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《参考資料》聞き取り調査での主な発言集 

 

・我々の企業で「安心・安全」を掲げているのは、当社の原点に関東大震災がある為である。

大規模災害・天変地異があった時に、DCP（District Continuity Plan＝緊急時地域活動

継続計画）も含め、しっかりした企業体でありたいという想いがある。昔は、荒川の氾濫

もあったが、このエリアは災害に強いエリアである。また、首都圏中枢の東京にほぼ 1 時

間で入れる。そういうエリアだからこそ、江戸時代は天領区で、米麦の一大産地であった。 

 

・昔からの地域特性と、企業のポリシーを鑑み、東京に対する機能として何が良いのか考え

た。「熊谷流通センター」は、問屋、中間流通業の集まりである。大規模地震等の兆候があ

る中で、我々の地域が果たす役割としては、首都圏バックアップ機能としての防災拠点や、

様々な物資供給の拠点になりうることを事業の切り口、熊谷の切り口にしていきたい。 

 

・熊谷は、地方創生で言われている田舎でもないし都会でもない。現在、圏央道が重視され

ている。圏央道は東京を囲む環状道路で、その外郭にあるのが首都圏 60 キロエリアであ

る。熊谷を起点として、外郭を見ると意外と色々な生産拠点がある。東京を見ると正しく

住宅や商業地で、人口密度も非常に高い。生産拠点として、群馬県、栃木県、長野県、新

潟県というエリアをバックに持つ中間拠点であり、かなりのストック拠点とも言える。 

 

・昔から交通の要衝で、現在でいう国道が 4 本街を走っている。様々な街道の分岐する場所

だった為、商業地として発展した。かつて、大宮ではなくて、熊谷から新幹線を分岐させ

ようとする構想もあった程である。地域の行動性、天候、水などの条件を考えると、意外

と他のエリアより良いのではないかと前向きに考えている。 

 

・昔から街道の拠点であること。17 号バイパスは、緊急指定道路で、災害があった時には

一般使用ではなく、物資供給の道路になる。できればワールドカップ前にお願いしたいが、

もう少しで上尾区間が全面的に開通するというような話もある。 

 

・江戸時代は、天領区で元々は循環農法行っていたエリアで、食も非常に安心・安全なもの

を生産し続けてきた経緯がある。そういうことを復活させていこうという思いもある。 

 

・アグリビジネスとしては「循環農法」で、今は、にんにく、自然薯を小さく展開している。

良いものができるまでは、それほど供給していない。六次産業化を目指し、今は実験型フ

ァームのような形である。にんにく、自然薯を選んだのは、加工のしやすさから。青森に

勉強しに行ったが、青森は、砂地型の水はけの良い大地で、冬は雪が降る為、良い土壌に

なるので、ゴボウ、にんにく、長芋がよく穫れることがわかった。この辺も昔は火山、関

東ローム層と、似たような地盤なので良いと思った。かつては、米に最大の価値があった。

天領区だから米で、米が一つの財産であった。今の時代、TPP の関係もあり、色々考えて

農業・農地改革していかなければならない。 
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・実験ファームは深谷（旧川本町畠山）エリアで行っている。熊谷でも出来るようにしたい

が、なかなか進展しない。深谷エリアは、最近、非常にそういう活動に積極的になってき

た。にんにくには良いと思う。鎌倉幕府の有力御家人で知勇兼備の武将に「畠山氏」がい

たが、そういう武将の出身地だから、精がつくにんにくと自然薯は合っていると思う。 

 

・小麦は、約 85%と、ほとんど輸入に頼っている。パン、パスタのみならず、古くからある

うどん・そばも、ほとんど輸入であり、お客さまも輸入小麦の食感に慣れてきている。コ

シが強い、透明感があるなどの特徴があり、国内産・輸入粉のそれぞれに良さがあると思

う。この辺は米麦の産地だが、それを捨ててしまうということではなくて、良いものはブ

ランド化していくことが重要と思う。 

 

・米麦だけではなく、若い人達に土地をよりうまく利用してもらい、オーガニック的な水耕

栽培、循環農法、自然農法など、そういった「安全な食」で、なおかつ首都圏での消費も

拡大できるような、農業の改革をしたい。 

 

・取り組みたいテーマとしては、「安全・安心」。それから、健康促進で「スポーツが盛んな

まち」。代表的なのは、ラグビーや野球。そういう特性をもっとブラッシュアップしていく。

スポーツを核にした「スポーツツーリズムの DMO」で「健康」や「安全」という様々な

要素の切り口で戦略を立てていく。今、ラグビーを一生懸命盛り上げている。女子のセブ

ンズ日本代表は半分くらい「アルカスクイーン熊谷」の選手である。近隣には、ラグビー

の強い企業もある。大泉が育てたチームだが、熊谷はラグビーのまちなので、一緒にやっ

ていきたいと思う。ワールドカップが１つの起点になり、ラグビーの聖地、メッカになる

と思う。秩父宮ラグビー場が暫く使えないということは、熊谷にとってこれほどのチャン

スはない。そういう意味で「スポーツツーリズムでの DMO」が良いと思う。 

 

・今、観光庁で「日本版DMO」を進めているが、「DMO」というのは、省庁の言葉遊びで、

経産省がかつて提唱していた「TMO」と何が違うのかという思いもある。以前は、秋田や

御殿場で「スポーツツーリズム」を行っていたが、熊谷に足りないのはコミットする牽引

者がいないことだと思う。 

 

・私達の立場は、経済界から動かし、行政を引っ張ることである。本来であれば、それに行

政がコミットしてくれるようにしてほしい。熊谷に足りないのはそこで、明確な戦略や、

「こういうまちにします」という強い考えで導いていかなければならないと思う。 

 

・現在、東部地区の開発を始めたところである。新駅の話は 45 年かかった。元々は、問屋

町を作る時に駅も作る構想があったが、誰も振り向かなかった。駅を作る時は、線路は JR

や鉄道会社が引いてくれるが、駅と周辺事業というのは、行政が絡んでくるのでなかなか

進まなかった。駅ができることで、来年、農政が変わるかもしれない。 
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・米麦の栽培をしている方々が、だんだん経営が厳しくなり、高齢化によって作り手も減っ

てきた。乱開発ではないが、調整地区の為、本来は作れないはずの住宅地ができたり、田

んぼの真ん中に医院が建ったりという風になってしまった。農地を作るには大型化して生

産性・機能を高めていかないとならないが、農地にだんだんとまとまりがなくなってきた。

そういう意味では、このエリアは難しいかもしれない。 

 

・農業に対する様々な施設ができ、それが農業に参画する呼び水になればと思っている。あ

とは、先を見据え、高齢者対策や障がい者雇用等を考えている。本質的には、「食べること」

が永遠のテーマ。 

 

・様々な祭があるが、熊谷は、宿場町という交通の要所で商業が発展し、商人が形成してき

た。「川越まつり」はお殿さまの祭で「庶民のために祭を推奨した」とあるが、熊谷は、商

家が盛り上げてきたため「商売繁盛」というのが必ず入る。うちわ祭の「うちわ」は、も

ともと、商家の販促ツールである。本来は神事だが「買い物するならうちわ祭の日」とい

われるくらい、貪欲にやってきた人達がいた。五カ町というのが商家の集まりである。 

 

・明治から大正にかけて、特に山車まつりになってきた明治 35 年を起点として、生糸産業、

今でいうアパレル、被服産業等、盛んな商家が競っていた。素晴らしい山車を曳いてきて

「うちの町内で買い物をして」と。昔はお祭りの最中に、周囲に簾をかけて山車を見せて

いた。駐留している時、提灯に火をつけ、お囃子をしたりしていた。 

 

・時代とともに、ある程度規模が大きくなると、小売業から卸売業へと転換してきた。中心

市街地が廃れた責任は、中心市街地を離れた人達にもあると思う。そういった、中心市街

地に土地を多く持っている地主は、自分達の土地利用をしっかりしてほしいと思う。 

 

・熊谷の特徴というのは、米麦の産地で、農業用水がいたるところに流れていたこと。それ

から熊谷染めである。星川は、生活用水であり、ひとつのシンボルだった。昔はみんなあ

のきれいな水で染め物の糊を流していた。あそこに飛び込んで我々も遊んでいた。 

 

・星川というのは悲しい歴史を持っている。東京の墨田と同じ歴史である。焼夷弾で焼けて、

被災者は星川に飛び込んだ。まちの中心のシンボルというだけではなく、鎮魂の歴史もあ

り、我々は見捨ててはいけないと思う。だから先人達は、景観事業も含め、色々と行って

きたが、いかんせん商店が少なくなってしまった。グランドデザインの位置づけとして、

そもそもの用途が違うのではないかと思う。 

 

・星川周辺は、もう少しバリアフリー化等で、歩きやすくすればよいと思う。車が通らない

ようにして、裏側の住宅道路を整備してほしい。県道に自転車道路帯を作るより、一本裏

側の道を整える方が大切だと思う。市の考え方、対応が遅れていると感じる。 
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・かつては、中心市街地を起点として南側は花街だった。良い住宅街を形成し、市民が作る

憩いの場、景観的にも良い場、特にお祭り広場から西側は、そういうエリアに育っていけ

ば良いかなと思う。 

 

・「うちわ祭」は活力の根源であり、熊谷最大のコミュニティである。中心市街地に 3,000

人の祭関係者を結び付けている。これを普段から活用できるシステムを考える。「スポーツ」

と「まつり」というのは、熊谷の大きな特性で柱である。そういう組織体ができれば色々

な要素の人達が入ってくると思う。 

 

・一つのまち全体で「オーガニック野菜」に挑戦した所はない。そういったものと「スポー

ツ」、コミュニケーションを形成する「まつり」等を、有機的に結合し、「健康増進とオー

ガニック野菜」等、体に良いものを作り、特産品にする。そこから、オーガニック野菜を

使ったケーキ、スープなど、様々な商品展開も期待できる。 

 

・「観光」といってもそんなに大きな観光というのは熊谷にはないと思う。例えば、中心市街

地を「ゆとりや憩い」エリアに指定し、千方神社、高城神社の裏を通って、裁判所に抜け、

八木橋の裏に出る昔の道を「歴史散歩道」とし、静かな住宅と歴史遺産を遺す。あの辺り

には、熊谷の先人たる人達の子孫が住んでいる家が残っている。そこに、星渓園なども含

めたエリアで、シニアが散歩をして少し休んだりすることで、自然発生的にカフェなどが

できるのではないか。商店は、人がいなければ必然性がない。 

 

・まちづくり会社が熊谷市観光協会を運営していくのはなかなか難しいと思う。観光協会自

体、DMO の一つの切り口ではないか。観光協会というのは熊谷市内に限定しないで、で

きれば広域で活動してほしい。北部地区にはコンベンションセンターなど、観光の窓口が

ない。秩父、深谷、本庄を含め、有機的に、「文化センター」のような形で、ワンストップ

の窓口機能を担えないか。 

 

・熊谷流通センターは、日本の団地で初めて団地全体が県と防災協定を結んでいる。飲料は

常時 30〜50 万本持っている。また、熊谷市、行田市とも防災協定を結んでおり、防災拠

点として指定を受けている。行政が備蓄をしても限界がある。それよりも、流通在庫を活

用する方が、コストが断然安い。団地には、青果市場、食品市場もある。これこそ流通ス

トック拠点である。 

 

・県南から先のストックが使用できなくなったら、群馬、長野、新潟のものをストックして、

整理して送る。熊谷流通センターには何百台ものトラックがある。東日本大震災の時も、

翌日にはトラックを走らせた。 

 

・「熊谷流通センター問屋町祭り」を開催し、食の提供などをして、そういった「防災機能」

をもったまちであると PR している。毎年 2 万人程度来場する。 
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・熊谷市は、世田谷区と万が一の時は、住民を受け入れるという協定を結んでいる。流通セ

ンターには設備が多くあり、東京ガスや、水道関係の様々な指定企業が集まっている。熊

本地震の際も復旧作業に職員を派遣し、大雪の際もいち早く除雪してトラックが走れるよ

うに対応するなど、DCP（District Continuity Plan＝緊急時地域活動継続計画）の協力

体制がある。 

 

・キーワードは、「まつりで醸成したコミュニティのつながり」と「安全・安心」の切り口、

それに向かって産業を再生する。熊谷は、元々農業が中心で、ものづくりが弱い地域であ

る。川口などの昔からものづくりがあるまちとは違う。工業も、技術を逆手に、いつまで

も自動車だけに頼っているのではなく、生活工業に転換した方が良いと思う。燕三条が変

わっていったように、鉄の技術を使ってスポーツ用品を作るなども良いと思う。現代の若

者は堅実なので、使い捨てのものではなくて、成熟社会で良いものを作る時代だと思う。 

 

・＜まちなか核づくりとまち歩き回遊性＞熊谷の宝物は、長い間活用はされていないが、間

違いなく熊谷寺だと思う。震災時の熊本と同じような感じで、避難所として市民を受け入

れてくれた。その後、市民が出ていく時に、当時の市役所が不適当な対応をしたこともあ

り、それ以来、開かずの門になってしまったと聞いたことがある。 

 

・あの一帯は木が多いため、空襲の際も焼けずに残った。熊谷寺、千形神社、高城神社など

は燃えないように守られた。熊谷寺の中では、歌舞伎が上演されたこともあり、結構広い。

東日本の寺院の中で一番間口が長く、奥行は長くないものの、善光寺よりも 1m は長いと

聞いたことがある。それから、「戒壇めぐり」があるのは、善光寺と甲斐善光寺と熊谷寺の

3 箇所である。現在の住職は、閉門した住職の孫の代なので、ますます自分の責任では開

門しづらくなると思う。まちづくりも一つ核があれば波及すると思う。 

 

・例えば、妻沼は半日くらい遊べる。市が妻沼に、日本初の女医、荻野吟子氏の記念館を建

てている。春は、菜の花がきれいで、3 月と 4月には、高校生の女子サッカー、高校生の

ラグビーの選抜大会を行っている。また、グライダーも飛んでいて、渡し舟がある。聖天

さまがあり、いなり寿司があって、ちょっと話が長いけれども、ガイドさんがいて、良い

雰囲気になってきたと思う。妻沼へは、熊谷寺から車で 20 分位で行ける。 

 

・他には、聖公会というレンガ造りの幼稚園も燃えないで残っている。そのあたりの周遊コ

ース・ウォーキングコースを作れば良い。あとは高城神社。テクノ跡地の一角に熊谷を知

る施設をつくり、熊谷全体の予習をして、駅から 5 分くらいなので。高城神社に行く。仲

仙道が出来る以前の道がある。八木橋があって、石上寺があって星川という周遊コース。

そして、片倉シルク記念館。 

 

・星川は、戦前は蛇行していて、昔はスイカを冷やしたり魚を取ったりした。両脇に屋台が

出ていて、流しの歌手がいたり。今は、あんなにキレイにしていても、人通りが少ない。 
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・昔、染め物が盛んだったから、星川には染め物の色がついた水が流れていた。星川で屋台

の再現も今まで話はあった。ただ、具体化にはならない。福岡みたいな形か。普段人がい

ないのに、うちわ祭の時は何であれほど大勢いるのかと思う。熊谷の観光ツーリズムの最

たるものだと思う。 

 

・森村誠一氏関連で、JR で俳句を募るとすごく集ったらしい。まちなかを歩いて俳句ツアー

のような感じ。まちなかを歩かせる等の仕掛けづくりが必要。 

 

・あとは、テクノの跡地をなんとかするしかない。バスの発着所を併設する。そうすると市

役所へ行くのも便利になるし、観光的にも、駅をまわって、まちなかに行くというような

感じにすれば良いと思うが。現在は熊谷を紹介する場所は図書館の郷土資料展示室ぐらい。

テクノ跡地に熊谷を紹介する施設が必要。テクノ跡地の施設のなかに 500 人位のシアター

が出来れば。駅にも近いし、そこにバスターミナルや駐車場があれば、そこから次に広が

っていく。「コンサート終わった後飲みに行こう」とか。飲食業もショップも自ら集まって

くる。そしたら星川だってすばらしい財産になる。熊谷寺も財産になる。 

 

・富山のライトレールではないが、まちの特色を出して。ライトレールも本数増えているら

しい。まちなかを回遊するトロリーバスもおもしろい。何か話題になるものを走らせる。 

 

・無理な話だけど、太田へ向かう東武の妻沼線の跡地を活かす。道は残っているわけだから。

太田の人は困っているから、市が直通バス走らせている。太田は不便だから、新幹線で熊

谷まで来て、太田へ入っている。太田は広い意味での狙い目ではある。太田から引っ張る。 

 

・60 分以内で行ける特別快速東京行とか。58 分でも 59 分でも東京まで特快で行ければ、

朝夕で。または、転入者に対して新幹線通勤にうまく優遇措置をしているように、より熊

谷の利便性向上させる工夫が必要。 

 

・＜スポーツおもてなし都市熊谷＞2019 年ワールドカップは、簡単にロゴを使えないみた

い。熊谷市は許可を取ったみたいだけど。オリンピックも同様にすごく制限がある。ラグ

ビーの全日本の「SAKURA」の選手の半分以上は「ARUKAS」熊谷の選手。スポーツツ

ーリズムを売りにしていければ。 

 

・スポーツイベント色々ある。アルカス、ベアーズ、多種にわたるスポーツイベントが出来

る施設も色々ある。経産省がオリンピックに向け、昨年から検討を開始している「おもて

なし規格」を市の職員も取得し、駅、バス・タクシー、商店、各種のサービス業に、これ

をセットし、来街される人達をお迎えしていく。 

 

・ネタはないわけではない。あんまりあれもこれもしないで、徹底して打ち出していくこと

だろう。それをワールドカップに向けて取り組んでいけば。まちを盛り上げる一つ。 
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・それに市の職員にも簿記を勉強してほしいと思う。簿記を知れば、市の決算、予算等がわ

かり自分のまちがわかってくるし、そのために何をすれば良いか考えられる。 

 

・熊谷は、高校の体育教師に優れた方が多い。例えば、ラグビーは森さん、野球は斎藤さん、

卓球は吉田さん、バレーボールは茂木さん。熊女の駅伝にも優秀な先生がいる。高校のス

ポーツの先生が多くいらっしゃった。熊谷は、私立高校が無く、独自のユニークな募集が

できない為、満遍なくやらざるを得ない。例えば、女子のラグビーに絞り、優秀な先生に

来てもらい、高校で指導してもらう。そして、スターが生まれればと思う。 

 

・障がいのある人を迎え入れるのにも気を配る。車いす対策とか、舗道の整備等々来街され

た人達にも喜んでもらえる整備、おもてなしの対応を徹底すれば、強みになる。パラリン

ピック的に優しいまち。だから「安心して、熊谷に来てください」と。 

 

・あんまりあれもこれも考えないで、ひとつのことを関係する先とタイアップし掘り下げて

いくのが良いと思う。「スポーツツーリズム」を徹底してやれば良い。あとはコンパクトシ

ティをどう作っていくか。まちなかはもう整備されているから。そこへどう人を呼ぶかを

考え知恵を出す。 

 

・＜涼しさ対策日本一＞「あついぞ熊谷」を逆手に取って「涼しさ対策日本一」。そうすると

熊谷のイメージも変わり、住みたいと思う人も増えてくると思う。今、色々やっているク

ールシェア。市役所前のクールスポットをまちなかの人通りの多い所に何ヶ所か設置して

いく。例えばバス停を兼ねて等。逆手に取って、涼しさ対策をメディアを使いＰＲする。 

 

・＜人口を増やす―「子育てするなら熊谷」「お嫁においでよ熊谷」＞ 

 結婚して熊谷に転入してきた人にお祝い。そして子供が生まれたら育児、就学等に対して

他都市よりも圧倒的に優位なサービスを提供していく。熊谷市は現在待機児童「ゼロ」の

好条件があるので、これを基本に各種のサービス・補助を充実させる。親が熊谷に住んで

いて、子供家族が熊谷市へ転入してきたら、条件を緩和して助成等のバックアップをして

いく等々。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
熊谷うちわ祭 妻沼聖天山 歓喜院聖天堂 
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・観光まちづくりのポイントを次のように取り纏め幾つかあげてみた。無数に出てくる積極

的意見を大別整理し、そして更に出てくる新しい発想の意見をこの中に収めてみて概念的

修正を行いコンセンサスを見出すべきだ。 

 

・「地域政治の安定化、各方面との連携強化」地域の政治、行政、経済界、各団体、市民等、

それぞれが対峙する関係を解消し、一致したコンセプトを持ち連携することが不可欠であ

る。一致したコンセプトとは、中核市の問題、スポーツによる活性化（ラグビー、野球等）、

東部北部等の開発、観光事業それらの概念的合意 

 

・「中小企業経営者の経営マインドの向上」低成長時代・人口減少社会などネガティブな意識

を改めてポジティブな意識に。業績の向上を求めた積極的投資を行えるマインドを醸成す

る。ラグビーワールドカップ、うちわ祭の改革、新地域産物の販売成功事例、ラバーダッ

グレース等の日常の町中の賑わい（日常化の為ビジネス化不可欠）、熊谷の将来像の明示、

武蔵ヒートベアーズなど。 

 

・「売るもの創り」活性化の方向性を見据えた売り物創り。例えば、祭りを売る、春のお花見

を売る、ラバーダッグ等のエンターテインメントを売る、スポーツを売る、健康を売る、

農業体験を売る、その他「もの・こと」を売る。方向性とは、マーケット・ターゲット。 

 

・「観光街づくりのための経営理論・経営技術の導入」情報収集、調査研究。 

 

・「外部技術の導入、外部ノウハウの導入」FC、情報ネットワーク技術、観光客への営業 

 

