜
多院 お昼はうなぎを食べました。お腹いっぱいと言いつつ歩きながらお
団子を食べたりして楽しい 日でした

・素敵だったのは、時の鐘近くにあったスタバ。 周りの雰囲気に合ったお
店の造りなんです。
・スターバックス。周囲とマッチしています。蔵通りにふさわしいデザイン。

・川越に行くって同僚話したら「芋の街だよ」って言われたんけど確かに
さつまいものスイーツとか街で目立つ気がする …！そしてお昼はうな
ぎとさつまいもの釜飯だ …… ！美味しい！美味しいぞ！！
・川越と言えば … さつまいも さつまいも料理と言えば … いも膳とい
うことで食べに行って来ました お料理全てにさつまいもが使われて ….

・川越散策 なう。 ずっと気になってた ｢なごみ ｣を注文 濃厚抹茶が
ほんとに濃厚でびっくりした …… 生チョコもめちゃめちゃおいしかった
…… 自宅で食べるよりこういうところで食べたほうが絶対おいしい笑
長峰園

調査
（国内観光客向け）

消費関連 飲む、買う等 の投稿は、主に「うなぎ」「スタバ」「イモ関連のお菓子・スイーツ」「抹茶関連の飲食」の４つ。
 消費行動 食べる、買う等 に関する頻出語を見ると、主に「うなぎ」「スターバックス」「イモ関連のお菓子・スイーツ」「抹茶関連の飲食」の４つが挙げられた。
 「うなぎ」については、「混んでいる」「並ぶ」などのネガティブなイメージがありつつも、味に対する高い評価あり。
 「スターバックス」については、「内装がきれい」「街の雰囲気に合っている」など、建物のデザイン面に対するポジティブ評価あり。
 「イモ関連のお菓子・スイーツ」については、川越の定番グルメとしての高い評価あり。「いも膳」など有名店を目当てに訪れている様子もうかがえた。
 「抹茶関連の飲食」については、川越の雰囲気と日本を連想させる抹茶がマッチしていることが高評価の源泉となっている様子。

42

◆観光エリアの認知／来訪歴

2.「川越」の観光地としての浸透度 アンケート調査

川越市
会津若松

秩父
日光市
池袋
渋谷

北海道
千葉県香取市

鎌倉市
長野
新宿

金沢市
京都
沖縄
大阪
奈良

名古屋
広島

飛騨高山
横浜
その他

※スコアは「1年前計」

◆国籍
京
都

大
阪

北
海
道

新
宿

沖
縄

横
浜

名
古
屋

渋
谷

奈
良

広
島

池
袋

長
野

金
沢
市

鎌
倉
市

日
光
市

飛
騨
高
山

千
葉
県

香
取
市

川
越
市

会
津
若
松

秩
父

【来訪】 全体
台湾
タイ
欧米
　アメリカ
　イギリス
　フランス
　ドイツ

※「【来訪】 全体」スコアで降順ソート　　

国別

比率の差
全体 ﾎﾟｲﾝﾄ以上

以上の場合

全体 ﾎﾟｲﾝﾄ以上
全体 ﾎﾟｲﾝﾄ以上
全体 ﾎﾟｲﾝﾄ以上

【認知】 全体 【来訪】 全体

◆国籍別来訪者数

◆ 年以内の来訪状況 ※各エリア来訪者ベース

「川越」は訪日外国人にとってメジャー観光地ではないが、現在インバウンドが急増しているエリアの つとなっている。
 各観光エリアの認知・来訪率を見ると、”親日国”といわれる「台湾」で全体的にスコアが高く、来訪歴が豊かであることが伺える。次いで全体的に高いのは「タイ」である。
 「川越」は認知・来訪率ともに、同県の「秩父」を上回るスコアではあるが、全国レベルの観光エリアと比べると差異が大きく下位に留まっているのが現状である。

一方で、 年以内の来訪率をみると、「川越」は ％で全体の 番手。これは、「川越」がインバウンドが急増しているエリアの つになっていることを示すと思われる。
 調査では対象国が限定されているが 台湾・タイ・アメリカ・イギリス・フランス・ドイツの か国 、 調査の結果も参照すると、インバウンドで多いのは「台湾」 ％ 、

