
秩父市と豊島区の人的交流を促す
地域情報マップの作製

- 地方と都市の共生と日本版CCRCの実現を目指して -

大正大学 地域創生学部 仲北浦ゼミ（３年生）

報告者：岩渕英吾 潮田歩音
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◆指導教員

仲北浦 淳基

◆メンバー（３年生）

岩渕 英吾

後藤田 雄星

富田 麻友

潮田 歩音

箕輪 萌

德樂 龍也

1. 豊島区内の公園で展開されている共生事業への参画（岩渕）

2. 学生が企画・運営する SDGs 店舗「ガモール堂」での

地場産品の販売と魅力発信事業（富田）

3. 淡路市と巣鴨の共生共創事業（潮田）

✓ 新たな仕事創りに関する立案

✓ 実現に向けた現地事業者との擦り合わせ

4. 阿南市で活躍する人々を紹介するパンフレットを作製（富田）

5.「QGIS」のワークショップを企画・開催（後藤田）

6. Sound ARアプリ「Locatone」を活用したコンテンツ制作

（後藤田・德樂）

7. オンラインを通した地域（南魚沼市）の

まちあるき体験プログラムへの参加 （岩渕・箕輪）
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◆活動実績

大正大学仲北浦ゼミの紹介：これまでの活動実績



4
Locatone 写真提供：すがもプロジェクトあるきめでぃあ



◆ 埼玉県秩父市と東京都豊島区（大正大学所在）は姉妹都市関係にある

◆ 秩父市では

「地方と都市の共生」や「秩父版CCRC」

を掲げて、様々な取り組みが行われている
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地方と都市の相互の交流や人口移動をさらに活発化する助けができないか

本企画の背景



「第二期 埼玉県まち・ひと・しごと創生総合戦略」 ～基本目標～

県内における安定した雇用を創出する
～生産年齢人口減少期における経済活性化～

県内への新しいひとの流れをつくる
～東京都区部への一極集中の克服～

県民の結婚、妊娠・出産、子育ての希望をかなえる
～少子社会からの転換～

時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る
～異次元の高齢化への挑戦～

基本目標１

基本目標２

基本目標３

基本目標４
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本企画と総合戦略との関係：埼玉県



基本目標 2：豊富な地域資源を活用した新しいひとの流れをつくる

移住者 都市部住民多世代

都市部などの住民が、自らの意思で秩父へ移り住み、
秩父の住民と交流しながら、健康でアクティブな生活を送れるとともに、
医療・福祉等の地域ケアも整ったまちづくり
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～目指す姿～

◆「秩父版CCRC基本計画」

◆「第二期秩父市総合戦略」

～３つの軸～

本企画と総合戦略との関係：秩父市



１．秩父市で展開されている既存のDMO事業や関係人口創出事業

と調和した、秩父地域の魅力を特に東京都へ情報発信

２．秩父市と交通アクセスが良好な地域（主に西武鉄道の沿線で

ある豊島区・板橋区・北区）の住民をターゲットとする。

３．東京都住民の秩父地域への興味関心を高め、関係人口の拡大

や（二地域居住も含む）秩父地域における移住者の増加
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本企画の目的・目標

「ちちぶまっぷ」の作製



秩父とのつながり

秩父に訪れる

プチ移住

本格移住
雑誌

二地域居住

イベント参加
観光

広告

SNS

テレビ

移住相談

市民交流

ビジネス

民宿

視察
ホームステイ

セミナー

産品購入

遠足

共有住宅
シーズンステイ

お試し居住

移住体験ツアー

高齢者の暮らし

関係人口の創出

社会福祉

子育て支援充実による
地域の持続性

9
出典：「秩父市生涯活躍のまちづくり（秩父版CCRC）」説明スライド p.8 より報告者作成

秩父市の方針における本計画の位置づけ



•秩父市役所（総合政策課 山中様・中島様）

•秩父地域おもてなし観光公社（事務局長 井上様・杉田様）

•ゆいま～る花の木（ハウス長 丸山様）

•荒川商工会（事務局長 新井様）

•秩父市立荒川西小学校（大平教頭先生）

10

ご協力者様 一覧

秩父市役所にて（2022年4月28日撮影）
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

「交通」「ICT」「福祉」「子育て」「ワーケーション」などの観点から

秩父市内でフィールドワークや住民の方々との交流

★秩父市視察

★企画提案競技審査委員会

★お茶摘み体験参加(栃本集落)