・上記の 5点のような事をまち会社にて仲介し推進していくべき。いずれにしても、「熊谷

市の観光まちづくり」は、名所旧跡をベースに組み立てることはできないので、「こと」を

売れるように新たなるものを創り出す必要がある。聞き取り調査のまとめより、大筋論方

向性についての議論と具体論実施論についての議論を早急に行うべきと思料する。 

 

・ゆるキャラと B 級グルメだけが、まちおこしではないと思う。 

 

・まちなかの土地は地主さんが手放したり、割と良い立地に賃貸マンションが建てられた為、

本当のまちなかは人口が増えている。実数を出していないから分からないかもしれないが。

ただ、旧江南町と旧妻沼町はなかなか売れないようである。熊谷からバス便で、地元の実

需だけ。特記的な取引はない。人口が減り、立正大学もどんどん品川に戻っている。昔は

結構派遣の人もいたから。アパートも入っていたが、立正大学も学校経営を考え、キャン

パスの中にツインの寮を作った。 
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・どこでもそうだが、絶望商店街の会長である。熊谷は戦災都市だから、戦後の商業地域と

いうのを広く設定した。駅から歩いて 17 号を通り日産があるところまで商業地域。戦後

は、熊谷県があったぐらいでプライドが高かったが、現状は厳しい。 

 

・小売は下がっているが、売上を上げなければならないという部分だと思う。結構地方の百

貨店も閉まっている。 

 

・えびす大祭は、10 月 29 日と決まり、市では、稚児行列や神事がある。それに対して、市

商連が「オ・ドーレ」といって、ダンシングパフォーマンスをやって、あとは「ラバーダ

ックレース」をテムズ川の真似をして行っている。「短水路のラバーダックレースの聖地」

にしたいと思っている。1 レース 50 匹で 5 レースやる。テムズ川ニューメキシコでやる

のは 6 インチサイズ。テムズ川はシリアルナンバー入のブルーで一等賞金は 130 万円。

スタートしたらあとは運でしかない。星川通りに障害物をつけて、後はゴールで、写真判

定という形である。えびす大商業祭の各個店の商店がやるっていうのが少なくなり、本来、

水辺系は夏なのだが、開催している。過去に、桜まつりの時「チェリーブロッサム杯」を

やったことがあったが、やっぱり桜の魅力にはかなわなかった。客層が違うので。あとは

天候に左右される。 

 

・11 月の文化の日に東日本駅伝がある。知人の警察官も一週間に 2 日も国道 17 号を止め

てしまうのは熊谷くらいだと言っていた。ただ、東日本駅伝はあんまりプラスになってい

ないと思う。千葉では住民が住宅街通るからという理由で断られたということだ。 

 

・結構今、自転車が盛り上がっている。大東文化大学の方へ行くと、比企丘陵はアップダウ

ンが良く道が良いので、アマチュアが自転車を積んですごいにぎわっている。東京電機大

学のあたりはツールドフランスかと思うような、変わった靴を履いた人たちが多くいる。 

 

・熊谷は「ラグビー」というが、まずラグビー場が遠い。市会議員の先生方が 25 人ロンド

ンに視察に行った。市民の多くが勘違いしているのはシックスネーションズ（強豪 6 か国）

が来たり、オールブラックスが来る可能性があるということだが、実際はなかなか来ない

と思う。それで満員になるかどうか、ではなく、どうするかを考える必要があるのではな

いかと思う。 

 

・多分キャンプ地利用だと思う。メインスタンドはあるが、他に２面ある。宿泊施設をどう

するか分からないが。 

 

・ラグビーでの効果は、一過性だと思う。勘違いしているのが、あそこのラグビー場まで行

く時に、例えば、アディダスショップができると思っている人がいる。実際には、会場周

辺にテント張りで車が来て、高いジャージー等を売るくらいで、お店ができるわけではな

いと思う。 
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・熊谷市の B級グルメ大会では、400 万円の予算が出ている。駐車場の警備の問題でまちの

中心では無理なのはわかるが、歴代の会長もなんでまちのなかでやらないのだと言ってい

た。それで出店して、利益を得ていくのは、プロと県外が多い。普段販売していないかき

氷の商品を販売するお店もあった。 

 

・熊谷寺の一般開放が有効だと思う。山と溪谷社なんかが熊谷で星川通りを通して八木橋の

裏辺りからバスに乗って聖天院に飛ばしてまたバスで帰ってきて、桜の季節なら荒川土手

に行くような、婦人向けのハイキングコースを紹介した。季節によってまだまだ企業の OB

会のようなのがあって旗を持って周っている。星渓園行って周っても、熊谷寺は外からし

か見られない。戦中戦後は、お寺は意外と解放していたらしい。今でいう避難所状態だっ

たり、境内のなかに銭湯を組んで、規模は分からないが、かつて一時銭湯だったらしい。 

 

・過去に戦後、解放したらしい。それで生活が安定して、皆さん外に出た時に、痛みの補修

とかを、当時の市が一切もたなかったのが問題になったという話は聞いたことがある。こ

ちらは境内を解放して 受け入れたのに何も無いのかと。その後、熊谷寺も、もっと郊外に

お墓を増やしたと思うが、やはり古い人は昔から熊谷寺である。安定した檀家さんは持っ

ていると思う。あそこを開放してバスに乗って聖天院さんを見てというのが一番だと思う。 

 

・昔から門前町構想というのがあったが、それはやっぱり熊谷寺が一般開放しないと。一般

開放すれば、2 つ見せるものがある。 

どこでもそうだが、ボランティアガイドは張り切っている。熊谷のまちなかガイドは、い

るらしいが見たことはない。星川は、悲しいまちで終戦の前の日に空襲で燃えて無くなっ

たまち。こんな悲しい町があったと、10 年の節目にマスコミは来る。 

 

・終戦記念日前日に星川で、「灯篭流し」というのがある。だんだん風化してきている。商店

街の人がいなくなっている。遺族や市長など黒い服を着てセレモニーをするのだが、昔は、

「広告灯篭一基いくら」で運用していた。 

 

・人がいなくなって市役所の力を借りるようになったら、公の行事になるので、広告取れな

いことになった。昔は熊谷仏教会に頼んで 20 人ぐらいの住職に来てもらっていたが、そ

れがダメになった。うちわ祭はどう見たって誰が考えたって神事だが、市役所は、前面に

宗教色が出てはダメだという。 

 

・今、川越が頑張っていて、さいたま市なども「アートフル」など色々頑張っている。「熊谷

は今でも福引か」という思いもある。あと、個人的には出演者が半プロの「オ・ドーレ」

の代わりに、もっと「ダッグレース」を有名にしようという思いがある。参加型にして、

もっと下流の野鳥もいるところで、田園風のところで開催するなどの展開も考えている。 
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・あとは、白足袋系、いわゆる古典の踊りというのは日本舞踊だって少なくなっているし、

新舞踊というのも若い人が少なくなっている。一部コアな人がやっているけど、底辺は広

がらない。これだけ色んなことがあったら、太極拳とかヨガとか別の方行ってしまう。 

 

・構想としては、ダックレースを通じて、熊谷の今まであまりスポットライトが当たってい

なかったところに行ってもらいたいという思いもある。 

 

・自分は、本来はまちの商店のおやじと思っている。旦那衆っていうのが昔はいたが、今は、

社長はいても旦那はいない。社長と旦那は違う。旦那というのは、例えば、お囃子会の時

に子どもが着る物がないとき、「初めは俺が全部つくってやる。その代わり、お前ら毎回積

み立てろ。もしくはお前らで行って回って、金集めろと。それで 10年後はそれで新しい

のをつくれ。」と。かっこいいと思うが、そういう人がいない。 

 

・江戸の橋を改修して 山車祭りができにくくなったから、みんな地方に山車は行った。武家

の祭りではなく、町衆の祭りだと思う。ただ、そうでないという人の意見を聞くと、元々

熊谷で商いをした人は、忍城の家臣の次男、三男が物を商うようになったと。普段、裃を

着られなかったからせめて祭のときに着たかったという説もあるが。京都の町衆がかっこ

いい浴衣に黒い羽織を着てカンカン帽をかぶって町衆の心意気を見せている方が、俺はか

っこいいと思う。石原はそう。石原は旧石原村で、旧町村に入れなかったと、あの人達は

わざと着ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・熊谷駅東地区市街地再開発準備組合設立の時に、25 年くらい前から、富岡市長の前の小

林市長の時に依頼を受けてやっている。その当時は、こういう開発をして黒字化という組

織はほとんどない。ほとんど赤字との世評であった。 

 

・大型店舗の営業状態としては、駅前 3 店は非常に具合良い。八木橋百貨店もイオンもある

が、3 店は行き来できるような状況になっている。駅近 3店大売り出等で、事業連携をし

ている。それぞれの店の特徴づけをして非常にうまくいっている。 

 

ラバーダッグレース 熊谷うちわ祭（曳っ合せ叩合い） 
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・駅前 3 館と八木橋百貨店、イオンによる 5 館連携もある。市内の商店街も色々行っていた

が、実際問題として、空き店舗が多くなったり、商店街が壊れている。そういうところに

予算をつけて活性化といっても難しいと市は気付いたようで、大型店 5館に予算を作った。

具体的にはもう始まっているが、500 万円の予算を市で出して、同じ金額を 5 館で用意し

て合計 1,000 万円で企画を打つというもの。専門のスタッフがいて、どのような形で

1,000 万円を作って、相乗的に良い結果ができればということで。話し合いを 5 回程行っ

ている。5 館とも乗るということで話はできている。各館、中心市街地活性化を兼ねてい

るわけで、まずは 5 館を利用してもらって、あとは市内の個店、飲食店等も含めて、やる

気のあるところに手を挙げてもらい、手を組むというようなもの。現在、話を煮詰めてい

るところである。 

 

・大型店向けの予算であって、個店連携して協力してやろうというのが熊谷市の考えで我々

としてもボリュームが大きくなった方が良いので、そういうふうな大方針でやっていく。

手段方法は今考えている。 

 

・商店街と大型店との関係という点での特徴としては、周辺の深谷等は、商店街に見切りを

つけいるが、熊谷は見切りをつけていないこと。文句はいうけど動かないというようなこ

とで商店街に対して困っているようなことはない。 

 

・私達が考えていること、熊谷市の強みとして、住民の地元愛が強い。70〜80 万人がうち

わ祭に出るというのはすごい。 

 

・自然災害が少ない。台風、地震、年寄りに聞いた話だと自然災害が少ないのは、3.11 の時

に屋根にブルーシートがかかった家といのはないが、深谷や吹上はあったようだ。 

 

・荒川は暴れる川だった。熊谷は砂利層の上にできているので良いというような古老の話が

ある。 

 

・新幹線、高崎線、秩父線と鉄道が複数通っている。交通の便が良いのが強み。 

 

・駅前 3 館には 240 店舗ある、仲良くお互いに繋がっている。旅行客も多い。近辺の人は

熊谷駅を利用している比率が高い。 

 

・高校が多い。熊谷駅を利用している高校が 12 校もある。これは珍しい。土日になると高

校生のお客様が非常に多い。ティアラの通行量調査をしたら、年間 625万人であった。（お

伊勢参りは 850 万人）。大変な数の人がティアラの中を行き来している。学校等が多いの

で、その層に合った提案をすれば、色んな意味で活性化する。売り上げも伸びるし、滞留

時間も長くなる。次の段階として、ビルのリニューアルを 1年くらいかけてやっていると

ころである。 
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・弱みとしては、鉄道が便利なので都心や大宮に行ってしまう人が多い。出られてしまうと

いう弱みがある。 

 

・「あついぞ！熊谷」というキャッチフレーズ、そういう売りを面白がる人がいて進めたが、

居住地としては非常に嫌厭されてしまう。 

 

・新しい意見や社会変化の受け入れを嫌う人も多い。 

 

・まち全体としても人口減、高齢化しているという統計結果が出ている。 

 

・商店街が壊滅状態。ほとんどの店舗は後継者がいない。空き店舗が増えて、まちなかに驚

くほど多くの駐車場が出現している。新たな店作りができないのは、居住人口が少ないか

ら。もっと住むような工夫を行政も市民もみんなでするような方向でいかないといけない。

行政が本気で若い人に対する支援をやらないと、まちが死んでしまう。商店街というのは

作るのではなくて、出来るもの。 

 

・将来への期待や想いとしては、若い住民が大事。荒川を渡ったところの吉田町長の滑川町

は、全国でも珍しいくらいに人口が増えている。やる気のある町長さんで立派なことをさ

れていて、子育て支援とかを矢継ぎ早に出している。若い人がものすごく住んでいる。 

 

・滑川町は、駅前もスーパー「ヤオコー」等があってすごい。とにかくあそこはベビーカー

をもったお母さん達が多いので、それに合わせた商品構成をしている。そういうことで商

店街、まちは出来ていく。その点、熊谷は残念ながらない。 

 

・駅周辺の商業区域をもっと集中的に開発をしないと、中心市街地活性化というのはしない。

点々バラバラにやってもだめ。行政が介入してエリアでやるような方向にもっていってい

ただきたい。 

 

・今後危惧する問題としてプレミアムアウトレットが深谷市にできる。深谷市は市として OK

を出して、補助金を出して、駅も作ってあげましょうと提案した。ということは、商店街

を見限ったということ。税収の上がらない商店街より、アウトレットに集中的にというこ

とになっていると思う。熊谷市は、そういうことになる前に駅前 3館、市内 5 館を活性化

するというのが良いのではないか。 

 

・「モノ売りではなくて、コト売り」にしようと。ここに来て楽しいよ、居住まいが良いよと

いうことをコンセプトとしてやっている。 

 

・若い人相手に我々が考えているのは「ティアラで待ち合わせしよう」とか、「ティアラに行

って〇〇しよう」というような、彼らに魅力ある佇まいを提供しようということである。 
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・遠くても居続けたいと思ってもらえるまちにするには、基本的に通勤圏内に仕事があると

いうことが大事。周辺でも、それなりの事業所がないといけない。結婚して、子育てをし

ている時に熊谷に住んでいたいという町にしなければならない。 

 

・熊谷は、文化的要素にはあまり力は入れていないのではないかと思う。コンサートホール

や、活動出来る場、緑があって過ごせるような文化施設、美術館もビルの一室とかではな

くて、ある程度満たされた社会のなかで何を求めていくのかというと、文化的なものだと

思う。そういうなかで子育てをしたいなというのはあると思う。 

 

・布袋寅泰がいた高崎。あれだけ人を呼べるような、文化に造詣のある人が高崎には多い。

そういう力がある。熊谷にはそういうことはできないし、考えもしないのでは。お祭では、

楽しむ方が 70〜80 万人もいる。お祭だけでなくて、日々の何かでそれを活かしたい。 

 

・商業とは、人がいて生活を営んで発生するもの。そこに昔ながらの商店街の復活というの

は、経済が流れている現在では、懐古趣味的に川越みたいに残せるところもあるが、熊谷

は、戦災により何も残っていないので、まちがそのままでそこに商店街を活性化させよう

というのは難しいかなと思う。住んでいる方に合わせて変わっていく必要がある。 

 

・商店街はお客様の目線で、どういうところに魅力があるかとか、そのような目線でやって

いかないといけない。良くなるのも悪くなるのもお客様の購買力。どれだけお客様に住ん

でいただいて楽しんでいただけるか。 

 

・「活性化、活性化」と唱え文句になってしまって、具体性が欠落している。具体的に、子育

てはどうしたら良いかとか、居住するにはどういうものを提供すれば良いかとか。空き地

がいっぱいあるので、住めるようにするのは難しい話ではない。 

 

・八木橋百貨店と駅前をつないでどうやって駅前を活性化させようかというのをずっとやっ

ているが、経済力は限界があるし、お客様にとっても距離感がある。そのようななかでは、

駅前を商業地区にして、コンパクトシティではないが、だだっ広く商業地域として活性化

するのは現状では難しい。 

 

・駅前を中心に商業地区にして活性化して、八木橋百貨店と周辺商業地域の酒屋さんくらい

は、居住地域みたいなことで人を住まわせることで、その間に人の行き来が始まるのでは

ないかと思う。公共交通を入れるのも良いと思う。そうすると、住んでいる方は八木橋百

貨店に買い物に行くし、駅の方に出てきたい方は出てくる。真ん中の距離があるところで

買い物をしようなどと誰も思わない。その間に商店を復活させようというのも難しい。そ

の辺の環境づくりの線引きをもうちょっと考えた方が良い。 
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・行政もまわりの人達も八木橋百貨店という地元に貢献度の高い施設に遠慮している。本当

によくやられているし、八木橋百貨店のおかげで熊谷の文化なんかもずいぶん上がった。

そういうような長いこといただいている恩恵をさて置きながら、「あっちはだめだ、これか

らは駅のそばだ」というようなことを行政としては言っちゃいけないし。お客さんがどっ

ちにも行けるような居住作りをするのが、一つの熊谷のボリュームアップに繋がる。 

 

・例えば、市の無料の駐車場はやめて、更地にしてマンションを作るとか、居住空間をどう

するかということを考えるべき。痛みを伴うが、早い決断をして整備し、プラスのものに

転じていく方がよほどリーズナブル。改革を決断出来る決断力がないとなかなか難しい。 

 

・ラグビータウンは、小林前市長が駅前に銅像を作ったりして、狼煙をあげたのが功を奏し

て、ワールドカップ 2019 の会場にもなった。それはそれで結構だし、せっかくそういう

チャンスがあるんだったらそれを、次へ次へといった方が良い。運が良かったわけなので、

あとの努力はみんなでするべき。 

 

・観光目的になるような熊谷の売りは弱い。外国のお客様方がどういうものに興味をもたれ

ているのかよく分からないが。いわゆる観光地としては何もない。強いていうなら妻沼の

国宝。あとは田舎であること。お客様がどこに魅力を感じていただけるのか、どういう提

案をしていけば良いのかという研究はなされていない。そういう人達の目線でものを見た

り考えたりというのをしていないと思う。ホテル等々の数も少ないし、そういう点も考え

ていろいろまだ充分間に合うので、一つのおもしろい方向にはなる。 

 

・具体的に、「だからこういうことしよう」というような一歩踏み込んだ意見の集約というの

が必要だと思う。 

 

・熊谷もゆるキャラはまだダメだが、B 級グルメは最近スポーツ公園で一生懸命やっている。

なかなかスポーツ公園が遠くて、まちなかにはおよばない。 

 

・ティアラ 21 の建物は、再開発で色々な地権者が混じっている。3 階は JR さんがもって

いて、3 階の運営会社はＡＺさん。駅前的な佇まいとしてという構成はＡＺさん、我々は

一番上は映画館があってプールがあって、人が集まって時間を費やすというのが特徴。 

 

・ニットーモールは生活者が日用品の買い回りをするような品物がたくさんある。 

 

・大型 3 店がそれぞれ特徴をもって営業をしている為、お互いに争わない。珍しいケース。 

 

・なかなか熊谷の飲食店で「らしい」というものは難しい。うどん屋さんはある。それは皆

さん専門店で、独自の考え方とメニューをお持ちになって営業している。 
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・商業施設に入るには経費がかかるので、全国チェーンのところが増える。専門店は専門店

で顧客さんを抱えてちょっと離れた場所で営業するという状況。 

 

・そもそもから言うと、ティアラ２１の下あたりは昔、日東製粉という小麦粉生産工場であ

った。その前は松本製粉という、曾祖父が作った工場。熊谷の小麦畑が長年あった。そう

いった地元の小麦を売りにして、それを使っていただいているところを「熊谷うどんの店」

として、バックアップしようと取り組んできている。できあがったうどんの味や形態は店

によって違うが、使用している小麦粉がイコールであるというようなことで。ニットー製

粉で生産してもらって、私どもの営業で流通に出せている。 

 

・驚くところが、駅ロータリーの再開発で、JR さんとのご縁が深いため「ティアラ口」とつ

けていただいた。わざわざＡＺさんにビル空けてもらって架け橋をかけて、ニットーモー

ルは 2 階の方をつなげて大変だった。ニットーモールは橋ではなく歩道橋として登録され

た。結果、大型 3店相互に人が行き来するようになった。そういう意味でお互いに協力し

ないといけない。お客さんとしては一体の施設として見るて、625 万人も通っている。歩

道橋への屋根の取付けはなかなか進まないが、（工事代 6,000 万円、10 年使用とすると、

通行市民 1人 1 円程度の費用）一部以外は駅まで濡れずに行ける。 

 

・スタート時に少し挫折して、資金ショートがあった。そのとき銀行から「やりましょうよ」

といってお金を貸していただいた。それでこれが立ち上がることになった。今でも返済し

ている。そういう苦労がずっとあった。 

 

・まちづくり熊谷は、付随会社のような感じではなくやってもらいたい。まちづくり会社は

熊谷にうちしか無かったので、みんな私のところに来る。藤間会頭にお願いした結果、2

つ目のまちづくり会社として設立された。 

 

・まちづくり熊谷も、ビルを作ってレンタルしてそれで収益をあげるというような構想があ

った。柱になるような収益事業をしないといけない。何かやろうという時は嫌なこともや

らないといけない。 

 

・ティアラ２１は、収益事業が明確にあった。最初からお金返さなきゃならないとうので、

一番安定した事業は駐車場経営だと。それが非常に当たった。駐車場は繁盛している。か

なりの大きい借金を返せるのは、一つの道でやってきたと。本体を壊さずに、そこのとこ

ろをやって、滞りなく返済ができている。 

 

・銀行の方は多分つぶれるだろうと思ったに違いないと思う。5 年で黒字化しなかったらち

ょっと検討させてくれという条件だった。それで 3 年で黒字化した。地元 3 行が協力して

やってくれた。 
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・専門家だけでは企業を助けられない。専門家というのは、どちらかというと、起こってし

まった経済問題を過去に照らし合わせてという世界だから。「いい会社にしましょう、いい

会社になりましょう」ということ、これから起ころうとしているコトに着目して「こうい

うふうに考えて行動している会社はいい会社になるかもしれない」と未来を語る仕事、そ

ういう会計事務所経営ができたら、専門家冥利につきる。 

 