「韓国」 ％ 、「香港」 ％ 、「中国」 ％ 、「タイ」 ％ の順となっている。

調査

【参考】 調査より

（訪日外国人向け）

8

3.「川越」の観光コンテンツの評価 分析（認知×興味）

※名称認知計（「よく知っている」＋「だいたい知っている」＋「聞いたことがある」）　※興味がある計（「興味がある」＋「やや興味がある」）

蔵造りの町並み

時の鐘

菓子屋横丁

喜多院川越城本丸御殿

川越氷川神社

市立博物館

川越まつり会館

蔵造り資料館蓮馨寺

小江戸蔵里

成田山川越別院

市立美術館

旧山崎家別邸

伊佐沼

小江戸川越春の舟遊（新河岸川の桜） 川越まつり

熊野神社
川越八幡宮七福神めぐり

着物レンタル

川越百万灯夏まつり

ヤオコー美術館

平均：

平均：

興
味
が
あ
る
計

名称認知計

◆ 分析（認知 ×興味 ）

■スコアは興味がある計（「興味がある」＋「やや興味がある」）

小
江
戸
川
越
春
の
舟
遊

（
新
河
岸
川
の
桜
）

川
越
百
万
灯
夏
ま
つ
り

伊
佐
沼

川
越
氷
川
神
社

七
福
神
め
ぐ
り

川
越
八
幡
宮

熊
野
神
社

小
江
戸
蔵
里

全体
男性20代
男性30代
男性40代
男性50代
男性60代
女性20代
女性30代
女性40代
女性50代
女性60代

※「全体」スコアで降順ソート　　

性
年
代
別

比率の差
全体 ﾎﾟｲﾝﾄ以上

以上の場合

全体 ﾎﾟｲﾝﾄ以上
全体 ﾎﾟｲﾝﾄ以上
全体 ﾎﾟｲﾝﾄ以上

◆観光コンテンツの興味度

アンケート調査
（国内観光客向け）

観光の牽引役は「菓子屋横丁」「蔵造りの町並み」「時の鐘」など。潜在コンテンツは単独ではなくセット訴求が望ましいか。
 主要観光コンテンツの「認知度」と「興味度」の関係をプロットすることで、各コンテンツの位置づけを分析した。
 まず、図右上にプロットされた「菓子屋横丁」「蔵造りの町並み」「時の鐘」等は、認知度・興味度がともに高く、名実ともに川越観光の牽引役となっていることが示された。
 一方、着目すべきは、川越観光の新たな牽引役を増やすことを考えるならば、興味度が平均以上である図中ごろにプロットされたコンテンツ群と思われる。
コンテンツ単独では、現状では目立った興味度が得られていないものでも、例えば、「伊佐沼」と「小江戸川越春の舟遊」は“桜コンテンツ”としてセットで訴求することで、単独
での訴求よりも、興味度・認知度を上げる可能性があると思われる。同様に、「川越百万灯夏まつり」は「川越まつり」とともに“川越のまつりコンテンツ”として、特に興味度が
高い「女性若年層」を中心にアピールすることも、方向性の つであろうと考えられる。

川越観光の
牽引役となっている
観光コンテンツ

潜在力があると思われる観光コンテンツ

35

２６. ＜国内＞市内観光関係者の声
◆観光施策への意見
・蔵づくりエリアと、ペペ、クレアモール、アトレエリアとの一貫したエリアマネジメントをしてみるのはいかがでしょう

◆理想のイメージ
・人数をＫＰＩとするのでなく、ゆっくりと滞在できる街づくりをしないと一過性のブームで終わる。混雑しすぎる街へはリピー
ターはない
・「楽しかった」だけではなく、「また来たい」と言われるように（思われるように）していくべき。まち中だけではなく郊外の魅力を
もっと発信し、滞在型の観光スポットとして発展してほしい
・エリアによって違うが、蔵造りの町並みは食べ歩きのイメージではなく、本物志向

◆打ち出したいコンテンツ
・日帰り観光客が多く滞在時間が短かい現状を踏まえ宿泊施設の充実や、周辺地域との広域的なネットワーク作りを進め
る必要があると考える
・農業体験。中心市街地でなく、周辺の古い祭りのアピール、参加呼びかけ 中心市街地はインフラ整備に力を入れ、ソフ
トは周辺に、日本人が魅力を感じる、再発見するようなものを考える。（日本人が行きたいと思うところは外国人も行く）
・本物があるのにどこにでもあるような菓子や料理のお店が多い。ここにしかない本物追求をするべき。
・お寺・神社巡り、スタンプラリー タカラッシュのなぞときを通じて川越を巡る企画（現在実施中）よいイベントだと考えてい
ます。
・夜間の客を増やす。宿泊客を増やす昼の魅力はあるが夜も魅力ある街にする。

中心市街地の密集度合いの軽減につながる

伊佐沼北側にある川越市農業ふれあいセンターで
進められている「蔵 in ガルテン川越」を核とした展開 城下町としての川越の魅力を積極的に発信
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以上のことを踏まえ、川越市の現状と課題が次のようにまとめられています。

63

20. ＜海外＞調査からわかってきた川越市の現状と課題
① 訪日外国人からも、今、注目の街

→【現状】・同じ蔵の街、千葉県香取市に、認知度・来訪数ともに惜敗
・直近１年の来訪率は非常に高い。旬な観光地

→【課題】・競合観光地に負けない対策

② 日本人の抱く川越とは違うイメージで外国人はやってくる
→【現状】・日本人と違うイメージをもっている

・期待に副える観光地としての整備がされていないところも？
→【課題】・桜コンテンツや祭りコンテンツを中心に、外国人が楽しめるような整備の実施

③ お国が違えば、趣向も違う
→【現状】・国によって趣向に若干の違いがある
→【課題】・「インバウンド」でひとくくりの受け入れ整備ではなく、国ごとの対策を検討・実施する必要