・そのことを一部の地元金融機関にも申し上げたところ、金融機関も同じ。儲けなかったら

利息をあげるぞというような経営でなくて、「いい会社にするために応援します」という表

現をしていきたいんだと思う。そうするといい会社になろうとしているんだから、補助金

ももらえる事になる。未来会計。未来を考える経営計画。成功を収めている人もいるが、

どうしても過去の部分をちゃんとやろうと。それだけで終わってしまっているという人が

多い。でもその方に聞くと「未来会計は大切だ」と言う。 

 

・すぐやりたいという課題を引き出しに入れたら、それをいつ誰がどのようにやるかという

ことを明確にしないとできない。「Getting Things Done」というのは、ひとつひとつや

ってそのことをゲットするという意味。 

 

・ある会で話した内容は、自分が年頭初に、やりたいと思ったこと、いくつ終わっているか

という認識はあるか？今現状どうなったか。どうなるかという、その感覚をもっているか、

ということ。そういう風に思っていることをちゃんと完結するのが経営者の役割。 

 

・思ったものを書き出していない方が多い。思ったものがあれば分解して、プランをタスク

に分解して実施する。プランをタスクにして、そのタスクが 1,000 個あっても、1 日 3

つやれば 1年で必ず終わる。分解できなかったら永久に終わらない。 

 

・「ちゃんとする」というのは、自分で分解した 1,000 個をまじめにやるという事。１つ１

つやっていけば、今いくつ終わっていて、いくつやったら全て終わるという感覚をもつ事

ができる。その感覚をもっていれば必ずできる。そういうふうに思って、ビジネスをする

ということが「ちゃんとする」ということ。自分自身の話でもある。 

 

・プランをタスクに 1,000 個分ければ、そのうちの何をどう誰が分担してやっていくか、状

況確認をすること自体が経営。 

 

・デビット・アレンさんが書いているが、日本の会議はまったく意味がないと。色々議題が

あって、最後の議題を終える 10 分前にまとめる事が大切。「〇〇さんがいつまでに〇〇を

終了させてください」というのを決めて会議を終えなければ一切意味がない。せっかく出

ている議題も何がどうなっているか、進捗度も議長には分からない。なぜならその計画を

立てていないから。 
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・当社では、いつも月曜と木曜の幹部会議のレベルでもそれをやっている。デビット・アレ

ンさんもほとんどのタスクは、2 分以内で終わるものが多いと言っている。分解が終われ

ば 2 分で終わる。次に取るべき行動は、いつ、何を、誰が、いつまでに終わらすかという

こと。予定を立てても、延期したって良い。自分で計画を立てたものができないと思った

ら延期すれば良い。 

 

・完了チェックが入らなければ永久にタスクは消えない。ということを、ある会で話した。

そういうレベルでやろうとすることが、「ちゃんとする」ということ。誰かが「思ったこと」

をどうして他者が分かるのか、どう説明できるのか？と問うたらみんな俯いてしまった。 

 

・タスクというのは真摯に捉えて、クリアするべきと思われるもの。比喩的な表現をすると

「歯が痛い」という現象について、次に取るべき行動として、通常の人は「歯医者に行く」

と答えるが、人間は、それでは出来ない。治療のために「歯医者に電話して予約を取る」

と書かないといけない。これがタスクの設定。タスクの書き方というのが極めて重要。具

体的に終結するような内容で書くことが大切。 

 

・社員にはいつも、クリアしなくてはならない課題がたくさんあった時に、「この方法でなく

て出来る方法があったら私に教えてくれ」と言っても、「ありません」と返ってくる。その

タスクをクリアしてきているという現状も非常に心地良い。ある人から「ちゃんと」は広

辞苑に載っていないらしいということを聞いた。載っていないけど大人は皆、意味が分か

っているのではないか。 

 

・熊谷の特徴は、駅から 20 分の距離に地域のデパートがあるということで、その辺はどち

らかと言うと買い物経済圏。一方、駅前にはティアラ 21 という商業施設ができている。

まちを二つの極で、真ん中の線上には星川がある。二極で考えなくちゃならないまちは珍

しい。二極間の星川を浮上させて何とかまちづくりに寄与させたいという想いがある。 

 

・熊谷は良い立地にあるまちだと思っている。熊谷にいると東京に行くのも簡単。北に行く

のも簡単。すごく好立地にあると思う。そのことを受けてマンションも出来てきているが、

どうも人口が増えていない。20 万人前後。三ヶ尻に東日本の自衛隊の教育機関がある。

ここに入隊した人は住所を熊谷に移す。それで人口が増えたり減ったりする。 

 

・好立地に関連して「端っこ文化」と若い頃よく聞いた。熊谷を「東京の端っこ」だと考え

るとするならば、東京の人にとって良い施策をする。通う人にとって便利で生活もし易い

というような居住環境を提供する。人が増えれば必ず経済が増加する。衣食住が大事。「田

舎の端っこ」ということであれば、「都会から」のイメージを捨てて、旧来からの地方都市

として、どういう特色を出すかということに邁進すれば良い。どっちかはっきりすべきだ

という、その議論は昔からあった。はっきりしないから利便性を求めたり、いや、田舎と

しての熊谷らしさだ！と。 
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・例えば、富山県砺波市とかそういう意味の田舎ではないから、目指すのは都会の端っこの

施策だと思う。住環境政策都市。「さして暑くないです」という事も大事。極端な考え方だ

が、本町通りの両側 2階以上は全部マンションにするという考え方もある。 

 

・人口変動があると、行政にとって、介護保険等への影響があるとも言われる。それでも、 

人口が増えて困ってしまったということはないと思う。 

 

・「子育てするなら熊谷で」の考え方があるが、熊谷は、周産期医療の環境として良くない。

母子に緊急事態があった時に行くのは、埼玉医大か、太田記念病院という事が多い。東京

の端っこ文化で、住環境を提供すると言っても、医療環境を整えないといけない。相対的

に劣っている部分がある。移住を考える人にとっては、すごく重要。娘がお産を迎えた時

に、まずい事態が起こって、妥当な病院が無く大変な目にあったという知人の話がある。 

 

・定住人口の増加ということを、私は良しとしている方だが、良しとしない人もなかにはい

る。人口増えたら変な人も入ってくるし、行政的に金もかかるし、そんなのいらないと考

える人もいる。ある程度、人口 30 万人とかになると、検討点として、学校も必要だし、

給食センターも必要だし、住むところも必要だし、農地の線引きを変える施策も必要だし、

住民税率もあるし、固定資産税もある。一方、全てに関係するのが病院。安心、安全の最

たるものが病院だと思う。 

 

・東京の友人に聞くと、新幹線で 40 分くらいだと言うと人口 30 万人位いるだろうと言わ

れるが、20 万人を切っているのが現状。北本を境にして、北は田舎。南は都会。だから

上尾なんかは人口伸びている。北本あたりに見えない壁があると思う。 

 

・パートさんでいえば人件費の相場が違う。専門業で言えば報酬相場が違うとか、差がある。

北本は在来線で大宮まで約 15 分だから、都心まで 45 分くらい。単純に大宮を乗り越え

て、宮原、上尾に行くまでに約 40 分、東京に通っていた自分としては、40 分でも疲れる。

プラス 20 分は大きい。 

 

・人々の生活のなかで極めて重要な位置を飲食は占めているが、飲食店は難しい。人々の心

はすぐ飛びついて、すぐ離れる。開店直後に大勢の人が来ても、それは全く保障されない。

熊谷に本格フレンチが出来ても、私の感覚では経営がもたないと思う。そうさせているの

は、住民。つまり求めている状況にない。非常に残念なところだなと思うのが、育てよう

とする住民が少ないというのはある。地元で行くくらいだったら都心に行って食べた方が

良いという人もいる。東京に行かない利便性を提供してくれるレストランでないと行かな

い。例えば価格。しかし、価格が下がっていったら、経営が成り立たない。それを乗り越

えて、「ぜひ熊谷に残ってください」という人が現れないといけない。 
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・熊谷は近隣の市町村に比べて、飲食店が多いが、一般大衆が行く飲み屋さんはあるが、大

事なお客さんが来た時に、連れて行こうと思うお店が少ないと言われる。 

 

・フードアドバイザーとして、企業とお付き合いしている。飲食店にお酒を卸す企業。飲食

店を守るというのは文化を守るということだから。その企業がビール会社を呼んだりして

のイベント時に、これからも連携して、経営を支援するという意味合いでフェアの時に一

緒に出店して、間接的に支援している。 

 

・地方版総合戦略。熊谷市も総合戦略を作ったが、例えば熊谷市に待機児童一掃ではなくて、

相対的貧困児の解消という項目はない。 

 

・よくクオリティとクウォンティティの話になるが、幸せ度全国ナンバーワンの都市を目指

そう！といった発想はどうだろうか。いずれにしても市民が幸せと思うように市が提唱す

る。例えば、「相対的貧困ゼロを目指そう」といったもの。GDH を唱えるブータンではな

いが、そういうクオリティの発想に触れたらどうだろうか。主観的なものだから測れない

可能性もあるが。 

 

・施策を打っていったら、定期的に調査すれば分かる。そういう意味に着眼して、人生の目

的は「幸せに生きる」ということ自体が目的。というふうに私の師が言っていた。 

 

・では、どうやって自分の人生を開花させるかということになってくる。そこに何か行政が

できるか、個々人の問題だから、そういう考え方の基盤が合わないと、ここに住もうと思

わない。それが、ひいては定住人口の増加につながっている。 

 

・今、商工会議所でビジネスプランコンテストを開始した。一般人や学生からアイデアを求

めるが、その子が大学に行って 22 歳になったらいきなりアントレプレナーになるとは思

わない。近い将来アントレプレナーになろうとする、そういう時代に生きてもらうんだと

いう教育論が大切。教育論となると、商工会議所は経済団体だから、一見、関係ない事に

なってしまうが、私は、それは違うと思う。将来、経済を活性化してくれる人達を育てる

という意味で大切。経済産業省の下部機関だが、文部科学省と連携をする発想が大切。 

 

・絶対に、経営教育は必要。親御さんが公務員かサラリーマンが良いよという事も多い。そ

ういう人達も含めて、「きちんと経営すれば利益って出せるんだ」と「商売っておもしろい

んだ」と思えるようにバックアップする事も意義がある。商工会議所も、金融機関も、我々

もそれをしていかなくてはならない。 

 

・子どもをきちんと育てていくと、商売に興味がある子も出てくると思う。そこで会計の勉

強、複式簿記を幼少の頃から教えるのは大事と提唱しても、なかなか理解されない。 
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・何とか若者を育てなくではと思う。健全できちんと商売をやっていこうとする人達を応援

する仕組みが大切。福岡市には、創業応援団という制度がある。ビジネスプランで優勝す

ると、育てる側にまわってくれという仕組。それに関しては福岡市自体が強く絡んでいる

らしい。みんなで育てる、それがもし出来れば頑張る人が増えるかもしれない。第 2 回コ

ンテストはバージョンを上げて、どこに照準を合わせるかが論点。 

 

・経済的なこともあるが、総じて教育が大切。それなりの人と議論をすると、ある教育者も

「究極的には教育だけどね」と言う。起業家で作っている若者教育大学院みたいな教育の

場が必要だと言う。今は大企業になっているけど、そうなるまでの苦労、生きがいを聞い

てもらう事も大切。 

 

・私が言っているアントレプレナー教育を、現在の学校教育課程のなかで何とかしようと思

っても、非常に難しい。逆に経済人を育てるんだから経済産業省がその意味で教育をすれ

ば良いという事になる。文科省と経産省が相まって、この議論の導火線に火をつけるとい

う意味で、この考え方がまず大事ではないかと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・熊谷市は人が集まるまちである。中核市や特例市、政令指定都市を筆頭に大都市制度があ

る。熊谷市は中核市を目指すべき、というのが個人的な考えであったが、現在は特例市制

度が終了し、人口要件も 20 万人まで下げられた。中核市になると権限移譲で、保健所や

環境関係等がより増加する。職員数を減らし、行政をスリムにする時にそういう制度を受

けるのはいかがなものかという議論もあるが、私はそれでも、より事務自体をシンプルに

させて、熊谷市がもっているポテンシャルを活かすことに注力し、周りから人を集めるの

が、熊谷市のもっている本来の使命だと考えている。 

 

・現在の部署が今年で三年目になるが、ちょうど設立総会の時期であった。基本的には、北

部地域振興交流拠点の整備として、県立図書館を埼玉県で一館に集約し、にぎわい施設の

ようなものを重ねていくというような趣旨で、それと並行して「まちづくり熊谷」を立ち

上げた。その時はまだDMO というところまでは議論を行っていないと思う。 

 

熊谷ラグビー場 星川あおぞら市 
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・指定管理者を想定しながら、ネットワーク型組織を作りたいという意図があるので、まち

づくりに関係している人達をもっと結びつけて、現実的には、例えば商店街の空き店舗か

ら入っていって形に見えるものにしながら事業を立ち上げたり、と考えていた。 

 

・現状では、いかんせん事務体制が弱く、アイデアを実現化していくことができないと感じ

ている。人と事業とお金、その 3 つのバランスを取りながら今まで考えてきたアイデアを

実行に移していくというのが今年からのスタートというような認識でいる。 

 

・それに合わせて熊谷市観光協会の民営化という流れがある。今は任意の団体で、市長が会

長をやって、市役所で事務局をしている。それを法人化して、新しい会長のもと行政から

切り離し、よりフレキシブルに、パワーアップしていくことが重要だと思う。 

 

・ただ、熊谷市観光事業については、今ワーキングを始めたばかりなので、今年の 11 月ま

でにはある程度しっかりしたものを出してそれで新年度予算にはしっかり反映をさせてい

くという流れで考えている。基本的には今やっている事業を全部移し、新しいものをそれ

に足していくということかと思う。それを株式会社か、一般社団か、当然 DMO を目指す

のか。そこら辺が議論のポイントになる。 

 

・法人化する熊谷市観光協会とまちづくり熊谷というのは結構重なる部分があると思うが、

重なるものはいらないし、それがどこかで牽制しあって溝が深まるような方に流れていく

と逆効果なので、統合のような形もあるのかなと思っている。今やっている事業が実際に

あるわけで、それを熊谷流に活かしながら、次につなげながら、という実務的な作業が必

要だと思う。 

 

・熊谷市観光協会では、イベントの情報発信などを担っている。例えば、「雪くま」が今年で

10 周年になるので、例えば、都道府県会館に行って「水を食べられる国の幸せを感じな

がら」ということから、氷を和食にしていこう、次の 10 年につなげていこうという気合

を入れた情報発信の仕方もしている。 

 

・熊谷市観光協会民営化のワーキングメンバーは、市と商工会議所と商工会、まちづくり熊

谷、それから市内の経営コンサルタントである飯島先生で構成し、月 2回のペースで行う。 

 

・幸いなのは、市町合併時に観光協会も合併しており、出来るだけ地元の人達に関わっても

らう事業の仕方をとっていることである。やはり自発的でないと長続きしないので、そこ

を大事にしたい。今まで続いてきたものが消えて、それによって地元の方々が意欲をなく

すというのが一番良くないと思う。 
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・そこも今度の民営化の 1 つのポイントになってくると思う。仕事のやり方として、行政が

すごく関わったりとか、商工会議所や、商工会が関わったりとか、やっぱり特性というの

があるので。そこら辺をなだらかにしながら次のステップというような形でいけないかな

という感じはしている。 

 

・行政マンというのは、いろいろ悪く言われたりするが、それなりに真面目で、事務能力、

行政能力もきちんとしており、誠実だと思う。新たに作るものも信頼関係が一番なので、

そういう人がキーマンになることによって、やはり繋がっていくものもあると思う。 

 

・「観光とはなんぞや」というつもりは全くないが、単純に熊谷にどうやったら人が集まるよ

うになるのかということを考えた時に、やっぱりワールドカップあたりが大きなポイント

になるかなという思いがある。熊谷というのはイベントを通じてまちを作ってきたと、自

分は思っている。それが、今回は、ワールドカップ、その前は国体、埼玉博覧会。  

 

・埼玉の南のあたりは、東京の膨張で人が増えただけと思っている。一方、熊谷のあたりは、

実はトラディショナルなものが残っている場所で、それが人を惹きつけるために本来は、

必要なものだと思っている。イベントでまちを作ってきたというのは、うちわ祭とか花火

大会などの伝統行事や、その延長に「○○博覧会」の走りである埼玉博覧会というのを昭

和 63 年に開催して、リニアモーターカーなど色々あり、集客にも成功した。 

 

・その場所は、ラグビー場になり、また国体会場となり、国体会場というのは天皇皇后両陛

下の行幸啓もある。そして、いよいよ、ラグビーワールドカップの会場として選ばれた。 

 

・人を集める仕組みの中で、まちを作る。ただ施設を作って何試合をやるかだけではなくて

「スポーツツーリズム」に基づいて人を集める仕組みを作っていく大きな手段になるのは

今回のワールドカップだと思う。この 3年間はそれを盛り上げるためのイベント作りをす

る。その後は、新しい施設も利活用していく。それを念頭に置いた 3 年間でもある。 

 

・パナソニックが、ガンバ大阪のために施設を作った。今は群馬に拠点のあるパナソニック

のラグビーチーム。熊谷に拠点を置いてほしいと願っている。ちなみにパナソニックは、

旧三洋のチームなので強い。ラグビーも J リーグのようにならないだろうか。 

 

・農工商は、県内 63市町村、農業 3 位、商業 5 位、工業 2 位。ホンダ寄居工場が稼働して

狭山は少し落ちた。熊谷の産業は、高度にバランスが良い。イベントと併せて、生活、雇

用などの基盤も盛り上げていきたいと思っている。 

 

・意外と面白いのが、オーケストラ、バレエ、洋画会が県内では熊谷が発祥の地となってい

ること。意外とバレエ教室が多い。文化の拠点でもあるし、先進性が高いということ。 
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・東京オリンピックへの備えとしては、まずは合宿地に手を挙げている。ゴルフ会場は、川

越。宿泊施設とゴルフ場など条件があるので、太平洋クラブと、ヘリテイジというホテル

と共同で手を上げている。猛烈に暑い時季の開催になる。熊谷流に言うと、うちわ祭のあ

とに始まって、花火大会の前まで。「暑さ対策日本一」でやってきたパッケージを東京にそ

のまま売り込んだらいかかがという話もしているくらい。 

 

・熊谷市は、快晴日数は日本一でもあり「さくらめいと」という文化施設では、大小ホール

を各々「太陽のホール」「月のホール」と名付けている。「あつさ晴れ晴れ熊谷流」は、総

合振興計画のリーディングプロジェクト。暑さ対策だけでなくて、環境面での事業も連動

している。 

 

・あとは 2020 年に向けて計画されている事業として、富岡製糸場の世界遺産登録決定後、

熊谷、深谷、本庄、それから群馬県の富岡市、藤岡市などで「絹の道プロジェクト」とい

うことで動き始めた。DMO を目指してやろうということで設立総会をやって、協議会を

作って始めた。広域の DMO。主体になっているのが、カーエアコンメーカーのサンデン

さん。それが本庄に NPO を作っていて、そこに拠点を置いて、協議会の事務局をしてい

る。熊谷は、この考え方で行くと首都圏からの入口市として、ルートの最初という位置づ

け。片倉という製糸工場があったので、近代化産業遺産になっているシルク記念館もある。

やはり絹を運ぶということでは、明治 16 年日本初の民間鉄道として、熊谷－上野間、そ

れから八高線ルート、横浜に出ている。 

 

・広域観光ルートとして整備していく。それを推進する組織として DMOというような形で。

これは、富岡製糸場が世界遺産になったときに国の方で、関東だけが広域連携がないので、

国交省と農水省と経産省が主体になって、これを機会にやっていこうという話になってい

る。 

 

・総合戦略の例えば、空き店舗対策については、加速化交付金で女性向けセミナーや、ビジ

ネスコンテスト、創業支援など、そういう仕組みも絡めて始めている。 

 

・当然、国の予算がなくても新しい組織に対しては、ずっと支援をするつもりである。現在

でも、熊谷市観光協会へ市の予算を 1 億円程は使っている。それを考えるとまちづくり熊

谷が DMO というのはあまり現実的でないかもしれない。そういう金額が、既存の事業を

続けるとなると必要になる。どのくらい収益事業ができるかというのも今後の課題と思う。

マンパワーも、既存事業と新規事業で 5 人とか 10 人とかそういうレベルで考えていかな

いと、運営できないと思う。 
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・収益事業の中身については、新しい法人が決めることになるが、例えば「旅行業」などは、

プロの方にお任せしようと。プロがいるところはプロに任せた方が安心だし安全。色んな

大会や会議を誘致するだとかに注力した方が良いのではないかと思う。 

 

・実際に花火大会等を運営すると、いかに無事に終わらせるかというのが最大の課題である。

今、例えば土手で転んだとしても、「主催者が悪い」と言ってくる人たちがいて、管理責任

を問われてしまう。自分は裁判になったら受けて立つといつも思っているが。プロがいる

分野はプロに任せるというのはそういう意味。ちゃんと仕事しているからツボも分かって

いる。それよりも新規事業開拓に労力をかけた方が良いと思う。 

 

・行政がやるべき仕事、民間がやるべき仕事が当然あるので、お互い牽制しあって出来ない

部分をちゃんとやっていく組織が必要かと思う。だからといって無責任な仕事はやはり駄

目なので、きちんとした法人がやっていくということになる。 

 

・鉄道ルートでは、例えば、都心から熊谷へ新幹線で来る、熊谷から SL で秩父へ、それで

西武レッドアロー号で帰る。逆もありだと思う。その時に、何を「これぞ熊谷」というサ

ービス、コンテンツとしてもっておくかだが、イベントだけではダメで、「雪くま」とか、

できるだけ「食」でという考えはある。全国うどんサミットをワールドカップに向けてや

ろうという話もでている。熊谷は、小麦の生産が質・量とも高いので。今は秋田と香川と

愛知で、うどんの全国イベントを実施しているようだ。 

 

・「ブルーサーマル」という熊谷を舞台にした大学生たちの青春群像を描いたグライダーの漫

画がある。作者は、法政大の航空部だった女性の方。県の観光課の人の名刺は確かこれを

使っていると思う。 

 

・ものづくりも重要である。今までは工業団体がいくつかあったのを、今年は、「ものづくり

熊谷」という新しい団体を作ろうと進めている。 

 

・中心市街地活性化では、まちづくり熊谷が事務局を担っているが、はっきり言うと深谷に

アウトレットができるので、それに対して中心市街地でどう対抗するか。「5 館関連」と言

っていて、八木橋百貨店 イオン、ニットーモール、AZ、ティアラ 21。連携というのは

易しいことではないが、今は何か一緒にやっていこうという雰囲気になっている。アウト

レットみたいなビジネスモデルはいつまで続くか分からないが、小売りが今大変で、郊外

店に持っていかれた等と言っているうちに、ネット通販もどんどん伸びている。 

 

・私の考えでは、まちなかは、例えば、地元のものを使った「食による観光市街地」とか、

事業所の集積というような形にしていかないと中心市街地での小売業はどんどん厳しくな

ると思っている。 
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・皆、東京を見ているが、群馬の人は東京を見る中に熊谷が入ってくる。太田市近辺の人達

は、東武伊勢崎線ではなく、熊谷から新幹線を使う。片道 500円バスも運行している。 

 

・防災リスクの話題だが、熊谷市と世田谷区は、防災の相互協定を結んでいる。世田谷区の

人口は今 90 万人に近い。地震が起きた時の区民の避難先として熊谷を選んだ。同時に被

災をしないこと、複数のルートがあること、都市機能があること、この 3 つの要件を備え

ているのが熊谷市だったということである。調印式のときも区長にわざわざお越しいただ

いた。当日も、関越自動車道が通行止めで、圏央道で来たというハプニングがあり、複数

ルートの有用性が実証された。 

 

・「埼玉プラチナルート」は、とりあえず、既存の流入人口が多い点を結んだ観光ルート（川

越、長瀞、秩父）となっている。これをより太くし、リピート率をあげ、派生で「奥の細

道」まで行きたいと思わせるものにしたい。例えば、秩父鉄道で長瀞から熊谷というルー

トに派生できる。熊谷は需要があると思うが、そこで何ができるかが重要だと思う。歴史、

スポーツ、食（例えば、うどんなどの麦文化を伝えていく）等、様々な切り口がある。 

 

・ルーティングは埼玉県全体の DMO が提案する。また、スマホアプリ等で、現在地から好

みに合わせて、旅程をルーティングするというようなものが既にあると聞いたことがある

が、そういうものを作っていく。必要なコンテンツは地域ごとに持っている。 

 

・「熊谷はこれ」というのをはっきりさせ、県のリストに載せてもらえるように考える作業が

必要。熊谷は、現在も交通の要所で、どこでも行って帰ってくることが容易であり、実際

にそういう動き方をする方々がたくさんいる。そういう方々の意見をしっかり捉えていく。

外から見た時は、どのまちも同じように見えるところがあるので、他の地域と何が違うの

かを打ち出していく。 

 

・「ラグビー」は外せない。熊谷では、昔からラグビーチームが強かったことに加え、現在、

ラグビーが大変盛り上がってきている。30 年ほど前、サッカーとラグビーが互角くらい

の人気だった頃があり、個人的にも結構試合を観戦に行っていた。ラグビーの盛り上がり

は、うまくすれば火がついていく。さらに、2019 年ラグビーWC の盛り上がりを一過性

で終わらせないことが重要。後に残る観光資源につながってくると思う。ラグビー人口が

多いだけではなく、「応援している」ということがもっと根付くようにしたい。 

 

・ラグビーが好きな人は、昔よりは少ないものの、結構多い。2019 年ラグビーWCの開催

地に決まってからさらに盛り上がっている。「ラグビータウン構想」について、将来ビジョ

ンとしては、「ラグビーが盛ん」というだけでは、少し足りないと思う。かなり良いスタジ

アムができるとなれば、都内で開催されていた良い試合を熊谷で見ることができるように

なる。盛り上がっているとこに人は来る。ラグビー好きが集まる前提で開催地として何が

できるかを考える。 
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・都内の秩父宮ラグビー場辺りには「ラグビーBar」のような、ファンが飲んで楽しめるよ

うな店舗がある。熊谷でも、実際に試合が行われるようになればそれなりの人出が予想さ

れるので、例えば、帰りに人が寄りたくなるような設えを用意しておく必要がある。また、

かなりの頻度での試合開催が予想され、チーム関係者は宿泊すると思われるので、そうい

う方々が出かけやすい場を設ける必要があると思う。 

 

・大宮には「アルディージャ応援ストリート」がある。浦和にも「レッズ」を応援する、似

たような取り組みがある。地元でなければできないというような、そういったエッセンス

を取り入れても良いと思う。 

 

・ハード面では、やはり駐車場が不足していると思う。ラグビー場だけではなく、インドア

の様々なスポーツができる複合施設なので、パーク&ライド等、何かしらの対策をしなけ

ればならない。「うちわ祭」の際など、ラグビー場周辺に駐車してもらい、バス会社の協力

のもとパーク&ライドを実施したノウハウがある。 

 

・駅を起点に出かける人も増加すると考えられるので、駅からどのようにアクセスしてもら

うかが重要である。面白さやワクワク感が途中にあれば、スポーツイベント観戦時以外で

も、気軽に立ち寄るということになると思う。「観戦後はここで飲んでいって」というよう

な設えをし、そういった PR 等が県の DMO のアプリでできるようになればよいとイメー

ジしている。 

 

・人が集まれば、次の発想やニーズが出てくる。 

 

・「うちわ祭」で集まる多くの方に向けて、「ラグビーの際はここの店が盛り上がる」等、PR

をできるように整備をしておけば良いのかなと思う。「今回は祭りに来たけれど、ラグビー

の時もまた来ようか」となればよいと思う。 

 

・「うちわ祭」の来訪者は例年、3 日間で 70 万人前後だが、情報発信についてまだピントが

あっていない可能性があるので、そこを磨くと良いと思う。現状で、祭りを外から来たお

客様が楽しめているかというと、今は過渡期だと思う。例えば、スマホで山車に GPS を

付けて、位置情報がリアルタイムで分かるようになってきたが、それをどこで見るのが良

いのかがまだ分からないというのがある。 

 

・うちわ祭の特別観覧席は、来賓の限られた人しか座れず、一般に販売されていない。そう

いったものを観光事業系の企業と組んで商品化するなども考えられると思う。スマホで位

置情報が見られるようになったところで、今度は、いかに楽しんでもらえるかを整備しな

ければならない。 
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・例えば、「市役所前通りを歩行者天国にして席を作る」というのはできないことではないと

思う。どう販売するかは考える必要がある。「ここに座れば見所を外しません」というもの

があれば、初めての人も誘いやすくなる。いかに来た方に楽しんでもらうか、という発想

が運営側にはあり、努力をしているが、毎年メンバーが変わるので、準備期間が足りない。

仕事をきっちり仕分けして準備していけば、席の販売もできないことはないと思う。例え

ば、友人にうちわ祭に来てもらいたいが、自分がまつりの仕事で忙しくなってしまうため、

申し訳なくてなかなか呼べない。そういう時に「（桟敷）席を取っておいたからどうぞ」と

いうのがあれば呼べると、身をもって感じている。 

 

・祭りは、自分達で参画するから楽しい。来て、見てもらって、見てもらうことで余計張り

合いが出ると思うので、ぜひ多くの方に来てもらいたい。秩父の夜まつりは、PR が非常に

多い。確かに良い祭りであるし、ハイライトが全て見られるような、桟敷席が良いところ

にたくさんある。ただ、全体でいうと熊谷のうちわ祭の方が盛り上がると感じている。そ

こがもったいない。神事とそれ以外の見せるところをうまく棲み分ける必要があると思う。 

 

・秩父夜祭りの桟敷席は、広場にひな壇が組んであるような大変大きな席。その広場で、全

部を俯瞰して見られ、良い写真が撮れるようになっている。 

 

・熊谷では、まちなかの広場というと市役所の辺りになるが、うちわ祭は、ピンポイントで

盛り上がっている場所が移動する。海外の人を案内するには、「GPS＋桟敷席」が良いか

と思う。SNS を意識した動きというのもある。 

 

・川越の祭り等に詳しい方が来て、うちわ祭をピンポイントで案内すると「うちの祭りより

良い」と言う方もいる。 

 

・テーマは、「ラグビー」と「うちわ祭」と、「食」が良いかと思う。 

 

・熊谷は、農業ももちろん強い。個人的には「地域の小麦を使ってうどんに仕立てたり、普

及をする」という活動を行っているが、それも良いし、「雪くま」も良いと思う。かき氷は

溶けてしまうため、お土産で持ち帰れず、「その場に来ないと食べられない」という点が面

白い。かき氷店に長い行列ができていて、それを SNS で発信していることもある。お祭

りやラグビーの際にそういうものを扱う店が、臨時でもあると良いと思う。熊谷ならでは

の「食」をちゃんと食べてもらえるような常設の店がある方が良いが、移動販売でも良い。 

 

・「小麦産業クラスター研究会」として、全国のうどん産地が出展する「うどんサミット」に

出場した。ケータリングの車で展開している地域も少数派ながらある。格好の良いケータ

リングカーがあり、成立するようならまちなかで出店しても良いと思う。 
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・次回の「うどんサミット」の熊谷開催が決定した。3 年間連続開催で全国をまわっている。

前回は蒲郡市での開催だったが、「小麦産業クラスター研究会」として参加し、麦の文化を

発信していくという活動をしてきた。今度は、それをホームタウンで行いたい。 

 

・「絹の道」での広域連携についても、自分の地域だけで完結するのは難しい。現代は、Google

マップ等で、次にどこに行けるか個人的に調べることが容易である。 

 

・熊谷は、鉄道での好アクセスはもちろん、車移動でもそれほど混雑なく出入りでき、圏央

道が開通したので、海老名まで 1 時間くらいで行けるようになり、富士山、箱根にも近く

なった。 

 

・スポーツ、特に「ラグビーWC」は世界レベルの話である。ワールドカップが行われる（た）

場所ということで、そういうイベントに関わる切り口が地元で用意出来ていれば、今まで

は素通りさせていた人も含め、かなり広範囲で人が来るようになると思う。 

 

・磨けば良い素材があるので、「観光協会」が DMO 的発想を持つと良いのではないか。熊谷

市の DMO が、埼玉県の DMO とリンクし、相互にしっかりつながるという方向にしてい

ければ、時期を見て、「これがオススメ」というようなことでお互い連携したいと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・まちづくり会社は、観光協会と合併した方が良いと考える。観光協会が市から独立しても

恐らく予算が変わるだけで、実態はそんなに変わらないと思う。まちづくり会社も似たよ

うなことを始めると無駄になると思う。一体化して事業兼観光とやった方がコストも安く

済むし、まとまるのではないか。 

 

・一口 1,000 円からでも良いので、一口株主のように市民が出資して参画できるような形に

してはどうかと思う。意見を出した人達は、実行するとなったら絶対協力すると思う。現

状では、イベント開催時に、決まったメンバーしか集まらない。市民の手に渡して、その

人達が動くという形にしないと、いつまで経ってもお金がかかってしまうのではないか。 

 

星川通り 熊谷うどん 
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・形はどうであれ、現在、熊谷に市民参加型のものがないと感じている。NPO やボランティ

ア活動団体と、「何かやってみたい」と思っている人達を結びつけたいという想いがある。

仲間を求める団体がプレゼンをして、そこに興味のある人が集まるという形で巻き込みな

がら市民活動を活性化していく。自分達で必死にアイデアを考えるよりも、「無給で、本気

で考えている人」がいるのだから、そういった話に乗った方が良いと思う。ボトムアップ

型で、当事者意識を持ったみんなが動く。答えは探すものではなくて作り、みんなに合わ

せてもらうものだと思う。 

 

・目の前の 2 択はどちらも正解ではない場合がある。それをうまく使う役所、官僚等は、わ

ざと 2 択にして選ばせ、「選んだのはあなた」とした上で、実は本当の答えは第 3 の答え

として隠されている可能性がある。もしかしたら、まちづくり会社も「ない方が良い」と

いう第 3 の選択肢があるのかもしれない。 

 

・「熊谷の人はこういうタイプだから」と、大抵ネガティブな言い訳として使うのは好きでは

ない。今の不甲斐ない自分を肯定するために使っているのではないかと思う。 

 

・もう一つ課題として感じるのが、熊谷は、まちのなかの人だけで動かしてしまうことであ

る。うちわ祭を中心に、商工会議所のメンバーも、あるいは様々な銀行の集まり行っても

決まったメンバーである。周辺の大里や籠原は疎外感を感じていると思う。同じ熊谷市内

なのに、どちらも統合しようとせず、資源が有効活用されていないと感じる。もっと広い

視野で俯瞰し、木を見ず、森を見なければならないのに、資金を投入し、無理やり保って

いる状態だと思う。正直な所、真ん中の木が枯れても何とかなると思う。お金をかけない

対策が重要。あるいは、森自体を観光にしてしまっても良いかもしれない。 

 

・籠原の人に言わせると、うちわ祭は「隣町の祭」という感じである。同じ時期に籠原でも

祭りを行っているため、温度差が大変大きい。反対に、うちわ祭を行う人達は、籠原で祭

を行っているのを知らない人もいる。 

 

・妻沼は国宝もあるので、独立すれば良いと思う。人口が減っても良いと思う。価値観を変

えなければならない。人口が減っていく中で、自分の自治体だけ増やそう、流れに抗おう

としても無理だと思う。人口が減っていく中で、幸せを求めていく方が良い。 

 

・統計を意識しすぎ、「人口を増やそう」と思っては同じ土俵になってしまう。その真逆は「減

らそう」という発想で、その隣にあるのは「減っても儲かる、減ってもハッピー」という

発想。減ってもハッピーというところに特化していると、結果的に増えてしまうと思う。

「人口が減っているように見えるけど、何か楽しそう」となれば、それでみんな集まって

くる。増えたらラッキーで、予期せぬものをいただいたという考え方。 

 

 



 

107 

 

・これまでの右肩上がりの時のビジネスモデルと、シュリンクしていくビジネスモデルの違

いに気付かなければならない。高度成長とバブルを経験している人はまだ幻想を抱いてい

ると思う。必死でやっても良いが、同時にプラン B でも成り立つ商売が重要。最近では、

シェアリング、エコノミー、リサイクル、サービス業、体験型等がそれにあたると思う。 

 

・熊谷の魅力の１つは、歓楽街だと思う。寂れてもそれなりの知名度がある。例えば中国人

観光客が、バスで郊外に出てきた時に、東松山では夜飲む時に選択肢が少ない。そういう

楽しみの場が、実は熊谷にはあるかもしれない。観光とは関係ないという見方ではもった

いない。秋葉原や浅草に飽きて、その外に楽しみを求めて来ている観光客がいる。 

 

・「籠原駅」というターミナル駅は、実は結構なメリットだと思う。深谷の人達が始発で座り

たいが為に、車で来ていたり、太田の人も来る。結果として籠原は、駐車場のまちになっ

ている。人が来ているのは、ポテンシャルとなる。本来、人を呼ぶのが大変だが、来てい

るのだから後はどうにかなると思う。 

 

・田畑を家庭菜園的に貸し出す等も良いのではないか。都内から丁度良い距離感で週末農園

ができると思う。例えば、平日は、本職の人がメンテナンスし、収穫だけしに来てもらう

という形。 

 

・例えば、ここにある「コーヒーカップ」にしても、最初に作った人は思い入れがあり、底

に焼き印を入れたのだと思う。それが継承されてきた結果、形だけが伝わり、元々の意味

が浸透していないということも往々にしてある。まちの中でも、そういった「分からない

けどやっている」ということがあると思う。意味が浸透していなくて、うまくいっていな

いのであれば、意味を再確認する必要がある。 

 

・まつりは確かに観光資源だと思う。「それはそれ」でしっかりやっていった方が良い。一方、

市の中心にまつりを据えるというのは、うちうちで固まってしまう恐れもある。 

 

・中心市街地は難しいと思う。商店街はやる気がないと感じるが、やる気がない所に予算を

つけても無理ではないかと感じる。家賃収入、駐車場収入で生活ができることもあり、赤

字の商売を続けている側面もあのではないか。例えば、香川の丸亀商店街方式で、商店街

一角を全て地主の承諾を得て借り上げ、ショッピングモール型を本気で作ってしまうのは

どうか。このままでは、資金が流れていってしまうと思う。商工会議所の継続案件を止め

ませんか、と言いたい。 

 

・星川の利活用については、何年前からやっているのかと感じる。結局、継続案件で一年間

かけても何も変わらなかったのは恥ずかしいことだと思う。明確な目標として掲げたら、

一年で集中して本気で実行しなければならない。例えば、「ダッグレース」をするなら、熊

谷次郎直実をアヒルの上に乗せても良いし、市長の公用車がアヒルでも良いと思う。 
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・「コンセプト」は、何でも良いと思っている。例えば「水風船のまち」とした時に、夏に本

気でみんながぶつけ合う。その仕組みづくりにみんなが参加して、みんなが必死になれば

良いと思う。例えば、星川でヨーヨー釣りをし、アイスコーヒーも風船で、羊羹も風船の

なかになど。何が大変かというと「それを本気でやるかどうか」だと思う。プロセスが大

事なのに、みんなアイデア作りに必死である。ボトムアップ型で、本気でやる人を中心に

据えないといけない。コンセプト決めに時間をかけても無駄である。 

 

・例えば、コンセプトを「うどんで」というと、よそでも行っている。意見を聞けば聞くほ

ど、よそでも行っているようなことを「うちはこれだ」とコンセプトに据えがちなので、

血みどろの戦いになり、自ら厳しい道を選ぶことになる。 

 

・経験から言えば、みんなと真逆を向き、光を背にして真っ暗な闇の中を歩いて行く感覚で

ある。それが突然パッと明るくなる瞬間がある。みんな勝ち馬に乗りたいので様子見をし、

少しでも変なことをしていると批判する。しかし、上手くいきそうになると急にコロッと

態度が変わる。最初は恐る恐る行っているのが、暗闇を楽しくスキップしだすと自分が光

り出す。みんなその光を見て寄って来て、結果的に一気にみんなが集まる。 

 

・例えば、服装にしてもそうだと思う。最初は、派手な格好でよく思われていなくても、周

囲が気にならなくなってきたら、それと同時にみんなが認めてくれる。観光もまさにそう

で、自分達が楽しむとそれを見て市外の人が来る。「何か楽しそうだから行ってみよう！」

と。仕事もまちづくりも同様だと思う。 

 

・本業のビジネスでも、お子さまからお年寄りまで皆さまに来てほしいと、最初は全方向を

狙っていた。ライバルは全てで、大型店と戦うと意気込んでいたが、「これは無理だ」と気

付いてからシフトしてきた。「分かる人だけ分かれば良い」ということで、こっそりと自分

達だけで楽しむようになったら、皆さんが来てくれた。それが、一番成功確率が高い。 

 

・共感できる人が広がってくると、「分からないけど、分かるフリをする人」が集まり、勝手

に意味付けをしてくる。それを私は否定しない。「つまりこういうことでしょ」と言われる

ことは、その人自身が望んでいることだから、押し付けないで、もうそれをコンセプトに

してしまえば良い。 

 

・例えば iPhone が発売されたとき、最初は全然売れなかったのに、売り場もお客さんもい

つの間にか「こういうのが欲しかった」と変わった。だから、アンケート調査なんて無駄

だと思う。消費者は自分の欲しいもの、深層心理を分かっていないから、答えても結果的

に嘘をついていることになる。もしかしたら、ヒアリングも無駄ではないかと思う。言葉

ではなくて、その裏にあるその人の深層心理を掴み、言葉尻に振り回されないことが重要

である。 
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・あるファストフード店がお客様志向でアンケートを取り、満を持して「ヘルシーな野菜バ

ーガー」を発売したが売れず、結局「大きなハンバーガー」が人気だった。アンケートで

は確かに「ヘルシーなもの」と答えたが、買う時になったら、やっぱり違うものを買って

しまうということかと思う。 

 

・スポーツツーリズムについては興味がある。「スポーツ全般は好きだが、見には行かない」

という一般的な層をターゲットにしたら無理だと思う。その周辺にある何かを考える。観

戦するのが好きなのか、観戦の雰囲気が好きなのか、みんなでワイワイするのが楽しいの

か。ラグビーのコアなファンばかりではないと思う。「飲み食い、集える場、その場でパっ

と友だちになって意気投合をする、そういう場」を作るのが良いのではないか。 

 

・新しく作るラグビー場に、図書館を併設すれば良いと思う。図書館も以前計画にあったが

頓挫した経緯があるし、一緒にすれば予算も半分で済むと思う。ワールドカップ後の利活

用の課題も明確になる。後から考えるからお金が倍かかる。あるいは、ショッピングセン

ターでも良いかもしれない。スポーツに興味のない人でも来てみたら「あ、スポーツの試

合があるんだ、じゃあ見ていくか」となればさらに良いのではないか。 

 

・ベタにいって「ラグビー推し」にするなら、まちごと「ラグビー推し」にすれば良い。上

下ではなくて横のラインで広げていく。例えば、社内で儀式として、仕事の書類をボール

に入れて「丸投げ」するなど、パっと決めてしまい、あとはいくらでも「あ、本気のラグ

ビータウンだ」と言われるような取組みをする。ラグビーに興味がない人でも面白くて来

ると思う。 

 