④ タイ人は川越に夢中！？
→【現状】・国別ではタイが最も川越市に対する来訪意向が高い

・同伴者、重視点、情報源、不安点とタイは特徴的
・英語も漢字も使わない国だけに来日時に不安なことが多い

→【課題】・今後、ターゲット国としてタイを強化する場合、タイ人の特性を把握したうえでの対策

34

２５. ＜国内＞調査からわかってきた川越市の現状と課題
① 認知度・満足度・推奨（おすすめしたい）度いずれも高し！今、注目の街

→【現状】・認知度の高さは関東エリア限定。他エリアについての認知度は低い
→【課題】・コンテンツ別に見ても大変満足は少ない

② 埼玉県民＆都民に大人気！日帰りで行ける人気の「おでかけ」の街
→【現状】・埼玉県民と都民は、観光地としてではなく、「お出かけ」の街として見ている可能性

・神奈川、千葉、群馬の方になると宿泊を伴う行程で、川越を訪問「観光地」という位置づけになる？
・リピーターが多い

→【課題】・日帰りでも夕食をとらずに帰ってしまう。最大の地域消費をもたらす宿泊客を獲得できていない

③ 「蔵よりお芋？」人気の食べ歩きの街
→【現状】・ 代に比べ、若者に「歴史がある」というイメージを持つ方が少ない。ご年配の方と、若者で川越に対する

イメージが異なる
・若者は特に食べ物を食べることを目的に来ている

→【課題】・テーマパークのように食べ歩きをしながらの歴史や文化体験ではなく、歴史（本物）を感じられるコンテンツ
造成

④ 春～秋まで人気コンテンツ目白押し！何度も行きたくなる街
→【現状】・冬頃に投稿が少なくなる
→【課題】・冬の目玉コンテンツ発見・造成

⑤ もっともっと、安心してゆっくり楽しみたい街
→【現状】・「駐車場の不足」「交通渋滞」はシニア夫婦層に、「無料休憩所・トイレの不足」は子連れファミリー層が言

及している
→【課題】・いま最も訪れているシニア夫婦層、子連れファミリー層が安心してより長く滞在したくなる街の整備

ターゲット５
　本DMOが令和元（2019）年 6月 12日に策定した形成・確立計画におけるターゲット層は次のようになっています。

　しかしながら、新型コロナウイルス感染症の蔓延により、当面の間は、インバウンドが困難であり、将来に繋げるため
にも、国内在住の外国人の方へのPRが必要であるとともに、マイクロツーリズムの進展など、日常の社会経済活動に近
づくまでの間は、首都圏という川越の地理的優位性を最大限発揮できるための絞り込みが必要です。

　このことから、当面のターゲットを次のように設定して推進していきます。

取組順位 ターゲット層 設定理由

１ 埼玉県内及び東京
観光アンケート・カウント調査の結果、新型コロナウイルス感染症により
マイクロツーリズムの傾向が顕著であるため、ウイズコロナからポストコ
ロナを見据えた中で、的確に取り組む必要がある。

２ 関東（神奈川県、千葉県、
群馬県、栃木県、茨城県）

2024 年に発行される新 1万円札の顔となる渋沢栄一を主人公とした大河
ドラマの放映により、埼玉県北部が注目されていることから、川越は県内
にお越しいただいた方にも足をのばしてもらえる範囲と考えられます。

３ 東アジア諸国（台湾、
マレーシア、タイなど） 増加が著しい国々であり、確実に観光客として取り込む必要がある。

４ アメリカ、欧州、豪州
など オリンピック・パラリンピックによる認知度を活かし増加が予想される。

※　取組順位１及び２は、当該地域に居住する外国人も含む。

第１ターゲット層
・増加著しい外国人観光客（東アジア諸国（台湾、マレーシア、タイなど））	
・オリンピックを控え増加が予想される外国人観光客（アメリカ、欧州、豪州など）

第２ターゲット層
　外国人観光客以外のターゲットについては、今後のデータ収集・分析の結果に基づいて、観光関係者との調
整を図ったうえで、新たなターゲット層等の設定を行う予定である。

ホテル・旅館への宿泊客の増加とともに、
グランピングなどによる増加も検討すべき
材料と言えるのでは

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、
インバウンド優先ではなく、当面は、国内
居住者への取組が必要

コロナにより、若年層に変化
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　観光庁が必須としているKPI（重要業績評価指標）は、次の４項目となっています。
　　①　延べ宿泊者数
　　②　旅行消費額
　　③　来訪者満足度
　　④　リピーター率
　また、地域の実情にあわせて独自にKPI を設定することも可能とされています。
　KPI は、取組内容を評価する指標であり、特定の取組が特定の KPI だけに影響するわけではなく、様々な要因により
KPI が影響を受けることになります。このため、より適切な判断を行うためには、多くの指標を用意し、きめ細やかな分
析が求められます。
　このことから、必須とされている上記①～④の４項目の主要KPI のほかに、次の項目を独自KPI として設定し、評価・
判断する材料とします。

　なお、主要KPI の②旅行消費額（観光消費総額）は、平均観光消費額×観光客数で試算します。

項　　目 設定理由 測定方法

① 観光客数 観光の規模を把握 観光客数カウント・アンケート調査よる

② 外国人観光客数の割合 インバウンドの把握 市の観光案内所のアンケート調査による

③ 県内・東京からの観光客
数の割合

近隣からの観光客（マイクロツーリズ
ム）の把握 観光客数カウント・アンケート調査による

④ 宿泊観光客数の割合 観光消費額への影響を把握 　　〃

⑤ 平均観光消費額 一人当たりの消費額を把握 　　〃

⑥ 自家用車による観光客数
の割合 交通課題への影響を把握 　　〃

⑦ 観光時間半日（４時間）
以上の観光客の割合 観光時間（滞在時間）を把握 　　〃

⑧ 立ち寄り個所数 観光時間（滞在時間）への影響を把握 　　〃

⑨ 体験型観光客の割合 着物体験など、体験型観光客数の割合
を把握 　　〃

⑩ WEB サイトのアクセス
状況 関心や興味の度合いを把握 市+DMO川越+観光協会のｱｸｾｽ数

⑪ 市民の観光への満足度 観光振興に関する市民の理解度を把握 川越市が３年に１度実施する市民意識調査
による

⑫ 観光関連予算額 観光関連事業としての地域の予算額を
把握

市+DMO川越+観光協会で、市から両団体
への補助額を除く

※　①、②、④、⑤、⑦、⑧、⑪の 7つは、第二次川越市観光振興計画において目標数値が示されている指標です。

主要KPIと独自KPI６ 経済効果（地域で稼ぐ）７
　観光地域づくり法人の目的の一つとして、観光で地域が稼げる仕組みづくりがあります。
　この KPI としては、前ページにある「平均観光消費額」及び「旅行消費額」の２つがありますが、旅行消費額は、平
均観光消費額と観光客数をかけて試算していることから、この 2つの要素に左右されることとなり、結果、令和 2年は
新型コロナウイルス感染症の影響が大きくなりました。

　観光客一人ひとりの消費の平均であ
る平均観光消費額と地域への経済効果
となる旅行消費額の 2つともが大き
くなることが理想といえます。
　しかしながら、中心市街地における
オーバーツーリズムの状態を考えた場
合、次のような取組が求められます。

①	　平均観光消費額を高くすることを
優先する
　　➡　	ストーリーなどの付加価値に

よる観光資源の磨き上げ

観光客数増加の場合も
②	　郊外の観光地への回遊性を拡大
し、中心市街地の観光客集中の密度
を低減又は維持する
　　➡　	魅力ある観光資源の発掘や今

まで川越に無かった取組

③	　観光客が集中する時期や時間帯を
避けた観光客数増加への取組
などが必要となります。

　この外にも、域内（市域又は旧川越
藩領）での地産地消に向けた取組の推
進も経済的な効果をもたらします。

3,864円

3,975円

4,032円

4,166円

4,073円

4,045円

4,204円

3,830円

4,376円

4,034円

247.92億円

247.08億円
284.77億円

281.2億円

339.45億円

155.31億円

278.64億円

270.65億円254.1億円

平均観光消費額の推移
（単位：円）

旅行消費額（観光消費総額）の推移
（単位：億円）
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　観光地域づくり法人の目的は、観光で地域が稼げる仕組みづくりとオーバーツーリズム対策を含めた環境整備の推進に
よる地域経済の持続的な成長と活性化などであることから、次の戦略を進めることとします。計画の期間は、新型コロナ
ウイルス感染症の終息が見通せないことから、おおむね 5年後となる令和 7（2025）年度末までとし、その間、必要に
応じて随時に見直し行うものとします。

※　川越市の第二次川越市観光振興計画の計画期間は 2016 ～ 2025 年となっています。

　観光地が衰退していくのは、商品が売れなくなるのと同じで、魅力がなくなるからという考えがあり、これに対応して
いくには、観光という商品に魅力を持たせ続けることが大切になります。
　このためには、商品となる観光の価値を絶えず向上させていくことが必要であり、特に、新型コロナウイルス感染症に
よる影響を受けている現在の状況では、インバウンドが見込めないことから、そのためのパワーをコンテンツの磨き上げ
などに振り向ける必要があるといえます。
　川越は、蔵造りに代表される町並みが観光の大きな資源の 1つであり、着物を着ての散策や食べ歩き等の人気もあり、
町中を行き交う観光客が見受けられます。
　また、比較的に若い方は、従来の見る観光からコト（体験型）観光にシフトしている傾向があり、川越においても、着
物をはじめ人力車など、体験することができる観光が人気を博しています。
　しかしながら、商品価値を維持・向上させていくためには、次なるコトを展開する必要があり、都心に近いという立地
特性や江戸城の北の守りの城下町として、さらには、物資の集積地としての歴史を観光客に肌で感じてもらえる工夫が必
要になると考えます。
　　　　　	　	　	
　多くの観光資源が集中している北部中心市街地に比べ、南部、特に、
川越駅の西側には、1,700 席を超える大ホールを有するウェスタ川
越やホテルが入る複合施設のユープレイスが駅から数分の立地にあ
り、数百メートル北にある本川越駅のホテルなどとの連携を図るこ
とで、学会開催実績が多い地元の大学などもあることから、学術団
体等を始めとしたコンベンション誘致なども期待されます。
　さらに、その南西には、川越観光のスタートになったといわれる
芋ほり観光等で有名な農地も広がるなど、川越駅西側への誘客を推
進し、今後の活性化を市域に展開させる必要があります。

戦略１ 　　　　　観光価値の創造

　　　　　　　	川越市をホームとしてCOEDO	KAWAGOE	F.C が昨年 9月に設立され、2030 年までの Jリーグ加盟を
目指しています。「川越に夢と感動を創出し続け、100年続くクラブへ」をミッションとしています。

　　　　　　　スポーツを通じて注目や集客力を高め、まちの活性化へ結び付けていくことも可能になるものです。

　　　　　　　	フランスのナント市では、数々の機械仕掛けのアトラクションが展示され、12メートルの巨大象ロボッ
トに乗れる遊園地「レ・マシーン・ド・リル」があり、観光名所として注目を集めています。

　　　　　　　	最新のテクノロジーを活用したシステムやデジタルコンテンツの開発を行うチームラボによる集客（埼玉
県内では東所沢に「どんぐりの森の呼応する生命」と題し、ところざわサクラタウン脇の武蔵野樹林パー
ク内で実施）。

集客事例

１

集客事例

２

集客事例

３

戦略及び主要施策８

複合施設のユープレイス ウェスタ川越

芋ほりの様子

※このページの写真はインターネットから転用しています。
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　観光庁では、「DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進による観光サービスの変革と観光需要の創出」や「ICT
等を活用した多言語対応等による観光地の「まちあるき」の満足度向上」などを進めており、川越も、これらへの取組を
進める必要があります。
		

　観光客が川越を認知する方法は、川越市観光アンケート調査報告書 2020 年によると（その前年も同様）、テレビ・ラ
ジオが 40％近くを占める一方で、インスタグラムなどのインターネット系も約 15％となっています。これは、マーケティ
ング調査報告書でも同様な傾向（TV番組が 35.3％で第 1位で第 2位はクチコミ）であり、マスコミによる報道が川越
観光への大きな情報源となっています。
　また、川越は、観光行政を担う川越市観光課のほかに、観光協会、商工会議所の関連部門、さらには、中心市街地の活
性化を図るための組織であるまちづくり会社なども観光と深いつながりがあり、それぞれが連携するなどして取り組んで
います。
　観光客向けの情報も数多く、観光客にとっては多くの情報から取捨選択することができますが、その一方で、様々な情
報が集約されているページから、必要に応じて興味のあるページを見ることが可能になれば、利用のしやすさは格段に向
上します。
　川越に来たことのない観光客向けに、SNS及び特設サイトの運用や情報を集約して適切に分類し、効率的・効果的に
観光客に向けて発信できるような情報提供の仕組みの構築に向け検討します。
　なお、観光庁の「観光地域づくり法人の登録制度に関するガイドライン」においても、『観光客に対して地域一体となっ
て戦略に基づく一元的な情報発信・プロモーションを行うこと』とされています。