・スポーツをネタにして、結果的になんでもスポーツに繋げてしまう。例えば、五家宝の味

を分けて、スポーツ感覚でどっちが多く売れるか対決するなど、恨みなく爽やかに「ノー

サイド」で終わる。「ラバーダックレース」もスポーツにする。また、市役所の職員もラガ

ーシャツを着れば良いと思う。ある市では、市職員もタクシー運転手もアロハシャツを着

ている。みんながそこに向かっているから、雰囲気がハワイアンになる。例えば、熊谷市

長も常に「ラグビーボール」から資料を出す、記者会見で、記者を指名する時もパスを出

すなど、全てラグビーをお題にして、「お店で何かやってください」、「新商品を開発してく

ださい」、「会社もラグビーっぽくしてください」という形が考えられる。直実もラグビー

っぽく、駅もラグビーっぽく、言葉遣いもラグビー用語で、会議を「ノーサイド」でしめ

るなど、いろいろとあると思う。 

 

・まちづくり等で何かを企画するには、「ああ、それ良いですね！」といったように盛り上が

らなければならないが、会議になるとそれが言えなくなってしまう。書記の人もメモせず

「悪ノリ」が大切だと思う。 
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・今、研究しているテーマは、「イノベーション」である。結果的に、誰のアイデアというこ

とにせず、みんなが当事者になることで、みんなが「自分が考えた」となる。一番良くな

いのは、いっぱいアイデアを出させて、その中から「〇〇さんのアイデアで」となること。

そうすると、みんな協力しているふりをして逃げてしまう。「みんなで決めた」という意識

を醸成することが重要である。 

 

・「クールシェア」はもっともらしいが、いわゆる「会議室用」で、みんなの気持ちは乗らな

いと思う。盛り上がった結果「クールシェアだよね」となれば良いが、それありきではち

ょっと無理があり、まちおこしにはならないのではないかと感じている。楽しくないとダ

メで、「クールシェアだから」といって人は来ないと思う。「結果〇〇だよね」というとこ

ろは、役所やメディアなど、よそ行きの言葉として、結果的に「私達はクールシェアを目

指していました」と表現するのは良いと思う。 

 

・角度を変えた方が、成功確立は高い。コンサルタントの良さは、いきなり突飛な所に点を

打てること。身内の人が言うよりも「外部の人が言うんだったら」ということがある。勝

手にみんなが意味づけをする。一方、積み上げ型で意見を集約していくと、結果的に泥沼

化し、よその地域とも同じことになる。とんでもないところに点を打って、結果を提示し

たあと、後付けで証明し、楽しくプレゼンする。そこが外部の意義だと思う。「何か分から

ないけど、おもしろそうだよね」となれば良い。まちが変わるチャンスだと思う。 

 

・熊谷はもともと田舎にしては人口が多く、交通の要所でもあったので、売りにいかなくて

も消費してくれるという環境があった。そのため、小規模の酒蔵が多く、技術革新しない。

かつて、吟醸酒ブーム等があったが、その際に吟醸酒を売る努力をしなかった酒蔵は廃業

してしまった。最近は、普通酒ばかりでは、需要が減ってきた。日本酒の売り上げ自体も、

昭和 47 年頃がピークで、オイルショックくらいから下がってきた。 

 

・昔から吟醸酒のコンテストのようなものは開催されていた。私達も作ってはいたが、原価

が高いし、高い酒は売れないとみんな思っていた。それまでは標準価格として値段が決ま

っていて、その値段で売ることになっていた。そこに、「地方にこういううまい酒がある」

というブームが起こって、それで、高くても売れると気づいた。 

 

・宅配便などの発達によって、消費者との直接取引も起ってきた為、若干利益率も良くなっ

てきている。 

 

・その次の「純米酒ブーム」や「新酒の絞り立て人気」等、そういった潮流に割と早めに手

が打て、応援してくれる方々もいてなんとかなった。パイは減っていくので、なかなかカ

バーできない。 
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・昔は交通の手段がなく、遠くまで運べないため字ごとに造り酒屋というものはあった。酒

屋というのは、味噌、醤油、塩、調味料関係。記録上では、多い時で酒屋は 3 万軒あった

といわれている。その後だんだん集約され、企業のようなところだけが残っていった。明

治時代 4,000 軒、現在 1,500 軒くらいと言われている。 

 

・小売もお店がなかなかできなくなってきて、直接問屋に売ったりしている。市外から来る

個人のお客様、問屋経由で県外に売っている部分もある。昔は、熊谷より西側のエリアが

ほぼ 100％だったが、現在は、熊谷市内 6 割、県内 3 割、県外 1 割である。 

 

・立正大とのコラボ商品は地元向けを意識しているわけではない。地酒とナショナルブラン

ドとの違いを考えた時に、地酒は基本的には地域の人で作って、「地域に愛されている味が

外に向かっていく」ということだと思った。「地域の人の手によって作られ、地域の人に愛

される酒を地酒という」それがナショナルレベルの評価を超えた時に初めて地酒と名乗れ

るのではないかと思う。 

 

・もともと熊谷は米が穫れる地域だったので、酒蔵が多かった。現在作っている酒の米も熊

谷産が多い。また、平野の真ん中にあって、荒川と利根川が近いので、水が豊かで、氾濫

が多かった為、土壌が複雑になって、地下水が綺麗になる。熊谷の水道水は地下水だから

良い。水が豊富で平地だから田んぼがいっぱい作れる。だから、ブランド米ができるくら

い美味しい米が出来るといわれた地域だった。 

 

・農業は米と麦の両方を作ることによって大変発達した。お米があって、水があって、交通

網が良いので、それで酒屋がたくさんできた。 

 

・お酒作りに適した米というのは、食べる米とは若干違う。食べる米はうるち米。そのなか

にコシヒカリなど様々なブランドがある。山田錦は酒作りに特に向いている米で、粒がで

かくて、心白という部分が大きいのが特徴。たんぱくであっさりした味である。現在、農

家には 100%予約制で、注文したら絶対買わなきゃいけないという取引をしている。米の

生産量を減らすことは出来ないが、追加は可能。普通酒の米もあらかじめ予約しないとい

けないなど、縛りが厳しい。商社を通せば自由に買うことも可能になるが、品質がいまい

ちだったりする時がある。 

 

・お米を買う時に産地を指名できる。埼玉県独自の酒造好適米「さけ武蔵」の熊谷産米を指

定して購入している。群馬県には「若水」という品種がある。作るのが大変なので、技術

指導も必要。農家の人と一緒になって「熊谷市酒米栽培研究会」というのを作っており、

その農家の方々が「さけ武蔵」を作ってくれた。県内の他の酒蔵にも「さけ武蔵」が出荷

されている。 
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・市内「産業技術総合センター」で酵母を開発しており、熊谷の酵母と米で酒を作っている。 

 

・観光客の人達は結構来てくれる。丁度、熊谷あたりで何かないかなという時に「酒蔵見学」

で寄ってくださることが多い。妻沼に防災の施設がある。また、防災日立金属、太平洋セ

メント、ニコンなど、ナショナルブランドの大きな「東京工場」というものがある。それ

らの視察の帰りに、酒蔵でも見ようということになるようだ。 

 

・普通の酒蔵であれば、軽くテイスティングをして、お買い物という感じだが、うちは「座

敷でやりましょう」と提案する。「飲んでツマミを食べて、うまい、まずいって、それが試

飲でしょう」と、ホームパーティーにお客さんが来たというような形にしている。そうい

う蔵は他に無いので、大変楽しんでいただいている。 

 

・ある消防署が一度来て気に入ってくれて、今年も電話があり「そこに行きたいんで、どこ

か近くに見るところありませんか？」という話をいただいた。目的とついでが、逆になっ

てしまった。そういったとき、各工場にお客さんがバスで来たいと言っていると問い合わ

せると、みんな対応してくれる。 

 

・年に 1 度 5月に「日本酒を楽しむ会」というのを、1 日 100 人位、2日間開催している。

地域のお客さまや、都内のお得意さんを呼んで利き酒等行う。今年で 30 回目だったが、

この会で人脈が広がっていったと思う。先輩でビッグバンドジャズやっている人、演歌歌

手など、様々なことをやっている人や、そのお友達が来てパフォーマンスをしてくれる。 

 

・その時に出す料理というのはありそうでない田舎料理。酒粕に塩等を入れて作った漬物、

旬のものの天ぷら、バラ肉を買って日本酒だけで煮込んだり、酒蔵ならではのそういうツ

マミを出すと、「食べたい」とみんな来てくれる。計算してみたら原価が大変高く、商売と

なると大変だが、イベントなので、スタッフは友人が手伝ってくれる。 

 

・友人の子どもに「オリジナル T シャツ」をデザインしてもらっていて、その T シャツを希

望者に販売している。色んな宴会に行くと、うちの T シャツを着た人が多くいる。 

 

・「スポーツイベント」と「工場見学」だと思う。そのなかで組み込んでいって、まじめなこ

とだけではなく、くだけたこともやると良いと思う。 

 

・うちの蔵は設備更新していないから昔ながらの作りである。 

 

・熊谷は、都会にも近くて良い面もあるし、悪い面もある。近すぎるから、お買い物は都内

に行く。テレビに出るような最近の流行がちょっと遅れて入ってくる。かつては、おしゃ

れな伝説の紳士服店があったりしたのだが、そういう情報を発信していかないと、消費を

都内に取られてしまう。 
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・「ラグビータウン熊谷」については、課題のひとつは駐車場だと思う。ワールドカップ開催

時は、「パーク&ライド」で良いと思う。問題は終わった後で、秩父宮の新施設ができるま

でに 8 年程かかるということで、熊谷が使われるようになると思う。そうなった時に、日

常的に「パーク&ライド」だと大変で、まちの人も圧倒的に駐車場が足りなくなると思う。 

 

・競技場周辺にビジネスも必要なのだろうなという気はする。実際には、開発の問題等で制

約等もあるが、公園内だけでも物産店置くなども考えられる。実際に他地域の視察に行く

と、観光案内をしても、観戦が目的だからいくら PR してもだめと聞く。それならば、そ

こで物を売ってしまった方が良い。駐車場の整備と周辺の商業機能の整備。 

 

・昔、商店街連合会の人達と会議をした時に、最初は毎週末、まちなかにテント村をしては

どうかという話も出た。しかし、冷静に考えたら、そこに出店できる余裕がある店がある

のかと議論になり、最終的には、年に 1 度「納涼祭」を開催しようということになった。

夏に盆踊り大会があって、人脈はみんなもっているので、スタッフも揃えられた。 

 

・まちなかを回遊させることが大事だと思う。バスでないと行けないようにするとか、LRT

の様なものを採用するとか。そうすればまちなかにお金が落ちると思う。しかし、実際は

車で来る方も多いので、周辺を大規模な商店街にしたり、病院や公共施設を作ると集まり

やすい等も考えたが、それが熊谷のメリットになるかは分からない。日常的にバスを使っ

て行く、公共的な施設があって、そこまでバスで来てもらって、ラグビー場の第二・第三

駐車場を土日はバスの駐車場にするとか。 

 

・「ラグビータウン」グッズがあまりないので制作している。もうすぐ完成するが、「ニャオ

ざねのワンカップ」を作っている。酒だけではなく、このカップにお菓子を入れたり、色々

なものを入れる展開も考えられる。妻沼のグライダーの漫画（ブルーサーマル）の漫画家

さんと知り合い、使用許可をもらい、そのラベルで申請して、お酒を作っている。 

 

・立正大学とコラボでは 4 年目になるが、「立正大学オリジナルブレンド」を作っている。

ブレンドならば確実に売れるようなものになる。 

未成年は麹から、米から作ったらどうかという話になって、農業大学で酒米作るという話

があって、それもコラボしている。 

 

・三ヶ尻で、三尻小、籠原小学校、熊谷西小学校などが田植え体験をしている。その米でお

酒を作れたらおもしろいかなと思う。 

 

・色々な所で知り合いができて、例えば、地元企業と JC 熊谷とのコラボで梅酒も作った。

コラボの良さは、お互いに Goのレベルが上がって、なかなか妥協しづらいこと。 
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・平成 18 年に法律が変わって、日本酒はお米だけで作るのが純米酒、少しアルコールを入

れると本醸造、もっと入れると普通酒になる。アルコールを入れると辛くなっちゃうため、

甘みをつけるために、砂糖、酸味料を混ぜても良いということになっている。かつての法

律では、お米 1 キロから純米酒なら、一升瓶 1 本分しか作れなかったのに、3 本程できて

しまう。「三倍醸造というのは、正式には日本酒とは呼べない、せめて二倍くらいにしよう」

ということになったが、多くの蔵では作ってしまっている。リキュール免許は全ての蔵に

与えられた。 

 

・日本酒ベースのリキュールができるように、梅酒を一年間貯蔵している。 

 

・寄居に、ミツバチを飛ばして取れる南高梅がある。完熟すると黄色くなって杏のような良

い香りがする。3年くらい実験して開発した。 

 

・デパートなどに行くと、地図でいう「縦ライン」のイベントと、「横ライン」のイベントが

ある。新潟物産展は人が来るけれど、埼玉の物産展は来ない。秩父から羽生にかけてのイ

ベントを開催すると地元のものも売れるらしい。地元の物というのはなかなか価値が見出

しづらい。東西は割と地元意識があるように感じる。道路や電車のラインが影響している

のだと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・このような聞き取り調査を実施することは大事なことだと思う。 

 

・「観光」というのは関わる裾野が広い産業で、全体の経済の底上げができるという点が良い

産業である。だから、日本版 DMO という話もある。行政には、行政でなければできない

インフラ整備等を担っていただき、そのほかの部分は、民間が協力して担う方が良い。 

 

・お客様が何を求めているのかを考えている。現在、中国からのお客様が一番多い。エージ

ェントの商品の作り方もあるが、中国からのお客様は今の傾向として、富士山コースが多

いと思う。狭いところに住んでいる日本人の富士山～熊谷の距離的感覚と、海外の方の感

覚は違う。当社は高速道路の IC からも近いので、恵まれていると思う。 

彩の国くまがやドーム 雪くま 
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・逆転の発想で、何にも無く、自然があるというのが強みである。だが、自然を相手にする

のは難しい。自然というのは、良い言葉に思うが、非常に厳しい。対峙したくないものと

も対峙しばければならいというものだと思う。私が見て、比較的取り組みやすいテーマは、

やはり「農業」だと思う。私がこのようなところにいるということもあるし、生命産業で

もある。日本の国土を守る役割もある。 

 

・「観光」というのは、あくまでも経済行為の一つなので、予算規模 1,000 億、約 20 万人

の人口を抱えた熊谷市が、大きく行っていける産業品目ではないような気がする。だから

「農業」と「自然」が良いと思う。農業というのは自然の中で営まれる。ほかに、一番あ

りがたい存在というのが、スポーツ文化公園とラグビー場である。あのような施設は日本

一だと思っている。 

 

・「観光」は、何か目的をもって集まるというもう一つの意味がある。一時は、横浜市あたり

が「政策観光」という言葉を使用していた。行政職員が打ち出す施策が観光につながると

いうものである。打ち出した施策について、日本中から興味を持っていただくことで、行

政や議会が視察に訪れ、市内の宿泊施設を使い、食事をする。そういう観光であればイン

フラ整備をする必要はない。そういう「観光」もある。熊谷市の職員も優秀だと思うので、

「政策観光」も行っていただきたい。そのことで、熊谷市のバリューも上がり、それなり

にポジショニングも良くなると思う。みんなで本当に自分の住んでいる地域のために努力

しているという姿が見える。「教えてあげている」というより「みんなのために努力してい

る」というところで気持ちも一つに重なる。 

 

・熊谷市の「農業」というのは、現在の熊谷市の地形を見ればドーナツ型を形成しており「一

つの農業観光」にはならない。妻沼地区では、野菜を多く生産しており、奈良地区や中条

地区は米麦の生産が多い。荒川の南、特に比企丘陵の裾野である、この辺りで行っている

農業と、他の地区の農業は似て非なるものである。この辺りは、「ため池」を利用した弥生

時代の栽培法である。米を作り収穫し、経済効果を得られるまでに費やす時間は、一年の

半分程度だと思う。農業の新規参入者もおられるが、並大抵のことではない。 

 

・江南地区は、残された里山で、絵になり、写真を撮っても良い題材になるような様々な場

所がある。「農業観光」と言っても一口ではなく、それぞれ良いところを持っている。自分

達の生活しているエリアのなかで、自分達なりの「観光」になるようなこと（例えば、弥

生時代から続いているため池の水を使っての稲作など）を見つけ出し、興味をもってもら

えば良い。 

 

・農業地域ということが強みであり、これをどのように充実させ、徹底させていくか。一つ

ずつ形にしていく。 

 

 



 

116 

 

・「観光」という一つのジャンルを取り上げて言えば、行政の努力を感じる。現状では「ひと」

も「もの」も全部行政が担っている。それに対して市民は部外者のようなものと思う。「民

営化を見据えて」、「DMO」などは流行りの言葉で、申し上げる所はあまりないが、民営化

されたら大変だと思う。何をやるにしても、よく「ひと、もの、かね」と言うが、「もの」

も「かね」も「ひと」についてくる。現状、「ひと」を行政が担当しているのは、計り知れ

なく大きいところがあると思う。 

 

・民がどれだけの覚悟を持ち、熊谷市観光協会の民営化に向かおうとしているのかというこ

とだと思う。形ばかりに拘ったり、言葉で「観光」の方向性を見出そうとするより、熊谷

市観光協会の民営化の覚悟を誰がするのかが重要であるという想いは強い。 

 

・小さくても良いので、関わりあう多くの市民や、商業者等が、どれだけ真剣に参画してく

れるかが重要かと思う。お祭りでは、店が多く出るが、それだけで終わりというのは如何

なものかと感じる。 

 

・例えば、「夜桜を見るのはどうしてか」というようなことを、より周知徹底したり、花見や、

まつりの歴史について理解を深めたり、そのようなことが各家庭でも語り継がれるような

形で、自分達の物語、歴史本来の意味がきちんと語り継がれていかないと、回数を重ねた

としても、どこかで途切れてしまうのではないかと思う。 

 

・何を行うにしても、「文化」や、人間本来の「精神的なバックボーン」がないと苦しくて継

続できないと思う。 

 

・「自分を支えるものは何なのだ」というところ、そこがあれば色んなことを切り抜けられる。

切り抜けるためにはキレイごとばかりではいかないこともあるかもしれない。 

 

・地域の良さを活かしきり、充実させたい。自分達を生かしてくれた良い環境を一人でも多

くの人に体験してもらいたい。こういうところにいると、どんどん考えが広がってくる。

まだお話できる段階ではないものもあるが、一つずつ進めていきたいと思っている。 

 

・もはや地方都市の中心市街地活性化というのは従来の形とは違うものでないとならないの

ではないかと数年前から考えている。 

 

・熊谷の中心には駐車場が少ない。生活必需品は、郊外の大型店に休日に家族で行ってまと

めて買うという感じになっていて、中心市街地については、例えば車を規制して休みには

散歩に来られるようになれば良いと思う。SHIDAX のあたりから八木橋の前で、車を置い

て、その中は自転車や歩きで、オープンカフェがあったりして、例えばオーガニックコッ

トンとか、ベーグルなど、ここでしか買えないような、それが買いたいから、それをめが

けて来るような専門店。「より豊かな生活を楽しめるような場所」であるべきかと思う。 
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・星川通りなども、必然的に緑のベンチとか。寝転がったりできるスペース、水を含む素材

の石とかで座れるようなものなどを置いて。歩きや自転車で、目的になるような店に行く。

ちょっとロハス的というかおしゃれなまちを目指して、夏はクールシェア、冬はウォーム

シェア、それが中心市街地のあるべき姿かなと思う。 

 

・従来の活気を取り戻そうと従来通りの店舗を開店したところで、うまくいかないのは目に

見えている。大型店に価格競争では負けてしまう。業態が変わらなければ成り立たない。 

 

・今日、仕事である店舗の店長とお話をして「うちわ祭の時は人がたくさん集まる」と話題

になった。祭の時は、学生など若い子が多い。しかし、普段、若い子達がイベントとかラ

イブとかできるところがない。文化度が非常に少ないので、そういうところに市や商工会

議所や観光協会が支援してあげると、若い人が出てくる。すると、自然に活気も出てくる

と私は思う。若者は、どこに行ったら良いのかがきっと分からないと思う。 

 

・高齢者が、公民館等、無料で使える所を占領している。麻雀教室、ダンスなど。子育て支

援なんかもやっていて、ママが子どもを連れていますし。そうすると、中・高・大学生は

遊ぶところがないから、大宮とか東京に流れてしまうのではないか。 

 

・印刷と出版を本業としている。地域が活性化するようにしたいという想いで、情報誌を作

っている。ポスティングだけでも大変な作業。６万部。熊谷全域だと 7 万部だが、江南、

大里、妻沼は一部配布していない。あと 2 千部は行田と深谷に一部配布をしている。月刊

フリーマガジンで、広告収入で賄っている。他には、年 1 回のうちわ祭ガイド、年に 2回

の子育て情報誌、年 1回のロハス雑誌、ランチパスポート、温泉パスポートなど。 

 

・経済活性化をぜひしてほしいし、そうあってほしいと思っている。 

 

・情報誌としては「NAOZANE」が人気。役割分担をして、社員は広告を取るところに特化

して、記事の取材は外部委託もある。広告は時代を映す鏡だと思って一生懸命やっている。

特に県北地域の企業・店舗は広告費をあまりかけない。立派な経費なので、もっと積極的

に利用してもらいたい。 

 

・熊谷の場合は「さくら祭」、「うちわ祭」、「花火大会」これは仕切りがきちんとしていて長

い伝統のなかでやっていると思う。うちわ祭は近隣からたくさんの人がくる。 

 