　　　　　ＩＴ等を活用した観光の推進

　　　　　情報発信の充実

　中心市街地から東に約 2キロメートルと比較的近くに位置する伊佐沼周辺に観光客を呼び込むことで、これまで川越
に無かった観光の形態を創出することは、オーバーツーリズムとも言われ始めた中心市街地の状況を改善し、観光客の回
遊性を高めるとともに、滞在時間の延長にもつながります。

　伊佐沼にスポットを絞り、これまでの川
越観光に無い取組として、グランピングや
屋外での様々な体験（焚火をするだけでも
癒しやリラックスの効果があるといわれて
います）、対応可能な農家と連携しての農業
体験、さらには、自分で収穫した野菜を食
べられる場などの提供に向けた仕組みの構
築を目指します。

　川越市では、伊佐沼の北にある農業ふれあいセンターを蔵 in ガルテン川越としてリニューアルする計画（バーベキュー
場やキャンプ場の整備も予定されている）が進行中で、このハード整備を側面から支援するための実験的事業を実施する
ことも１つの方策といえます。

　併せて、伊佐沼は、中心市街地から２キロメートル程離れているため、そこまでの移動手段の確保も重要であり、交通
事業者や宿泊事業者（農業等の体験をしてもキャンプ等しない方への対策等）との連携も必要となります。

　また、DMO川越の区域（マーケティング・マネージメント区域）は、次ページのとおり、109.13 平方キロメートル
に及ぶ面積があり、郊外の他地域への回遊にも努めていきます。
　例えば、舟運により栄えた新河岸川周辺地域や川越の地名発祥の地ともいわれる河越館跡、さらには、市の西部に広大
な敷地（198,000㎡）を有する川越総合卸売市場なども、郊外に存在する有力な資源であり、観光客の受け皿になるもの
といえます。

　　　　　郊外への観光客誘致の推進

DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進による観光サービスの変革と観光需要の創出
観光庁（観光資源課）：800百万円

○消費機会の拡大や消費単価の向上を目指し、これまでの態様に捉われない新たな観光コンテンツ・価値を生み出すべく、デジタル技術を複合的に活用しながら、
観光サービスの変革と新たな観光需要の創出を実現。

○オンライン観光の普及によるリアルな観光への期待に対応し、近い将来訪れるSociety5.0時代に向けてDX(デジタルトランスフォーメーション) ※を推進。
※ DXとは、デジタル技術及びデータを活用して、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、組織の文化・風土や業務を変革することにより、競争上の優位性を確立すること。

観光空間の変革

オンライン空間上でのツアーを通じて観光地の情報収集や消
費の機会等を提供。

オンラインを活用した来訪意欲の増進

観光客・事業者がコミュニケーシ
ョンを取り合えるプラットフォームを
構築し、オンライン空間上での
ツアーを通じて観光地の情報収
集や消費の機会等を提供。

観光事業者の
受入体制整備

オンライン
コンテンツ造成

配信・
体験等

評価・
検証

コミュニケーションを取ることが可能なインタラクティブな既
存のオンライン技術と、観光資源とを融合し、観光需要
や消費意欲を創出。

事業テーマ

観光資源の高付加価値化、観光関連事業者の受入
の環境・体制等を整備。

事業概要

観光体験の変革

観光サービスの変革による体験価値の向上や観光消費額増
加を実現。

今までにない新しい観光コンテンツ・価値の創出

自律走行、屋内測位、AR・
MR、指向性音声等に関する
技術の活用により、パーソナル
スペースを確保しながら快適
な鑑賞環境を実現。

デジタル技術等を活用した
実証実験

評価・
検証

コンテンツ・
価値創出

観光サービスの変革に活用可能な技術の例
利用場所に応じて適用可能な高精度位置認識技術
5Gの高速・低遅延といった特性を活用する技術

事業テーマ

デジタル技術の複合的な活用等による観光コンテンツ
の磨き上げ等を行い、コンテンツ・価値を創出。

事業概要

地域観光の変革

観光サービスの変革による地域観光における観光消費額増
加や収益向上を実現。

観光地経営・エリアマネジメントの発展

マスク等着用時でも利用可能で認証時間が短
いなど、利便性の高い顔認証技術等の活用に
より、ビーチ・山岳エリアでの手ぶら観光を実現。
観光体験の価格等をリアルタイムに最適化する技
術の活用により、混雑平準化・収益向上を実現。

観光サービスの変革に活用可能な技術の例
顔認証等の生体情報を有効に活用する技術
取得データを適時に活用する技術

事業テーマ

事業概要
デジタル技術の複合的な活用等による観光地経営手法の
変革等を行い、地域観光における収益向上につなげる。

事業イメージ

事業スキーム
○ イノベーション・変革を起こすことが可能な先端企業、地方公共団体・観光地域づくり法人（DMO）等からなるコンソーシアム・企業等を募集。
○ 事務局と事業者との間で、密なコミュニケーションを取りながら事業を遂行する想定。

体験価値の向上と観光消費の拡大に寄与するとともに、
観光振興に資するデジタル技術等の活用における課題の抽出を目指す。

体験価値の向上と観光消費の拡大に寄与するとともに、
観光振興に資するデジタル技術等の活用における課題の抽出を目指す。

デジタル技術等を活用した
実証実験

評価・
検証

観光地経営の
発展

（２）国内外の観光客を惹きつける滞在コンテンツの造成

-16-

戦略２ 戦略 4

戦略３

観光庁ホームページより
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　　　　　　DMO川越のマーケティング・マネージメント区域

消費額の増大と他地域との連携

　地域への経済効果を高めるためには、宿泊者数の増大を図ることが必要です。
　これは、令和元（2019）年及び令和 2（2020）年の川越市観光アンケート調査報告書によると、観光客一人当たりが
消費する、お土産品購入費や飲食費等の平均が約 2千数百円なのに対し、宿泊費の平均は約 8千円から 1万円程度と 4
倍となることからも明らかです。

　さらに、他地域（例えば、旧川越藩領や同一の鉄道沿線など）と連携した集客展開により、結果として観光客数と宿泊
者数の増大に結び付けていくことも将来的には必要であり、そのための準備等が求められています。

　訪れた方に安心して川越を楽しんでいただくとともに、そこで生活する人にとって、寛いだ日常を送れるために、自動
車優先では無い、人がゆっくりと安心して歩くことができる環境の構築に向けた取組を推進します。
　しかしながら、歩行者天国や一方通行などの交通規制は、生活する住民にとって大きな制約を伴うことから、規制に頼
らない対策の導入に向けた取組が求められます。

平成 21（2009）年に実施された社会実験時の様子（左：一歩通行、右：歩行者天国）

　例えば、特に観光客が多く集まる場所や人と自動車が錯綜する場所に、観光のための案内人等を配置することも 1つ
の対策であり、これにより、目的地への案内やマナーの遵守をお願いするとともに、歩行者に危険を知らせることで、安
心した歩行環境を目指すことにつながります。
　また、若い人に多く見受けられる自転車での観光（埼玉県内や東京都をターゲットの第 1順位としていることから、
比較的多いと見込まれる）に対応した駐輪場を整備することで、中心市街地への自動車の流入を抑制することなども方策
の１つといえます。

　さらに、交通と並んで問題となることの多いのが、マナー（特にインバウンドでは慣習の違いなどによることが多い）
やごみのポイ捨てであり、ごみを放置することは町並みの美観を損ねるだけでなく、その地域に居住する住民にも大きな
マイナス影響を及ぼします。
　川越市がゴールデンウィーク中に実施したごみを分別して回収するエコステーション事業を、観光客が多くなる時期に
あわせて実施することで、環境を維持することができ、被害を受ける住民の減少と、観光客誘客への理解が得られる取り
組みの一つといえます。
　これには、各商店会で実施している取組などと連携することで、まち全体で観光客を迎える「おもてなし」に繋がるこ
とが期待できます。

　　　　　歩いて安心な環境とマナーへの取組参考 戦略 5
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　DMO川越は、そのほとんどを川越市からの補助金により運営していますが、これに過度に依存することのないよう自
主財源の確保に努める必要があります。
　観光庁が自主財源の事例として挙げているのは、自治体独自の判断で観光地域づくり法人の運営資金を確保する手段と
しての特定財源（地方税（宿泊税・入湯税等）、負担金）、自治体から施設管理や駐車場管理を受託するなどの公物管理受
託、物販などによる収益事業、理事会メンバーをはじめ地域の関係者からの会費の４つが挙げられています。
　これらの中で、他団体での取組事例等を参考に比較的に導入するのに適していると思われるのは、公物管理受託と収益
事業であり、これらの実現に向けて検討し、自主財源の確保を推進します。
	
特定財源
　特定財源としての宿泊税については、東京都をはじめ幾つかの自治体で導入されていますが、川越の状況としては、宿
泊者の多くはビジネス客であり導入できる環境とはなっていません。さらに、宿泊税のような法定外新税については、議
会での議決や総務大臣の同意も必要であることから十分な検討が求められます。
　なお、観光客からの料金等の徴収方法やそれを財源とした地域や観光客への還元については、可能な範囲でその仕組み
について検討します。

公物管理受託
　自治体が管理運営している施設や未利用となっている土地を借り受けて駐車場などとして活用する方策については、実
現性の観点からは他の方策よりも高いといえます。利活用できる土地や施設等についての情報収集に努め検討します。

収益事業
　地域の課題解決に向けた取組としてのオリジナルごみ袋や川越ならではの LINE スタンプ、川越のことを詳細に知るこ
とのできる「kawagoe	guide	book」等の制作・販売、手数料収入などの収益事業に取り組みます。滞在プログラム・旅
行商品の造成・販売、集客力のあるイベント等の企画などは、困難な面もありますが、より地域の独自性を発揮できる分
野でもあり、将来を見据えて対応していきます。

会　費
　DMO川越は、一般社団法人ですが会費制を採用していません。採用する場合には定款の変更が必要であるとともに、
安易な採用は関係事業者への負担となってしまうため、十分な検討が必要と考えます。

　　　　　自主財源の確保に向けて

　観光地域づくり法人は、観光地域づくりを行う多様な関係者の合意形成が重要な役割であり、この外にも、データに基
づく戦略の策定や観光資源の磨き上げ、域内交通を含む交通アクセスの整備、着地整備に関する地域の取組の推進などが
その役割とされています。
　また、観光によるまちづくりや地域経済の活性化を推進することで、観光客も住民も満足できる観光を展開していくこ
とが使命と考えています。