・熊谷の花火大会もいまいち PR が足りないと感じる。 

 

・山車屋台について、最近はインバウンドの方も多いので、一般の方にも参加してもらえる

ように変化させている。この 4 つの行事は各部署の人達が試行錯誤してよりパワーアップ

させるべきだと思う。 
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・ビジュアルで見えるようなまちづくりの絵を描かなければだめだと思う。政治家の方が公

約を掲げるが、誰１人それを絵で見せる人がいない。ぱっと見て分かるようなのがない。 

 

・30 年くらい前に中心市街地活性化のために、当時の青年部で提案をしたことがあり、熊

谷駅東口（ティアラ口）、はぴウェーブの 2 つは形になった。まだ実現していないのが、

高城神社前の門前横町というようなもの。よっぽど予算がついたのか、立派な報告書を作

った記憶がある。 

 

・現在は、クールシェア等も予算が全然十分ではなく、マップ、のぼり、ステッカー等で 100

万円に届かない程度。自分は、実行委員なので無料記事で小冊子などに載せた。 

 

・「スポーツタウン」も良いと思う。ラグビーワールドカップ後のビジョンを考える部署は無

いようだが、まちなかをウォーキング等ができるようにするとか、「走っていくとラグビー

場まで何キロ」というコース作りをするとか、自転車でも良いし、そういう将来を見越し

た計画を立てるべき。 

 

・2〜3 年前に自転車が走るスペースを試験的に行って、反発がすごくて一気に止めたとい

うことがあった。 

 

・人材は育てないといけない。一気に出来るわけではない。 

 

・青年会議所（JC）は、理事長が自分の名誉にかけて自分の年度を、という感じで活動して

いる。それこそ先輩方が銅像を作ったり整備したりしたので功績はすごい。「ひみつ新聞」

というのを作って子ども達に配付したり、星川でたらいで遊んだり、あとはクールシェア

事業を行ったり、川など色々研究されたりしている。ただ、1 年の任期があるので、継続

事業としての取組は難しいのだと思う。クールシェア実行委員会も毎回メンバーが変わっ

てしまう。 

 

・私自身も中心市街地で会社を経営しているので、熊谷が良くなってほしいと願う。会社が

ちゃんと成り立たなければボランティアもやっていられない。一番は情報伝達で活性化に

なっていけて、会社も良くなって、一般の方も良くなって、商店街も良くなってというこ

とで考えている。 

 

・ランチパスポートなどは非常に最たる例。1 食 500 円程度の売上でも 1 日 30 人、1 ヵ

月 45 万、3 ヵ月では 135 万の売り上げになる。別の売り上げがそれだけ取れるというこ

とはお店さんにとっても非常に喜ばしいことかと思う。一般の人達も、これまでコンビニ

で買って、会社で暗く寡黙に食べていたというものが、出掛けていく、そうすると出逢い

があったり、会話があったり、コミュニティが生まれたりとか。そして書店も利益が出る

ので喜ぶ。 
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・飲食店の特徴といっても、地方都市はあまり変わらない。強いてあげるといえば「熊谷う

どん」、「雪くま」。小麦は、本州一の生産量なので「うどんでまちおこし」もおもしろいと

思う。熊谷には、「小麦産業クラスター研究会」というのがあり、権田愛三翁という麦踏み

等を開発した人の功績等をあわせて小麦産業を普及させたりしている。今度、「うどんサミ

ット」が熊谷で開催されるということで、全国から訪れる人がかなり見込める。3 年開催

出来るので、ワールドカップの時期にぴったり。その会に入っているので色々発言したり

している。それは非常に良い活性化になると思う。 

 

・熊谷産の小麦を使った 6 次産業をもっと充実させるべき。うどんだけではなくて、フライ

もある。スパゲティーもピザもある。当然パンもある。あとは、昔この辺の人は冷や麦も

よく食べたらしく、「冷や汁に冷や麦」の組み合わせもよくあったらしい。冷や麦の定義は

うどんとそうめんの間の太さで、乾麺であること。「冷や汁」には、うどんだと太すぎ、そ

うめんだとからめすぎるということで、冷や麦がちょうどよかったらしい。そういうのを

ヒントに、冷や汁は「すったて」などと言って、他地域でもやっているので、フードコー

ディネーターの SHIORI さんに、トマト味とかコンソメ味とか夏の地域の野菜を使って、

和洋中ピリ辛でも良いし、そういうレシピを考えてもらって、それをうどんでも冷や汁で

も食べられるようにできないかと依頼をしているようだ。 

 

・うちわ祭の時の年番送りは、お弁当付で 3,000 円くらいで桟敷席を売ったら収益が出ると

思う。東北大震災のあと、コミュニティひろばで 3 年間、東北物産展を持ち出しでやった

が、その時に沢山の人が来て、色々買っていってくれた。 

 

・深谷市でやっている屋台村、それを星川あたりでやる人を募り、運営させるのはどうか。

その際の仲介料を収益として、運営活動費とする。 

 

・市役所通りもおもしろいと思う。パン屋だったり、ちょっと「仕掛けていける」ような、

若い人が行けるようなお店いくつかピンポイントでいくつか出来ている。「バックパッカー

ズランチ」や「パブリックベーカリー」など。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とうろう流し クールシェア 
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・現在、星川周辺で取り組んでいることはあまり多くないが、イベントの時に市・商連と色々

なイベントをしましょうということで、毎年「ラバーダッグレース」を開催している。最

初は、子どもが小さいダックに自分で絵を描いていたのが、だんだん大きいダッグを使う

ようになった。1 日に 3～4 レースくらい行い、優勝した子はメダルをもらえる形式。商

店街の会長さんがラバーダッグに大変興味を持ち、事業所に様々なラバーダッグを展示し

ている。イベントとして段々と根付いており、お客さんは結構来られる。 

 

・かつて、星川で釣りを企画した際も、お客さまは多く来ていた。もともとは子ども向けに

始めたが、いざはじめてみると、シニアの男性が自分の釣り道具を持参し、子どもそっち

のけで朝から場所取りをして本格的な餌で釣りをしていた。結局、子どもが楽しめないし、

放流する鱒代がかかるので止めてしまったが、6～7年は実施した。毎年100本ずつ程度、

竿を作ってくださる方がいて、糸が絡まった際のサポートなども行っていた。 

 

・毎年、2 月 7 日に「だるま市」を開催しているが、数十年前は、星川沿いをお祭り広場ま

で、ずっとだるま屋さんが出店していた。それが、現在では 2 件程しか出店していない。

だるま市も風前の灯火になっている。予算は 20 万円程度で、以前は様々な商店からご寄

付いただいていたが、だんだん減ってきている。 

 

・8 月 16 日は「とうろう流し」を開催している。かつては、商店ごとに 1 つか 2 つ舟を出

していたが、現在は、川上から何にも書いていないものを流す形になっている。協賛者の

力が大きく、女性会や学生が集まり、100個くらい灯籠を作りにきてくれる。300～500

円程度で販売し、流していただいている。当初は無料だったが、現在は少し売り上げがあ

るようになった。 

 

・「とうろう流しは」、一部の地域の支援は難しいということで、市の予算がつかなかった。

その後、他所からお金を集めるのも大変なので、星川周辺の方々だけで有志の会をつくっ

ていたが、解散となった。このままでは、灯篭流しの開催ができなくなってしまうという

ことで、結局は、2、３年前に、商工会議所会頭が実行委員会を組織し、商連の会長さん

他 3 人程が副会長となり存続させた。 

 

・まちなかは、駐車場も少なく、現状、店舗前を通る人も少ない。本業の売上増の為には、

新しい住民が望まれる。最近は、駅でリュックサックを背負っているグループがいる。星

川には、そういう方向けのちょっと立ち寄って食べる店舗等が少ない。 

 

・星川には、広場毎に銅像があり、それを写真撮影にくる方がいる。星川のすごいところは、

一見、全く画にならない川に見えるが、写真を撮ると不思議と別の場所のように良く見え

るところ。植栽なども良いようで、見た目とは違う良い写真が撮れる。星川通りは撮って

みないと分からない。 
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・青年会議所の青年部の方々が中心となり、星川に川床ができた。一昨年「自分が住んでい

るところを、子ども達が後々懐かしんでくれるような作り方をしましょう」というような

主旨だったと思う。水面から少し上くらいのところに板を張って、頑丈にできており、保

険もかけている。かつて、下流の方にもあったが、台風の際に強風で一度壊れ、修繕後に

水かさが増してまた流れてしまった為、今は一か所となっている。 

 

・川床をどうにかうまく活用し、星川通りで涼んでもらおうということで、周辺の店舗が特

別メニューを考案するなどの活動もあった。最初は川床にメニューを置き、それを川床で

食べようと PR などもしていた。 

 

・星川に魚が営巣できるような場所を作ろうと試みたことがあったが、それも流れてしまっ

た。子ども達が一生懸命活動している、当時の写真も残っている。一昨年は、「星川通りを

どうにかしようプロジェクト」で行っていた。 

 

・魚はもともと棲んでいる。一時期鯉もいたが、死んでしまった際に、勝手に「鯉ヘルペス」

とされてしまった。川の水は、荒川から星渓園を通り、そこから魚が来ている。今泳いで

いる鯉は誰かが入れたのかもしれないが、鯉が溜まれるような場所もある。 

 

・星川の一部では、設計の際に傾斜をつけすぎた結果、流れが速すぎて、魚が泳げない箇所

があった。その後、傾斜をゆるくする工事を数度行い、傾斜がゆるくなった。 

 

・マイナス要因は結構あるが、それをプラスにする力が中々ないと感じている。 

 

・「ダックレース」に関わる方々は協力的である。川の中に入っているのは 2 人くらい。役

割分担し、みんな楽しんで開催している。商売のことはあまり考えない。対象はほとんど

子ども。最初は無料に近い状態から始まり、現在は有料になったが、数百円で親子で楽し

める。昨年は、参加者向けに、市内の製菓会社に、小さなたい焼きのようなお菓子をご提

供いただいた。 

 

・「灯篭流し」や「だるま市」に参加した方も「今日だったのね」と伺うことが多い。市とし

て、もっとアピールしてほしい。 

 

・「スポーツ文化公園」でのイベント開催時、お弁当屋さんが準備をして向かったところ、事

前に「会場には何もない」という参加者向けのお知らせがあった為、食事を買って来てし

まって、全然売れなかったという話を聞いた。また、来場者に備えていた周辺のコンビニ

等も、バスが途中で止まらない為、廃棄数が多かったそうだ。イベントが商業に繋がるよ

うにしてほしい。 
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・「スポーツ文化公園」でのイベント開催時、会場へ向かう道路が大変混雑していた。まちな

かを通る仕組み等を考えていかなければならない。「コミュニティひろば」のところでバス

に乗れるようにしては、と市長に提案した。 

 

・以前、まちなかで「秋まつり」が開催されていたが、「農業まつり」や「B 級グルメ大会」

等何でも、スポーツ文化公園での開催になってしまった。まちなかでどうにかしようとい

っても、通り過ぎられてしまうので、まちで行える仕掛けを考えなければならない。 

 

・お客様にラグビーの話をすると「私達にできることはないのかな」という声も聞こえてく

る。「大丈夫なのかな」と心配に思っている市民もいる。 

 

・星川通りには、電気の差込口等が無いので、お祭り等の際は、毎回、何百万円もかけて電

気工事を行い、電気をひいている。電気工事の予算が終わりだからということで、イルミ

ネーションも一時途絶えてしまった。現在は、商工会議所青年部に所属している「LEDを

販売している方」が、予算の中で電気工事をやってくださっているようで、その体制で 3

年目である。何か行うにも予算が無いのだと思う。 

 

・瓦のついた特徴的なバス停が八木橋百貨店の前にある。その後、増えるかと思ったが、思

ったより予算がかかる為、2 ヶ所しかできなかったようだ。 

 

・「コミュニティひろば」にも色々できると言われていたが、何もできていない。 

 

・友人を案内するとしたら、石上寺。宮大工さんが来て、何百年もつ建物を作ったというこ

とだ。星渓園も良い。食事は、うなぎが結構良く 3 店舗ほどある。店によって特徴があり、

好みにも合わせられる。うなぎはもともと星川で獲れたというわけではないと思う。子ど

もの頃は、星川には、ドジョウ、ザリガニ、フナなどもいた。 

 

・星川に入れると聞くと子どもは大喜びしている。釣りの針が落ちているかもしれないので、

靴は履いた方が良いかもしれない。 

 

・うちわ祭の際、浴衣の着付けを安くして、できるだけ浴衣でお祭りにいってもらおうとい

う取組みを 5～6 年前から行っている。 

 

・まちを活性化するには、店舗の閉店をどうにかしないといけない。昔は浦和より高かった

と聞く。乗っ取られるというイメージがあり、貸さずに駐車場にしてしまう。家賃も高め

ので、地主さんはあまり困っていない方が多いので、もったいないが貸さない。空いてい

る土地が広くなったら、マンションができるかもしれない。 
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・商店街も自分達がそれぞれ仕事をしている為、空き店舗対策はしていない。プライドがあ

り、近所の人にはなかなか言えないこと等もあるので、第三者にやってもらうと一番良い。 

 

・青年会議所の企画で一昨年、ワークショップを行った際に、色々な良いアイデアが参加者

から出ていた。長年見ているのでエリアの良さを知っていると思った。意見は良かったが、

現実的に予算、場所等を考えると、そこまでで終わってしまった。 

 

・市内の他の商店街で理事を担っている。商店街は、二代目がいなければ廃れてしまう。企

画はやればできるが、持続力が重要だと思う。新しいものを行う力はあるが、持続力がな

い。何回かに一回何かをリニューアルするなどの発想が大事。 

 

・車で来ても駐車場が少ない。かつて、「ナイトバザー」というものを開催していたが、毎週

開催から、各週になり、月一開催になり、ついに無くなってしまった。その後一度、月一

開催で復活したが、またなくなってしまった。開催する側の持続力も必要だと思う。昔あ

ったものを掘り起こし、続けられるような仕組みがあると良いと思う。 

 

・元町子供会は地元の商店の子どもたちが「まちを何とかしなくちゃ」と 6〜7 年前に結成

した会。そこから同級生やまちに共感してくださる方々が参加するようになった。それぞ

れがやりたいことに手を挙げ、まわりがバックアップする。元々は元町子供会という「ソ

フトボールチーム」から派生した。熊子連球技大会に毎年出ていた。現在でも、年に一回

だけ集まってソフトボール大会に出ている。 

 

・元町子供会編成前からも、違う団体で若いメンバーで地域の交流の場を作ろうという試み

は行っていた。 

 

・最初は店舗を借りて、色んな人が集まってパン作り体験や着付け教室などを開催した。 

 

・元町子供会は公の団体ではないので、補助金等がおりるのが難しい。 

 

・まちなかモール委員会として、大きく関わっているのは 3つ。納涼大盆踊り大会、星川を

使ったイルミネーションやおさんぽナイト、「学生の会」くまちゃれの結成。 

 

・納涼大盆踊り大会は今年で 6 回目。初回は元町子供会の主催で開催した。震災もあったの

で、避難者の方の交流も兼ねてということで、一軒一軒まわって、「ぜひ来てください」と

ご案内した。2 回目からは実行委員会制にして、はじめの一歩助成金でプレゼンを行い、

市の補助事業となった。足りない費用は、協賛で資金を集めた。翌年からは、大会の意味

を行政に説明し、予算化してもらった。 
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・納涼大盆踊り大会は、昨年から、まちなかモール委員会の企画で開催している。幅広い年

齢の方々がいらっしゃるので人的支援を頂いている。 

 

・イルミネーションは、星川で開催したいという話になり、商工会議所の青年部と、行政と、

商店街と共に開催した。商店街の補助金を申請した。元町子供会は、星川上流の鎌倉町で

の点灯式を開催した。イベントを通じて星川に来訪いただき、楽しんでいただくというこ

とが目的であった。 

 

・イルミネーションの連動企画として「サンタのおさんぽナイト」というイベントも行って

いる。星川を歩く人が少ない為、イルミネーションを見ていただこうとイベントを企画し

た。 

 

・熊谷駅長にご協力いただき、駅の 140 周年記念イベントも開催し、「駅への想い」という

ようなコメントを集めたボードを作った。熊谷駅の改札前で餅つき大会を開催したことも

ある。当時は餅つき大会を毎年行っており、駅の改札前で何かできないかなとなった時に、

餅つき大会やったらインパクトがあるよねと企画した。同時開催で、熊谷女子高の書道部

の方にパフォーマンスをしてもらい、140 周年記念として作品を駅に掲示した。 

 

・何かを開催する場合、一番大切にしているのが「みんなにとってメリットがあるかどうか」

である。 

 

・元町子供会は、自分が大学生の時に始めた会。上は 30 歳代で、下は大学生。だんだん年

齢層が高くなってきた。自分達だけだと手に負えないから下の世代を入れようと、まちな

かモール委員会にて学生募集をはじめた。 

 

・2014 年 2月に四万十市でアツいまちサミットというイベントがあった際、大雪等の影響

で現地に行けなくなった時に、就職をして香川に住んでいる卒業生に代わりに行ってもら

ったこともある。 

 

・これまでの盆踊り大会は、元町子供会が主催し、学生の会が、一部分を担っていたが、今

年からはほぼ学生が担当している。それぞれの部門に学生の担当者をつけて、元町子供会

と連携を取ってもらって、学生達が自主的に動ける様バックアップしている。自分がやり

たいことをやっていくことがテーマ。その子が何をしたいのか聞いて、その子に合う役割

を振る。 

 

・なぜ盆踊り大会を開催するかというと、お盆の時は、市外に出ている人が帰ってくる。元々

やっていたメンバーだからスタッフが足りなければ手伝ってもくれる。みんなが集まり同

窓会気分にもなる。 
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・学生主体でやってもらう場合は、大学での「単位」と一緒で、何がメリットなのかを提示

する必要がある。例えば、市役所受けたい人には「市役所の人と関われて、仕事を知るこ

とができる」など。その子にとってのメリットを提示することが大切。 

 

・今回入った 7 人の学生とも一人一人面談をして、どういうことをしたいのかを聞いて、将

来的にどういうふうになりたいか聞いている。 

 

・活動をやっていると、メンバーも成長してくるし、就職した後も皆しっかり働いている。

人が成長してくれて、まちが良くなる。 

 

・「アツいまちサミット」は、多治見まちづくり会社に「何かしませんか」と連絡し、その後、

多治見より「やりましょう」と返事が来たことがはじまり。 

 

・最初は自分達の PR をゆるく出来たらと、Facebook で暑さ対決をやっていた。切り口は

「暑さ」。初年度に、四万十市が最高気温を抜いた。それで多治見とうちに取材が来て、PR

をしたところ、四万十の方から暑さについて勉強させてほしいと連絡があり来てもらった。

そこで「四万十でアツいまちサミットをやるのでぜひ来てください」ということで四万十

市でサミットを開催した。 

 

・「アツいまちサミット in Kumagaya」で行った「バーチャルサミット」は、温度計をもっ

てどこが暑くて、どこが涼しいのかという情報を Facebook で発信し、暑さに対して取り

組んでいきましょうという主旨。 

 

・東京理科大学の工学部気象学科で研究をされている先生がいらっしゃって、サミットの前

日に講演をしていただき、翌日に体感温度を測り、温度のマップについて、どういうもの

を作っていくかというイベントを開催した。まちの PR にもなるし、温度の観測にもなる。 

 

・併せて、「アツいまちサミット」の水色の限定 T シャツを制作した。クールシェアの水色の

T シャツをまちなかの人が着ていて、視覚的に涼しく見えるというような目的である。 

 

・「アツいまちサミット」の実行委員のメンバーは、まちづくり系の会社の方が多いので、色々

情報交換等もできて良い。 

 

・熊谷ならではの特徴は、よそ者に厳しく、うちには優しい。新旧がうまくコミュニケーシ

ョンをとれる仕組が必要となってくる。私も 20 歳くらいの時に餅つきをやろうとした時

に、行政の許可が下りず、1 カ月市役所に通い続けた。どこもそうなのかもしれないが、

熊谷は、信頼関係を結べないと大変動きづらい。 
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・個人的な想いとして、熊谷は観光都市ではないと思っている。例えば、熊谷駅南口の市立

図書館を、何万人も入るようなホールにしたりすれば、新幹線も止まるので期待できると

思う。 

 

・「熊谷って何なの？」と言われた時に出せるようなお土産の様なものがない。本来、ものは

ストーリーがあって、やっと価値が出てくる。雪くまはストーリーがあるので良いと思う

が、持って帰れない。小麦がとれるので「うどんタウン」も良いと思う。価値を見出せる

ものを作らなくてはならないと思う。何回も行きたいと思うような場所になるように。 

 

・仕事柄出張も行くので、うまくいくまちとは、何回も行きたくなるような施設があったり、

何回も買いたくなるものがあるところだと感じている。個人的には帯広が気に入っている。 

 

・屋台村を作るとしたら駅前の場所を買い取ってやるくらい必要かと思う。お客さんが来て

食べる場所なので、駅から遠いと意味がないと思う。そこはコンセプトを明確にした上で

やらなくてはいけない。 

 

・目先のちょっとしたところをいじってもよくならないと思う。 

 

・市立の中学校があればいいと思う。国語・数学・英語かなんかで一般教養で熊谷の知識を

問うような試験で。一種の AO 入試みたいな感じで。ある程度のレベル感を残して。優秀

な中学生を地元に残したい。 

 

・「スポーツ」自体は大変良いことだが、切り口として「スポーツ」で人が集まるかというと

どうかと思う。一過性の部分が強いので、そこをどうまちづくりに活かしていくかが課題

だと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サンタさんの星川おさんぽナイト 星川に整備された川床 
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・JC は、熊谷で暮らす様々な世代の方々に対し、熊谷をよく知って、好きになっていただく