　戦略策定に向けた取組は、本法人の設立趣意書でも「・・・中長期的な観光戦略を立案・推進するためには横断的な組
織が必要であり、マーケティングなどの経営手法をとりいれながら、持続可能かつ発展的な観光まちづくりに取り組む必
要があります。・・・」とあるとおり、この組織がDMO川越であり、さらに、趣意書では「幅広いデータ等の収集・分析、
データに裏付けられた明確なコンセプトに基づく戦略の策定を行い、観光戦略に経営感覚をとりいれ、地域経済の発展に
繋げたいと考えています。・・・」とあり、これまで重視されていなかったデータを主軸として捉え、これに基づく計画
作成と実行に結び付けていくことが求められていました。
　DMO川越は、令和元年 8月に観光庁か
ら「日本版DMO候補法人」としての登録
を受け、その後、候補法人から登録法人
に向けた準備を進めるとともに、補助金
に依存する運営方法からの脱却を目指し
て様々な収益事業の実現について検討し
てきました。
　しかしながら、令和 2年の新型コロナ
ウイルス感染症の蔓延を受け、事業の実
現に不透明感が生じました。併せて、同
年 4月に観光庁が「観光地域づくり法人
の登録制度に関するガイドライン」を作
成し、日本版DMOの名称を変更するとと
もに、更新登録制度や登録取消し規定も
導入されました。
　これを受け、多様な関係者の合意形成
の場であり、戦略策定の原案作成等を担
う組織として、観光資源の関係者や行政、
宿泊事業者、交通事業者、商工業、飲食、
建築、プロモーション、学識経験者等を
構成員とする組織を令和 2年の暮れに設
置し、令和 3年の夏の策定を目指し動き
始めました。

	 設立趣意書

（２）戦略策定の経緯

（１）観光地域づくり法人（ＤＭＯ）の役割とミッション

参考９

一般社団法人　ＤＭＯ川越　設立趣意書

　裾野の広い産業である観光は、交流人口の増加による新たな賑わいや雇用の創出を
促すとともに、地域経済に活力をもたらします。また、自らが観光資源を磨き上げる
ことにより、多様で魅力的な「まち」が創造され、誇りと愛着が醸成されます。
　多くの都市にみられるように、本市においても人口減少による経済規模の縮小など
が懸念される一方で、「川越氷川祭の山車行事」がユネスコ無形文化遺産に登録され、「武
蔵野の落ち葉堆肥農法」が日本農業遺産に認定されるなど、本市には歴史・文化・自
然に支えられた豊かなコンテンツが生まれています。今後、これらを活かしブランディ
ングやプロモーションといった手法を導入し、都市経営の視点も含め、地域経済を活
性化していくことが必要となります。また交通アクセスの利便性を活かし、国内外か
らの多様な観光客に対応した川越ならではの「おもてなし」を推進することも重要です。
観光エリアの拡大、観光資源の醸成、そしてインバウンドや幅広い年齢層の取り込み、
リピーターの確保など、これまで以上に創意工夫が求められています。
　これらを踏まえ、中長期的な観光戦略を立案・推進するためには横断的な組織が必
要であり、マーケティングなどの経営手法をとりいれながら、持続可能かつ発展的な
観光まちづくりに取り組む必要があります。
　本市は、これまでの町並み保存・再生の実践過程において、市民が主導し、行政が
後方支援する形でまちづくりを推進してきたことが功を奏し、多くの観光客が訪れる
までになりました。また、毎年賑わいを見せる行事の多くは、川越市民の潜在的な力
が原動力になっています。こうした市民力を活かし、官民一体となって経済活性化に
資する観光まちづくりを戦略的に遂行していきたいと考えています。
　「一般社団法人　ＤＭＯ川越」は、幅広いデータ等の収集・分析、データに裏付けら
れた明確なコンセプトに基づく戦略の策定を行い、観光戦略に経営感覚をとりいれ、
地域経済の発展に繋げたいと考えています。また、商業・工業・農業など観光まちづ
くりに参画するさまざまな担い手と関わり合い、合意形成を図りながら地域経済の「見
える化」に取り組み、来訪者には非日常感と満足感を、住民には誇りと潤いを与える
など、川越の地域力向上を目指します。
	 平成３０年１０月
川越版ＤＭＯ設立委員会
　　　　　　会　長　　川　合　善　明（川越市長）
　　　　　　委　員　　立　原　雅　夫（川越商工会議所会頭）
　　　　　　委　員　　粂　原　恒　久（公益社団法人小江戸川越観光協会会長）
　　　　　　委　員　　大久保　敏　三（株式会社まちづくり川越代表取締役）

戦略 6
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　観光地域づくり法人とは、地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに、地域への誇りと愛着を醸成する地域経営の視点に立っ
た観光地域づくりの司令塔として、多様な関係者と協働しながら、明確なコンセプトに基づく観光地域づくりを実現する
ための戦略を策定するとともに、戦略を着実に実施するための調整機能を備えた法人であり、その目的は、観光で地域が
稼げる仕組みづくりやオーバーツーリズム対策を含めた環境整備により、地域経済を持続的に成長させ、活性化させるこ
ととされています。		R2.4.15「観光地域づくり法人の登録制度に関するガイドライン」観光庁より

（３）観光地域づくり法人とは 観光戦略会議

開催状況（観光戦略策定までの状況）
回 開催日 主な検討事項
1 令和2.12.23 〇正副会長の互選　　　　〇観光の将来像　　　　〇課題の確認
2 　〃	3.	1.25 〇観光戦略会議の概要　　〇戦略に必要な項目等
3 　〃　	2.22 〇情報発信の充実　〇ウィズコロナ、アフターコロナの取組　〇自主財源の確保に向けた取組
4 　〃　	4.	5 〇川越マーケティング調査報告書
5 　〃　	5.13 〇観光戦略素案について
6 　〃　	6.	8 〇観光戦略素案について

委員名（50音順）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 任期：R2.12.23～R4.12.22
№ 氏　名 備　　　考　　　【　】は会議での役職等
1 朝霧　重治 （株）協同商事　コエドブルワリー　代表取締役社長
2 今井　洋平 松村屋旅館　取締役
3 柏瀬　明彦 ウェスタ川越　館長
4 京野　弘一 （株）第一建築設計事務所　代表取締役	 【会　　長】
5 櫻井　理恵 （株）櫻井印刷所　代表取締役社長
6 島田　裕二 ちふれホールディングス（株）　専務取締役（川越商工会議所工業部会長）
7 田中　勝宏 川越市　産業観光部　観光課長　	 【R3.4.6から委員】
8 馬場　　崇 共和木材（株）　専務取締役　	 【副 会 長】
9 藤倉　省一 エムエス観光バス（株）　代表取締役社長
10 舟橋　一浩 川越スカラ座　支配人
11 町田　明美 （株）右門　代表取締役社長　（川越商工会議所商業部会長）
12 谷島　　賢 イーグルバス（株）　代表取締役社長
13 安島　博幸 立教大学名誉教授　	 【専門委員】
14 山田　禎久 川越氷川神社　宮司

№7の前任は飯野英一委員(R2.12.23～R3.4.5)
〔１〕観光地域づくり法人を中心として観光地域づくりを行うことについての多様な関係者の合意形成
　　　　以下の①又は②のいずれかに該当すること。
　　　　①	　取締役、理事など観光地域づくり法人の意思決定に関与できる立場で行政、文化、スポーツ、農林漁業、交通等の幅広い分

野の関係団体の代表者が参画すること
　　　　②	　観光地域づくり法人が主導して行政や関係団体をメンバーとするワーキンググループなどの委員会等を設置すること
〔２〕	各種データ等の継続的な収集・分析、データ等に基づく明確なコンセプトに基づいた戦略（ブランディング）の策定、KPIの設

定・PDCAサイクルの確立
　　　　以下の①～③のすべての取組を行うこと。
　　　　①　各種データ等の継続的な収集・分析
　　　　②	　データに基づく明確なコンセプトを持った戦略の策定（自治体が策定する観光振興計画が存在する場合は、当該計画と戦略

との整合性が留意され、当該計画の策定・見直し等への関与がなされること）
　　　　③　KPIの設定・PDCAサイクルの確立
〔３〕関係者が実施する観光関連事業と戦略の整合性に関する調整・仕組みづくり、プロモーション
　　　　以下の①～③のすべての取組を行うこと。
　　　　①　地域社会とのコミュニケーション・観光地域づくりに関する地域の関係者への業務支援を通じて、戦略を多様な関係者間で
共有すること
　　　　②　観光資源の磨き上げや地域が観光客に提供するサービスの品質管理・向上・評価する仕組みや体制を構築すること
　　　　③　観光客に対して地域一体となって戦略に基づく一元的な情報発信・プロモーションを行うこと
〔４〕観光地域づくり法人の組織
　　　　以下の①～③のすべてに該当すること。
　　　　①　法人格を取得していること
　　　　②　意思決定の仕組みが構築されていること
　　　　③　専門人材が存在すること
〔５〕安定的な運営資金の確保
　　　　観光地域づくり法人が自律的・継続的に活動するための安定的な運営資金が確保される見通しがあること。

【参考資料等】　〇　川越市観光振興計画（川越市産業観光部観光課）
　　　　　　　　〇　第二次川越市観光振興計画（川越市産業観光部観光課）
　　　　　　　　〇　川越市観光アンケート調査報告書（2019）及び同（2020）（川越市産業観光部観光課）
　　　　　　　　〇　川越マーケティング調査報告書（DMO川越）
　　　　　　　　〇　常設展示図録（川越市立博物館）
　　　　　　　　〇　川越藩（重田正夫）
　　　　　　　　〇　川越の歴史（川越市）市制60周年記念誌
　　　　　　　　〇　ハンドブック　川越の歴史（川越市教育委員会　編集発行）
　　　　　　　　〇　歴史的都市型観光地における交通まちづくりの受容性―川越一番街の取り組み
　　　　　　　　　　（埼玉大学大学院理工学研究科　工学博士　久保田　尚　教授　著）
　　　　　　　　〇　川越市都市・地域総合交通戦略（川越市交通政策課）

　　　　　　　　※　関係者の皆様のご承諾を得て写真等を借用させていただきました。
　　　　　　　　　　　　川越市（広報室、観光課、農政課、都市景観課、交通政策課）
　　　　　　　　　　　　川越市教育委員会（文化財保護課）
　　　　　　　　　　　　久保田　尚（埼玉大学大学院理工学研究科　教授）

観光庁ホームページより

登録に必要な5つの要件

観光地域づくり法人（ＤＭＯ）の形成・確立

地域の多様な関係者を巻き込みつつ、科学的アプローチを取り入れた
観光地域づくりを行う舵取り役となる法人

：

宿泊施設

交通事業者
商工業

飲食店

農林漁業

・個別施設の改善
･品質保証の導入

・農業体験プログラム
の提供
・６次産業化
による商品開発
・農泊の推進

・ふるさと名物の開発
・免税店許可の取得

・二次交通の確保
・周遊企画乗車券の設定

・「地域の食」の提供
・多言語、ムスリム対応

地域住民
･観光地域づくりへの理解
・市民ガイドの実施

観光地域づくり法人 を中心とし、地域の関係者が主体的に参画した体制を構築
地
方
誘
客
・旅
行
消
費
拡
大

地域の関係者を巻き込んだ体制の構築

【観光地域づくりの司令塔】
関係者による観光地域づくりの現場を効率的
に動かしていくためのプロジェクト・マネジメント
⇒取組の企画立案、関係者への合意形成、
資金等の必要な資金調達、予算執行管理、
スケジュール管理、 サイクルの実施等

地方公共団体
･観光振興計画の策定
･インフラ整備
（景観、道路、空港、港湾等）
･観光教育 ･交通政策
・各種規制との調整
･各種支援措置

観光地域づくり法人（ＤＭＯ）

57

国立公園
・公園内のコンテ
ンツの磨き上げ、
受入環境整備

文化財 アクティビティ
・文化財の活用
・多言語解説の整備

・体験滞在型の観光
コンテンツの整備

観光地域づくり法人（ＤＭＯ）

ターゲティング
等の戦略策定

観光コンテンツ
の造成

受入環境の
整備