ための運動をしている。具体的には、例えば、豊かな自然環境を発信していくために「水

辺」からスタートして、こんなに素晴らしいところがあるのだと地域の人達に伝えるとと

もに、地域の人達が自分達の身近にある自然環境を守っていこうと思えるような運動をし

ている。 

 

・2012 年に熊谷青年会議所が 60 周年を迎え、そこから 10 年スパンで「誇りある地域熊

谷の創造」という指針を掲げて活動をしている。まちづくり・人づくり・社会づくりとい

う 3 つの柱を軸に内部で委員会を立ち上げている。 

 

・「人づくり」は、歴史や伝統からというところで、熊谷独自の文化を、まず、地域の子ども

たちに知ってもらうというような運動をしている。 

 

・「社会づくり」というのは、「クールシェア」運動を軸に、地域活性化を目指し、熊谷の「暑

さ」というイメージをうまく使って、商業を活性化をしていこうというのが柱である。 

 

・もう一つ、子ども達に対しての地域新聞である「ひみつ新聞」という取り組みもある。2012

年から、市内の全小学生を対象に年 2 回発行していて、少しマニアックで面白そうなテー

マを見つけて、それをメンバーが記事にして発行している。 

 

・市民向けに 5 年間の運動をしてきたが、行き詰まりが見えてきて、直接的な働きかけでは、

なかなか反響も薄くなってきている。それでは、外からの評価で「熊谷は良いところだ」

と再認識してもらえるような状況を作れれば良いということで、来年以降事業を行ってい

く予定。 

 

・次の 5 年をどういう方向性で進めていくかを次年度の役員と相談しているところである。

個人的には、ポイントはやはり「観光」だと思っている。熊谷の持っている目に見えない

ものも含めた「地域資源」、「地域資産」を「観光資源」として使えるところまで持ってい

くのが一番良いのかと思っている。 

 

・「暑い、暑い」と言っていると人も集まってこないので、それを逆手にとって「クールシェ

ア」等の活動をしているが、どうしてもイメージが「暑さ」に集中しすぎてしまってなか

なか難しい。例えば、自然環境であれば「暑い」環境から転換して、「身近にある自然環境」

で集客できると思う。江南ではホタル祭が人気を博しているし、そのホタルを保護する会

等が田植えや稲刈りなどを子ども達に体験してもらい「自然を守らなきゃいけない」とい

う想いを継承するようなカリキュラムを企画・実行している。 

 

 

 



 

128 

 

・地元のある団体の企画として、昨夏「たけのこ掘り体験」が開催された際には、東京に住

んでいる家族が来て「車で 1 時間程で来て、こんなに素晴しい環境の中でたけのこ狩りが

できるとは」と驚いていた。１人 500円程度の体験料で持ちきれないくらい採ってきてい

た。自分達には当たり前でも、外から見ると大変価値があるものがあるので、そういうも

のを発信していきたい。「農業体験ができる」ことが「観光資源」になりうる。 

 

・他には、星川通り沿いの地域の方々と一緒に「星川ファーム」という活動を行った。その

結果、周りに住んでいる方々の意識が変わり、自ら率先して、川の中に入って掃除をした

りされるようになった。星川のように、中心市街地の真ん中に川が流れているという環境

はなかなか無いと思うが、それを活かせていない状態が続いているように感じている。星

川通りには商店街はあっても、人手不足等の問題もあるので、地域の方々と一緒になって、

活動のきっかけを作れればという想いで活動を行っている。 

 

・基本的に私達の事業は自分達の予算で賄っており、JC メンバーの会費を使って事業を展開

している。一昨年に関しては、商店街さんにも協力をお願いをして、そこに住んでいる方々

を対象に活動した。基本的には 

 

・JC は、1年で組織がガラッと変わる為、基本的には、毎年同じ活動を行うということがな

い団体である。イベント等を企画して継続して運営していくということはなく、その年の

理事長が考えていることを具現化するのという形で、基本的には毎年違うことやっていく。

そういう形で60年ずっと続いてきており、地域も JCはそういう組織だと認知している。 

 

・入会当初から個人的に残念だと思っているのは、メンバー全員が仕事の傍らで活動を行う

ので、委員長を務める 1 年しか、JC の活動に注力できないことである。反対に、「だから

こそできている」という部分もあるとは思うが。この 10 年間の指針を出した時も、毎年

毎年変わっていくことを前提に、「3 つの柱」は変えずにいこうという話をしていた。その

上で、毎年毎年の活動結果を検証しながら展開していくことで、今までよりは少なからず、

継続性を持って取り組めると考えている。 

 

・現在のメンバーは 51 名。毎年、卒業していくメンバーより多く入会してもらおうとする

が、なかなか入会に至らない。一時期は 100 名を超える組織だったが、ここ何年かは 50

名程度である。昔は地域で自営業を営んでいる方は、横のつながりを持つために入会して

いたものと聞くが、認識が変わってしまったようだ。 

 

・熊谷の JC はもともと、戦後の焼野原からの復興を目指した青年たちが集まって、埼玉県

で最初にできた青年会議所である。自主的に集まって、そこから日本青年会議所に入った

と聞いている。 
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・本気でまちづくりの活動をしたいなら、最終的には自分で組織を作れば良いが、入会して、

まずは自分を高め、色々と学んで、横のつながり作るのがスタート地点だと思う。熊谷の

まちづくりについて考えながら勉強していくというスタンスのメンバーが一番多いと思う。 

 

・個人的には、熊谷は好きでも嫌いでもない。先代からの会社があり、これからも暮らして

いくまちなんだという感覚しかない。ただ、せっかく中にいるので「まちづくり」に関わ

っていければよいなという想いでいる。 

 

・都市としてユニークな点としては、星川の立地や、桜が駅から徒歩 5分圏内にあることが

挙げられると思う。合併により、市域が広くなり、妻沼の聖天さんや、江南の自然なども

含まれるようになりこれらが特色かと思っている。 

 

・ラグビーワールドカップについては、来るからどうするかではなくて、JC としてはその先

の話をしたいと思っている。せっかく競技場が整備され、人が多少なりとも集まったあと

に、そういった施設を活かして、どんなまちづくりができるか、というような話ができれ

ば良いなと思っている。 

 

・熊谷の人は閉鎖的で、内で固まってしまうとよく言われる。一見わからないが、知れば知

るほどそういう線が見えてきてしまう。 

 

・市も「あついぞ熊谷」でキャンペーンを行っていたが、昨年からなるべく使わないように

なった。「今は暑さ対策日本一」ということで取り組んでいるが「対策」だとしても「暑さ」

から離れたところで活動をしていかないと、結局「暑さ」というイメージは変わらないだ

ろうなと思う。 

 

・都心に住んでいる方の目線でいけば「自然環境」が一番だと思う。新幹線では、東京駅ま

で 1時間かからない環境で、行政としてこれから新幹線通勤を支援するということなので、

住宅を開発しながら「自然環境」で売っていくというのが一番人を呼び寄せやすいと思う。 

 

・空き店舗対策については特に活動をしていない。星川通りで言えば、車道を無くし、アー

ケードをかければ人が集まると思う。商店街の真ん中に川が流れているという地域はあま

りない。例えば、吉祥寺のサンロード商店街の真ん中に川が流れていたら面白いと思うの

と同様、八木橋百貨店から駅方面へ歩いてくる道沿いにそれができたら人が集まってくる

と思う。アーケードをかけないまでも、車道を無くすだけでも効果はあるのではないか。 

 

・星川の方々とのミーティングを行うと、賛否両論出てくる。そういう中で、折り合いをつ

けて活動をしていくには「どこに魅力を感じてもらうか」を最初に打ち出すべきなのだと

思う。将来的には、商店街が一致団結し、次世代の人達でしっかりまとめながら進めてい

けば良い形ができあがると思う。 
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・私達が子供の頃は、川の中に入って遊ぶのが当たり前だったが、今の子ども達は入っちゃ

いけないものだと思っている。星川に関してもそうで、降りる場所は 2箇所あるが、そこ

から川に足を突っ込むか突っ込まないかで、楽しみ方、感じ方もだいぶ違ってくる。自然

を身近に感じられるようなまちができれば、「暑い」ではない自然環境が売りになる場所に

なるかと思う。 

 

・荒川で水切りをする名人がいるが、50 回以上も石をバウンドさせることができる。そう

いう面白い人材もいわゆる「観光資源」になると思う。 

 

・8 月に「寺子屋」という活動の中で、市内の子供たちを集め、自ら市バスを使ったルート

を設定させて、市内の観光資源を巡るという企画を行っている。「熊谷ひみつ新聞」と「子

ども未来塾」という２つの子供向け企画を毎年行っている。今ある三本柱の委員会や、そ

れぞれが携わっている団体等を一つにまとめ、凝縮したものを毎年志向を変えて子ども達

にやってもらおうと活動している。また、このような活動は、報告書に記録している。 

 

・「クールシェア」は毎年行っているが、今年は、産業とコラボレーションさせ「クールシェ

ア印の冷や汁」を作るということで動き出している。例えば、「雪くま」に関しては、一定

の基準のもと、個々の商品は各店舗任せで、それぞれが作ったものが情報発信・商品提供

されている。一方、今回の取り組みでは、若者向けの新しい「冷や汁」を料理研究家に作

ってもらい、一つの製品（土産物）として売り出したいと考えている。販売元は、商工会

議所、実行委員会、まちづくり熊谷、観光協会などいろいろと考えられる。 

 

・「まちづくり」ということで、地域の方々と一緒になって熊谷の自然環境を身近なものにし

てもらおうと活動してきたが、平成 28 年は発想を変え「仕掛けを作る」ということにな

った。少し細工をすることで、自然環境を新しく見せる、目に見えないものを可視化させ

る等、新しい発想でアート作品のような、人が集まるような仕掛けを作るという方向で検

討している。 

 

・熊谷は、市民活動団体が多く、それぞれが活動しているのがおもしろい。その道のプロフ

ェッショナルの話を色々お聞きになるのも良いと思う。 

 

・熊谷商工会議所青年部は、入会の規約で経営者もしくは経営に準ずる方、あとはそのご子

息となっているため、結構狭き門ではある。 

 

・商工会議所青年部は、設立の目的が非常にシンプルで、会社の経営に対する勉強する場所。

研修と交流、二つのみ。JC はまちづくり団体なので、まちづくりやその他諸々行うが、商

工会議所青年部は研修がメインである。 
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・埼玉県内のメンバーが集まり「ヤングリーダー研修会」というものを開催する。13 年に

一度順番が回ってくるが、今年度は熊谷である。4～500 名のメンバーが集まってくる。 

 

・夜の熊谷も闊歩してもらうため、研修が終わってからも二次会などで、例えば、さいたま

市さんはこちらへ、狭山市さんはこちら、という形で好みを聞きながら、お店をセレクト

して分割でアテンドしていくということを企画している。最初の 1 時間程度は必ず決めた

ところに行っていただいて、さらなる部分は聞かれればご案内するという形である。なか

なか県外の人たちが熊谷に来て飲んで帰るという機会もないので、そういう機会をうまく

まちの活性化につなげるために行った。熊谷商工会議所青年部のメンバーも結構、飲食系

の人材が多い。 

 

・交流の中でそういったまちづくりや、今回のような観光まちづくり等で課題意識を共有す

るということはある。なるべくまちの風通しを良くしようということで、行政の若手と我々

と一緒に年に 1 度、9月に「風会議」というものを開催している。まちに関するテーマを

１つ募って行う。ただし、その場では全て、肩書等を気にせず好きなことを言い合い、議

事録もとらない。その中で出たお話というのは一切なかったことになるというような会で

ある。ある意味、若手に我々経営者側の考え方とか、こんな風に考えているんだとか刺激

を感じてもらうという意味合いがある。行政の各課からお越しいただいた中で、今年は、

「2019 年ラグビーワールドカップについて」ということで、テーマは 3 つ「観光・食・

体験」であった。日本人でも、海外の人達でも、ラグビーだけ見て帰る人ももちろんいる

が、わざわざ来たのだから、このまちの食、観光、さらには体験を楽しみにしている人も

いると思う。熊谷の魅力をディスカッションしながら、他の国では、こんな料理はないの

ではないか等、凝り固まった頭を少しずつ和らげるような話をしていた。 

 

・風会議の際、商工会議所青年部のメンバーがテーブルリーダーを務める。発表の時にはテ

ーブルには行政と商工会議所青年部が同数いて発表も行う。若手の方や、市の職員と距離

が近づけるような形で、その後の懇親会でも同じようなテーマで、お酒を飲み解しながら

行う。お酒を飲みながらのディスカッションはなかなか貴重な機会である。 

 

・最初、6 年前にやったが、そのときはほとんど課長さんクラスが来てしまった。様子を見

るということで来ていただいたと思うが。それで趣旨を理解していただいてから徐々に変

わってきている。 

 

・今まで、観光の話では「イルミネーション事業」があった。年間のスケジュールの中で、

親会がえびす大商業祭を主催しているので、そこを盛り上げるためにイルミネーションを

使い、今回で 5年目である。だんだん自前の予算だけでは厳しくなってきた。最初に購入

したネットも球が切れたりして、スポンサーを募って買い替えたりしている。お祭りと同

じような感じで、星川通りに一つ大きなスポンサーボードみたいなもの出して行った。 
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・イルミネーションの設置自体は「まちなかモール委員会」という形である。熊谷商工会議

所青年部の会員が大半を占め、歴代会長を担っている。まちなかモール委員会も、市の商

業観光課と色々な事業を行なっていこうという形で、月一回会議を行う。クリスマスシー

ズンは「おさんぽナイト」という形で、サンタやトナカイのコスチュームを着て、AZ か

ら星川通りを通って最終目的地八木橋まで歩くイベントを実施する。その導線が全部イル

ミネーションでつながり、そこをお散歩するような形になっている。その間にいくつかち

ょっとしたアトラクションを用意している。イルミネーション自体は 11 月から毎年、大

体成人式の頃まで行っている。 

 

・星川通りという、まちなかに川が流れている大都市の中でも稀有な資源を活かす為に、い

くつかの団体で協力しながら中心市街地活性化に向けて、去年、まちコンを開催した。男

女 100 人ずつで行ったが、結構応募が来た。男性は倍くらいでみんな地元の方。女性は恥

ずかしいということで、深谷、本庄、松山等、1 ブロック程離れたところからの参加者が

多かった。開催にあたっては、女性へ聞きに行って色々勉強した。当日までにかける費用

は、女性は一万円程度で、内訳は、美容室、バックを買う、ネイルサロンに行く等。男性

は、自分の持つ中で一張羅を着て行く。男性に関しては自己投資は多くないが、女性はそ

のイベントごとに必ず投資をすると聞いた。男性と女性の違いは大変分かりやすい。 

 

・お店のご案内、観光スポットの紹介、グルメマップの配付も行った。我々としてはカップ

ル成立が目的ではなく、まちを知ってもらって、まちが活性化するようなきっかけ作りを

目標にしたので、あえて、終了を 21 時頃にして、もう一軒くらい回れるようにした。結

果、参加者 200 名のうち結構な人数がまちを回遊しており、お店の方々からも結構反響

があった。一通りリサーチしに行った時に、役に立てたなと実感した。 

 

・グルメマップは、自分達で毎年作っていて今、第 4 弾くらい。大口スポンサーのホテルさ

んが、すごく喜んでもっていってくださる。毎月 1,000 部くらいお渡しして、無くなり次

第補充するが、結構はける。 今ホテル業界も結構回っている。一時期、くまがやドームの

屋根が落ちた時に、各ホテルの集客人員が落ちたというくらい、毎週末のように、くまが

やドームで何か行われているが、実は、選手や家族が使うそうである。 

 

・J リーグの「大宮アルディージャ」が 4、5 年前から熊谷で、くまがやドームを使って、

年間に一試合だけ開催してくれるのだが、その時に広報の方とお話の機会をいただいた。

その時、イベントでお店を出してくれたら助かるという形で、熊谷市役所に置いてあるよ

うな、「あつべぇ」のうちわなどをテントの下で販売したことがあった。他のテントの飲食

はだいぶ売れていたが、なかなか売れなかった。熊谷市のあついぞ！T シャツの色が、大

宮アルディージャのオレンジでなかったことも悪かったのかと思う。では、もう物販はや

めようということで、試合観戦が終わってから、買っても負けても楽しいお酒が飲めるよ

うにご案内するためにマップを配り始めた。 
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・本来、くまがやドームに来た方に直接渡せるようになると良いが、場所がなかなか難しい。

アルディージャの時はチケット引き換え窓口でマップを配っていただいたので、トラック

で納品するだけで用が足りた。 

 

・以前は、 PowerPoint 等で、手作り感あるものを配付していたが、総部数で 1 万部は刷

っている。イベント数とホテルの数で毎年データを取っており、最近はそのデータの精度

が上がっており、毎年 8月か 9 月に一年分をまとめて発行している。デザインは商工会議

所青年部のメンバーが、1 万円というボランティア価格で担当している。 

 

・ただ単純に、無駄な公共事業の投資という形で終わらせたくないのが我々全員の共通認識

である。市からも現在決まっている行政がやろうとしていることを聞いて、両者の足なみ

が揃わなければ進まないと思っている。県の観光課の方でも「プラチナルート」等が検討

されていると思う。プラチナルートの会議では、色んな業種の人を招集しているようであ

る。私は建設業で、建設産業振興連合会に所属しているが、そこにも何人か人を出してほ

しいと依頼が回ってきている。どこまで大きくしようとしているのかと思った。魅力発見

という形でいるが、どうしても行政だと偏ってしまってなかなか良い発想はそう出てこな

いと思う。逆に業界から外れた素人の方が面白い、イノベーション起こすヒントを得られ

るくらいの発想が出るのだと思う。 

 

・サイン等、都内は 5ヶ国語表記を行っているが、この辺は日本語と、どこの国の人も読め

ないローマ字表記が点在しているので、その辺を少し変えていきたいという思いがある。

駅や、周辺施設という形の点から点を結ぶ形でサインがあった方が良いのか。マップにし

ても 5 ヶ国語まではいかなくても多言語対応が必要と思う。商工会議所青年部のメンバー

に、パナソニック等の器具の取扱説明書を作っている会社に所属するメンバーがいるので、

翻訳を外部にに頼まずとも、メンバーでできるのが強みである。 

 

・H28 年から「熊谷まちなかお役に立ち隊」という HP を立ち上げた。まだ本格稼働してい

ないが、これから Facebook ページ等で、会員一人ひとりをピックアップして、人や仕事

を紹介しながら、更新していくような形にしていきたいと思う。少しでもみんなに還元し

たいということで立ち上げた事業で、商工会議所というお墨付きをうまく使い、地元企業

をもう一度見直してくださいという動きをしている。 

 

・道路作りに携わっている人間として、特に夏場はそうだが、日陰、日差しを和らげる所が

必要と感じている。高木を散々切ってしまったおかげで無くなってしまった。現在は高く

ても 5m 程度と、安全上、信号機が見えなくなる等の問題があると思うが、人が歩く専用

通路等を今後は整備していった方が良いと思う。この暑い熊谷で、まちなかを歩けと言っ

ても 5 分も歩いたら限界だと思う。そんな中で、今、星川に植えてある木というのは日陰

を作り出す木ではなく、季節の花をつけてくれるような飾り的な木なので、日陰がある中

でのんびりできるという空間が少ないと感じている。 
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・私の夢のひとつは、広大な土地の中に、大きな森を作り、その中に、飲食ができるような

テラスがあるような空間をつくりたいと思っている。入ったら、スロープを入っていくと

ころから徐々に「軽井沢」のようなイメージに変わっていく、そのようなものを作りたい

と思っている。樹脂製の 10 年経っても 20 年経っても朽ちないというようなものを使い

ながらやれたら良いと思う。今周りを見て森と呼べるようなものがなくなってしまったと

思う。上田知事も森を再生しようというような事業を行っているが、この辺は進んでいな

い。例えば、館林市の方では、樹木、街路樹を上手に使い、日陰があって人が歩きやすい

環境を作りだしている。そういったところからもてなしていかないと、「どうぞ、どうぞ」

と言っても、「暑くて・・・」となってしまう。いくら良いものがあっても、「もう無理」

となれば、やはり滞在時間がどうしても短くなる。 

 

・滞在時間が長くなれば「お腹空いたね」「喉乾いたね」となるが、暑くて、さっさと行こう、

かき氷食べたら次行こう、となると、結局人を呼んでも一箇所集中になってしまって、平

面的に回遊することにはならなくなってしまう。それは民間も行政もみんなで取り組んで

いかないとならないと思う。空き店舗や空き住宅が出てくれば、できるのではないかなと

いう気はしている。 

 

・「うわぁ気持ち良い」という感覚がどこにも現存していないと感じる。それをもっと作って

いかなければならない。例えば、神社の境内や、大きな木の下で特別な力のような冷気の

ようなものを感じたりするが、まちなかを普通に歩いているなかで、「心地良いね、気持ち

良いね」という感覚がなかなかない。そこを作っていかないと難しいのかなと思う。 

 

・よく言われる「ブランドで人を集める」等というのは、長期的ではないと思う。特に日本

人は本当に移りが早いと思う。他の国民の人達は、数百年同じものを活用するが、日本人

はイノベーション等と言って、同じものをしない。それではより人を快適にするような方

向に変えていかないとならないと思う。 

 

・間違いなく超高齢化社会が来る、いまや公園づくりも遊具を取り払って、健康器具を置い

ている。なぜかというと、国は医療費の負担を減らしたい思いがある。そうすると元気な

年寄りを増やさなければいけない。ライザップのようなものもあるが、そこまでできない

人達も、外に出て、というなかで、行ける場所を作りたいと思う。その辺は行政民間どち

らでもできると思う。 

 

・個人的に数年前に発想していたのは、例えば株式会社熊谷が、熊谷で全てのものを請け負

うような形で、そこから各組合の方に振っていくという形。 

すると、開発にしても、全て同一のビジョンで、全体をマネジメントできる。そうでなく

開発の乱立をしてしまうとみんなチープになってしまうが、統一したイメージ戦略でまち

を作るのであれば、興味深いと思った。100 年後 200 年後の熊谷のビジョンをしっかり

作っていかないと出来ないと思う。 
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・そこに住まう人間でない人がパッと見た印象、感じた魅力は大事だと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・一時期映画の撮影が多かった。12〜13 年前に妻沼でフィルムコミッションが始まった。

「東京タワーオカンと僕と時々オトン」とか、「書道ガールズ」とか結構ロードショーされ

る映画の撮影があった。 

 

・市役所の妻沼地域の担当の方がエキストラを集めたり弁当の手配等しており、私は七夕の

イベント企画、絵看板の制作、「自分の店は自分で絵看板を作ろう」というような活動をし

ていた。当店は改築中だった。その映画撮影担当の市役所の方と一緒に「妻沼地域をなん

とかしたい」という想いで「市民団体作ろうか」というような感じで、「めぬまチャンネル」

をつくり、妻沼地域の情報を集めて発信していったのがきっかけで、もう 10 年になる。 

その市民団体で、七夕とか灯籠を店前に置いたり、映画祭、地域で撮影があった映画を放

映したりした。まちづくりの映画や、近所で撮影のあった「のぼうの城」、桐生で撮影のあ

った「のど自慢」、「縁結びの神様」、「結婚しようよ」等、妻沼の PR も兼ねて、何とか元

気にしたいという思いであった。最終的には自分の店が少しでも来客が多くなればと。 

 

・聖天様は、改装した時は国宝ではなかった。お客さんが来るのではと期待してお店を改築

し、準備して待っていた。境内はお客さんが多いが、みんな近くの駐車場に止めてしまう。 

商店街を参道のように歩いていただければと望んでいるが、なかなかそうならない。駐車

場の看板も道路を向いているので、分かりにくい。停めたことがある人でも通りすぎてし

まうほどで、問題点と提言しているが、なかなか変わらない。 

 

・聖天様の南側通りを「縁結び通り」として、電柱を移設、歩道を整備して歩きやすく、景

観を良くするように工夫している。店も新しい店や若い人の店が開店している。こちらの

商店街もなんとか頑張ろうと思っているが、ほとんど跡継ぎがいないので、あと 10 年も

したら空き店舗や更地になってしまったり、店舗の裏に住んでいるので、更地にはならな

いがシャッターを閉めてしまって、「貸してくれ」といっても水回り、トイレがなかったり

で、難しいところもある。 

 

道の駅めぬま JR 熊谷駅構内でのうちわ祭 PR 
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・聖天様に合わせたまちづくりをしたいと思い、市民団体を作り、無料の貸自転車を運営し

たりしているが、商店街に人が歩くようにはなかなかならない。 

 

・無料の貸自転車をスポンサーを集めて運営している。保険代と修理代と。とりあえず赤字

にならない程度。全部頼っちゃだめ。地域おこしとかそういうのに関心のある人がいるの

で持ちつ持たれつの関係。 

 

・聖天様に来た方に貸自転車を使っていただく。先月は、あじさい寺から利根川のサイクリ

ングロードを通って、自転車を積んで利根川の「渡し舟」に乗ってもらった。川向こうに

は、お寺があったり、サイクリングコースができていて、夏はひまわり畑やバラがきれい

である。たまにくまがやドームまで 7 キロくらい 30 分くらいかけて行く方もいる。暑い

夏と寒い冬の利用者はいない。 

 

・坂田医院旧診療所のレンガ造り、外観は変えられないが、内装は良い。案内窓口とか、商

店街の入口として整備して、有効利用をしたいと言っているが、耐震補強をするお金がな

いとか、消防法がどうということで、対応が及び腰である。 

 

・「縁結び」をうまく利用してなんとかしたいということで、「商人会（あきんどかい）」とい

う商店主の二代目で集まって、婚活イベントを開催したりしている。 

 

・商店街は人が歩くコースでなければならない。妻沼も空き地にグライダーの本物や、縁結

びの鐘など、大きなものを置くとよいのではないか。それから、公共の施設、大展示室は

ほとんど空いているので、そこで美術展や写真展を定期的に開催するのがよいのではない

か。有名なのをやれば有料でも来ると思う。展示館を使わないのは大変もったいない。 

 

・商店街も商店だけではなく、ポケットパークのように、緑があって、日陰で休憩できるよ

うな場所が必要だと思う。バラバラにそれぞれの市民団体が活動していて、聖天様を含め

た俯瞰的な視点での全体的なまちづくりの構想がない。聖天様と話し合って、一緒にやっ

てまちづくりを進める組織が欲しい。 

 

・聖天様はお寺さんなのでお金は出せないが、「どんどん使ってください」というようなスタ

ンスである。坂田医院旧診療所の駐車場を作った時にも大賛成だった。ぜひ、そこに車を

止めて商店街を歩いてもらうようにしてくださいと。商店街が寂れちゃったら何にもなら

ないと。ご理解いただいる。基本的には、観光協会等と商店街が話をして、お願いすると

協力していただける。聖天様からこちらにという話はないと思う。聖天様自体もお祭り等

の行事で忙しい。 
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・高齢化等の影響もあり、合併した頃に妻沼の花火大会がなくなり、今は熊谷の花火大会だ

けになった。できればそれを復活させる等はどうだろうか。利根川の河川敷で幼稚園の園

児が灯籠作ってそれを並べて、規模は小さいが商店街みんなから協賛して、名前読んで花

火を上げて、最後だけスターマイン上げたりした。みんなバーベキューしたり土手に座っ

たりして楽しんでいた。 

 

・高齢化で若い人がいない。市民団体でも何でもそれが一番の問題。自治会でも地域に若い

人が入ってこない。仕事をしていて忙しいのもあるかもしれないが、伝統を受け継いでい

けない。唯一、若者が集まってくるのは御神輿担ぐ時で、他の行事はだめ。「めぬまチャン

ネル」もそうだが、会員募集はしているが、なかなか若い人入ってこない。平均年齢が 60

歳を超えている。 

 

・情報発信は店のHP から、Facebook と連動させて更新している。最初は「あついぞ！ド

ットコム」というのをやっていたが、Facebook に移行した。 

 

・立正大学の学生さんには昭和まつりを手伝ってもらったり、まちの地図を作ってもらった

りした。女子大生が喜ぶような店を地図にしたり、歴史的なこととか、大学生からの目線

で作った地図がある。学生との連携はしているが、距離があるので、単発的である。空き

店舗を大学生のお店に等も良いと思うが、時間や交通費等の問題でなかなか難しい。 

 

・今、若い人がまちに来るように進めているが、個店の努力になってきている。職種が違っ

たり年齢も高かったりするのでみんなで取り組むのは難しい。一時期、近くにたこ焼き屋

さんが 3 年間程あり、結構若い人が来ていた。少し手狭だったようで 1km 先に移った。 

 

・女性の事業家のチャレンジショップが 5店舗あるうちの 3 店舗入っている。県や市から補

助があって、商店会が主催で借りて取り組んでいる。貸し手は神経を使うということだ。

自分も年だしいつまでやっていられるか分からないからと。人が通らないので、物品販売

は売り上げにつながらない。 

 

・今頑張っているのは、タイ古式マッサージや巻き爪フットケアのお店。近所のお客さんが

ほとんどで、通りがかりのお客さんではない。広告宣伝費も結構かけている。撤退した店

は小物販売、服飾雑貨、アンティーク雑貨。外から中が見えないのも問題である。 

 

・女性専用で始めたので、手造りでチラシ配って募集をかけていた。レンタルボックスもあ

り、現在 5 人利用しているが、人が通りが少なく売り上げに繋がらない。男性から出店し

たいと話があっても断っているそうだ。2 店舗空いていて、貸し手がもうそろそろ終わり

にしたいと言っている。何とか人に来てもらうにはどうすれば良いのかと感じている。 

 

・物品販売は難しい。人が歩かないから。よっぽど PR して人を呼び込むしかない。 
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・聖天様の境内には、周辺の店の看板が置いてある。歩いて 300〜400m ある。 

 

・以前おそば屋さんだったところに、海鮮釜飯のお店ができて、お昼時は結構来客があるよ

うで、まあまあ上手くいっていると聞く。食事できる店が意外と少ない。サカイヤさん、

ラーメン屋さん、とろろご飯等、需要はあるようだ。 

 

・「長い いなり寿司」の由来については、昔、橋がなかったころ、舟で江戸に木材運ぶ職人

が食べたからとか、豆腐一丁を切って、それをそのまま油揚げにしたから等、諸説ある。

この辺りは、大豆や米の産地でもある。聖天様のまわりに 3軒あり、道の駅のものは安く

て美味しい。他の店は月曜定休だが、道の駅は月曜も売っている。時々かんぴょうが巻い

てあるのは、油揚げの破けたと所が見えないようにふさいでいると聞いたことがある。 

 

・店では、タバコと宝くじも売っているが、タバコはコンビニで、宝くじはボックスセンタ

ーで買うのが主流なので、こういうところで売っていると不思議がられる。第 2 回の時か

ら 70 年くらい販売している。第 1 回の宝くじは昭和 20 年に「勝ち札」として売ってお

金を集め、疎開先で抽選したらしい。公共事業の資金集めであり、昔の東京五輪の資金集

めにも使われたらしい。今でも震災復興の支援にも使われている。地域振興のためのお金

集めにも使われる。 

 

・「めぬまチャンネル」の活動は、毎年の映画祭、さくら祭、妻沼さくら公園を使っての音楽

イベント、商店街の七夕の復活として七夕飾りなどである。共同イベントで、貸自転車を

やったり、夜でも明るくしましょうということで、店前に灯籠置いたりもする。 

 

・かつて、熊谷の PR 映画を作ったことがある。17 分くらいの映画で、DVD も配ったが、

あまり活用されていないらしい。熊谷市内で逃げた犬を子どもが追いかけながら、熊谷を

紹介するというストーリー仕立てだった。聖天様が出てきたり、星川、駅前、木に家をく

っつけて作った子どもの秘密の隠れ家みたいな所、江南の農家、大里の長嶋記念館、熊谷

工業のラグビー部に協力してもらったり、石原小学校を使って撮影したり、最後は、スポ

ーツセンター裏のヘリポートで撮影した。犬も出演者も募集して、監督も熊谷市出身で、

各商工会に協力してもらい、妻沼の場合は地域の弁当として昼食にいなり寿司を出したり

しながら、市をあげて 1 年かけて行った。完成試写会はティアラ 21 とワーナーの映画館

で行った。その後、一週間、毎日 1回、無料で昼に上映していた。 

 

・「めぬまチャンネル」も、初期は、みんな結構頑張っていたが、10 年経つと家庭環境も変

わるので、集まりが悪くなってきている。メンバーも入れ変わったが、若い人は入ってこ

ない。メンバーは 10 人で、他に応援団みたいな、大きなイベントの時に協力してくれる

方が 5 人ほどいる。友人関係のような。だいたい定年されていてわりと自由が利く方で、

こちらも平均年齢は高い。一人、障がい者施設を運営している方がいて、5 人くらい施設

の方を連れてきてくれたりして、手伝っていただいている。 
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・10 年経っても続いているのは「なんとかしたい」という想い。私と 2 名が中心で、それ

にみんながついてきてくれる。明日も暑気払いをする。そういう懇親会が大切。 

 

・熊谷の強みというより、「地域の特性を活かす」まちおこしが有効だと思う。その地域の良

さをいかに活かしていくか。妻沼はグライダーと利根川が活かされていない。熊谷の場合

は荒川をうまく使っている。利根川はグライダーとゴルフ場はあるが、もうちょっとイベ

ントができないのかなと感じる。 

 

・利根川には、県道扱いの「渡し舟」がある。利根川の河川敷にバス停があり、岸の黄色い

旗を上げると迎えに来てくれ、5 分くらいで対岸の館林市や太田市に行ける。 

 

・千代田町は、花を活かしたまちおこしとして「オープンガーデン」等を充実させている。

町長が若い人に変わったので、サイクルロードを充実させる等、多少話を聞いてくれそう

である。 

 

・地域の特性を活かすのと同時に、俯瞰的に見る人がいて、全体的なまちづくりを進めるこ

とが重要。まち全体の構想や、10 年先の計画や希望が見えないからなかなか協力ができ

ない。市の提案で何かやっても、1 年事業等が多く、市は満足しても、地域には何もない

といったものが結構多いと感じる。長い目で見て「将来こういう夢があるので頑張ってく

ださいよ」という構想があれば良いと思う。 

 

・川越とか頑張っているところと思う。時の鐘も新しく改修したり。 

 

・初めて来る方に「妻沼は風情がありますね」と言われることもある。住んでいる人が分か

らない良さがあるのだと思う。 

 

・宿泊する場所がなくて、滞在時間が短い。滞在時間をいかに長くするか。例えば小川町で

は、和紙造り体験とかある。商店街のなかで何か体験したり、もう少し空き店舗を利用し

て。大学生にも土日に来ていただいたりできないか。 

 

・8 月初旬、1 日で終わってしまうが「妻沼まつり」が開催される。市の予算で、妻沼祭り

実行委員会が開催する。商店街には放送設備があるので、アンプや CD を繋げ、会場の状

況、聖天様に来ている人の情報、熱中症予防の呼びかけ等に利用している。 

 

・まちなかギャラリーとして、店の前にイーゼルを立てたり、花を植えたりという活動をし

ていた。今は活動休止中のような感じである。年間 1,000 円で、協賛者が 150 人くらい

いた。その延長で、道の駅でも写真を飾っている。今、お祭りの写真をかざったところ。

道の駅は人が多く来るので、上手く利用すれば良いと思う。 
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・昔は日曜定休で、何かあればお店閉めてイベント等行っていた。聖天様の修理完成後、月

曜休みに変更したが、売り上げは伸びない。事業転換で野菜ジュース（フレッシュジュー

ス）を売り始めた。地元の野菜を使って健康志向の人に呼びかけており、人が歩いていれ

ば入ってきてくれる。先日、新聞の折り込みチラシをしたが、広告宣伝費が結構かかる。

売り上げに反映するのはなかなか難しいなと思った。人が歩かないとやっぱり難しい。 

 

・現在来店する客層としては宝くじのお客様がメインで、あとは HP 等を見て自転車でジュ

ースを飲みに来てくれる。 

 

・お客さまは、年配の方が 8 割くらい。あとは、バス停が目の前にあるので、バスを待って

いる方が入ってくれる。そういう方が 2 割ほど。 

 

・今、人を集めているのは聖天様の西口の「森川寿司」から、「大福茶屋」、「まっち珈琲」、

少し先のラーメン屋さん、うどんの「福福」が出来て、一帯が人を呼んでいる。かき氷は

土日は一日 100 杯売れるということで、騎崎屋さんは行列ができている。 

 

・店で、雪くまをやるには場所が足りない。メインは出来れば健康志向のドリンクをやりた

い。ジュースに特徴がある。うちの裏の畑で作ったビーツ等を使っている。 

 

・妻沼地域の PR イベントのようなものが出来ればと思う。ブロガーの「見栄子さん」とい

う方がいて、「妻沼笑工会物語」という 4 コマ漫画を描いたりしている。結構おもしろい。

それをもうちょっと、お店の人に出てもらったりとか、名物の人に出てもらって、妻沼の

PR を兼ねてストーリー仕立てにしたりすると面白いと思う。 

 

・妻沼には結構熱い人がいて、それぞれ独自の考えをもってやっている。観光ボランティア

もいる。 

 

・熊谷駅の乗車人員は、徐々に微減している。乗車人員が 3万人で、定期券のお客さまが 2

万人、定期券以外のお客さまが 1 万人。鉄道のご利用数が減れば、定期券のお客さまが減

るので、熊谷市全体でいうと伸び悩みになるかもしれない。 

 

・転勤当初は、古いまちだなと感じた。車に乗った時に路地が多くて、一方通行とかが多い。

昔からのまち並みが残っているということだと思う。風情のある商店があるという印象。

昔ながらのまちだと思う。そこを重んじていくのか、利便性を追求するのかが課題である

と感じた。 

 

・大宮から下りでは、上尾とか鴻巣くらいまでだと駅周辺にマンションが建っている。熊谷

はそれほどない。しかしながらの一軒家があって、昔から住んでいる方が多い印象だ。 
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・うちわ祭に関しては、盛り上げようということで去年から駅に PR パネルとうちわを飾る

ようにしている。そこは地域の連携という弊社の経営目標でもあるので少しでもお手伝い

できることは継続してやる。取り組みについては地元の方との話し合いで行っている。う

ちわ祭は古い昔からの伝統に基づく祭。古いまち並みがあり PR パネルについても、町内

会からの働きかけがあり実施している。 

 

・熊谷の良い所としては「うちわ祭」と「花火大会」と感じている。駅としてはお客さまが

集中する花火大会の方が、お客さまの安全を考えたうえでは大変。逆に地元の方にとって

は、花火大会よりもうちわ祭が地域に密着しており大事かと思う。 

 

・去年から、うちわ祭実行委員会のメンバーの方が「内輪で盛り上がっていてはだめだ」と

いうことで、HP 開設、英語での情報発信、山車を引く券の配布等を行っているようだ。

弊社でも首都圏でポスターを貼っている。外から来ていただくということをまちの方は意

識しており、弊社としても利用者の増加になるので Win-Win の関係である。 

 

・直実という酒も地元で飲み交わされているが、こちらに来るまで分からなかった。 

 

・人口減少のなかで、まちおこしをしていて、人が来るところは情報の発信をしっかりして

いる。PR がうまい。外国人の方は、軽井沢のアウトレットに行った帰りに熊谷の桜を見て

帰るらしい。どうやら中国のサイトに書き込みがあったらしい。意外にも、地元の発信で

はなくて、日本人が思っている以上に口コミベースで外国のお客さまが来ているらしい。

「駅からハイキング」で桜を見るコースを日本の方に紹介していたことはあるが、外国の

お客さまへ紹介したことはない。「駅からハイキング」については、マップをもって「皆さ

んご自由に」というスキームに最近変えた。 

 

・中国人旅行者に「自転車を借りられる所を教えてほしい」と聞かれることが多々ある。 

 

・熊谷駅で Wi-Fi 接続ができるようになった。ハード面よりも通信環境の整備が必要。熊谷

市で北口ロータリーにWi-Fi 環境を整備するというような話を聞いたことがある。 

 

・住民を増やすか、一時的な観光客を増やすかの二面だと思う。熊谷市で、東京に通う方の

新幹線通勤の補助を始めた。対観光客という面では、外から来た人でも地元のまつりを楽

しめるように仕組みづくりをしたり、努力されている。 

 

・昨年、太平洋クラブでゴルフの大会があった時、駅はそんなに混雑しなかった。会場が駅

から遠いので車でのご利用が多かったのかと思う。 

 

・ラグビーワールドカップに向けては警備対策をしっかりしたい。先日の伊勢志摩サミット

のような感じでロッカー封鎖するなどの対策が必要である。 
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・熊谷市の観光案内所が土日休みであり、駅に、妻沼の聖天さんのバス停の場所等の問い合

わせなどが来る。駅として詳しい観光案内までは困難な場合がある。 

 

・東京から距離が近い為、まだまだ観光という形ではないのだろうと思う。東北等はいかに

人を呼び込むか涙ぐましい努力をしている。熊谷駅の 3 分の 2 は定期券のお客さま。まち

の活性化という意味でいうと、定期券以外のお客さまを伸ばさないとならないと思う。 

 

・川口駅と川口市がコラボして駅周辺の案内をしているらしい。鋳物工場というかつての遺

産を紹介するなど、本気でやっているところは行動に出ているという気がする。 

 

・現時点では、駅として民間とコラボするとういう話はない。物を売るとなるとバッティン

グする。鉄道をご利用いただくようなイベントが地元であれば PR 等協力できる。 

 

・駅との連携は市の声かけ次第と思う。鉄道会社は安全輸送が第一。支社には地元と連携し

たりしている部署はあるが、駅としてはできることは限られており難しい。市や市内事業

者から積極的なアプローチがあれば応えたいが、駅自体に余力はそれほどない。川口駅の

場合も数人の有志と連携しており、駅全体で取り組んでいるわけでない。 

 

・熊谷の人達からすると当たり前に見えても、「こんな古い店で五家宝売ってるぞ」と、外か

ら来た者は思う。だから伊勢の「おかげ横丁」は、あえて昔のまちなみで人を呼んでいる。 

 

・熊谷は、大宮とあまり変わらないだろうと思っていたが、やはり大宮や浦和と違う。桶川

を過ぎて鴻巣を過ぎて、熊谷に来るとやはり県南とは違う印象である。群馬ともまた違う。

竹ノ塚とか草加とかともまた違う印象である。熊谷には、昔からいる方が代々住んでいる

というイメージ。古い家も多く、新しい一戸建てが少ない。そういった意味では伝統を守

り抜いてきているんだと思う。 

 

・古いまちなみを残しつつ活性化してほしい。弊社としては、熊谷駅をたくさんの人にご利

用いただきたいと思うので、まちに元気でいてほしい。弊社にとっては、定期収入が大き

い。定住人口を増やすとなると住むところが必要である。 

 

・群馬県太田市や大泉町との面での連携だと思う。そういった面では流動はある。太田市は

日系ブラジル人の方が多く、駅へバスで来られる方も多い。 

 

・企業の熊谷支店というのも結構あり、熊谷に働きにくる方がいる。学校も、県立熊谷高校、

県立熊谷女子高校等の高校や、立正大学などもあり、単なるベッドタウンではないと感じ

ている。ベッドタウンは日中ガランとしているが、熊谷は、日中でも駅を利用されている

方が回遊しているというのが良いのだと思う。 

以  上 
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