「ちちぶまっぷ」

→校正→完成

報告会用

PPT資料作成

完了報告書作成

活動状況報告書作成

活動の計画と準備 FW(宿泊)

FWや地域住民との交流

打ち合わせ

★ご協力者への

完了報告

調査内容整理

本企画の活動計画
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本企画の活動計画

秩父×○○
テーマごとに秩父の魅力を発見！

高齢者の暮らし（岩渕）

ワーケーション（潮田）

地図・地理教育（後藤田）

子育て支援（富田）

社会福祉（箕輪）

ICT（德樂）

秩父 ×



岩渕英吾・個人プロジェクト 13

問い：高齢者が自立した生活を送るために必要不可欠な地域の仕組みとは。

◆秩父との関係性

出典：「第 2 期埼玉県まち・ひと・しごと創生総合戦略」p22、p80

【地域の特徴に基づく重点課題・施策】より

・県内で最も高齢化が進んだ地域

・高齢者の日常生活を支える
・地域のコミュニティを維持・活性化

31.6%

秩父×高齢者の暮らし（岩渕）



岩渕 英吾・個人プロジェクト 14

◆ 関連スポット視察、イベント視察・参加

◆ ヒアリング調査

➢秩父の暮らしでの魅力について

➢生活環境に対する要望について

➢福祉事業や地域包括ケアシステムについて

➢サービス付き高齢者向け住宅 「ゆいま～る花の木」

➢秩父市花の木交流センター （予防プログラム、多世代食堂等）

➢秩父市役所 「高齢者介護課」
「秩父地域包括支援センター」

二拠点移住のカギ！

魅力

施策

要望

秩父×高齢者の暮らし：活動内容



潮田 歩音・個人プロジェクト 15

◆既存の“ちちぶワーケーション”を利用した方にインタビュー

オリジナルプランニングで特にこだわったことを聞き、ニーズをつかむ。

◆秩父でしか体験できないワーケーションプランの作成

インタビュー調査を元に、ニーズに特化したプランを作成→提案→体験

豊島区と連携もできれば、二地点居住施策の足掛けに…

これらの過程と結果を“ちちぶまっぷ”のコラムに

秩父×ワーケーション：活動内容

テーマ：持続可能な地域を目指した関係人口の創出



テーマ：持続可能な地域を目指した関係人口の創出

潮田 歩音・個人プロジェクト 16

新型コロナウイルス感染症拡大
↓

新しい生活様式テレワーク・オンラインサービスの誕生

→ウィズコロナ・ポストコロナにおける生活様式へ対応する姿勢

出典：「第 2 期埼玉県まち・ひと・しごと創生総合戦略」ｐ33

秩父×ワーケーション（潮田）

◆埼玉県秩父地域で活動したい理由



◆埼玉県秩父地域で活動したい理由

豊富な地域資源を
活用した
新しいひとの
流れをつくる

出典：「第２期秩父市総合戦略」ｐ17.18.19

地域の資源や魅力を
生かした施策

観光情報を発信す
るための
統一的・網羅的
パンフレット作成

秩父×ワーケーション

テーマ：持続可能な地域を目指した関係人口の創出



18後藤田 雄星・個人プロジェクト 18

テーマ：山間地域の学校における地域学習の重要性と課題

生徒数の減少などにより廃校の危機にある山間地域の学校において、
地域密着性の確保及び強化、地域愛を育む地域学習の在り方を模索する。

子どもの視点で
地域の魅力などを模索 探究心・地域愛の向上

地図を活用！

◆ヒアリング調査
・荒川西小学校
・秩父市教育委員会

◆フィールドワーク

秩父×地図・地理教育（後藤田）



富田 麻友・個人プロジェクト 19

◆子育て支援課へのインタビュー
理由：パパママ応援ショップの実態を調査したいため
調査内容：詳しい概要

課題と今後の目標など

◆子ども課へのインタビュー
理由：「秩父市子ども・子育て支援事業計画」策定に関わっているため
調査内容：子育て支援で重要だと考えていること

秩父市の子育て支援の強みや弱みなど

企業

家庭

行政

問い 子育て支援を充実させることで、地域の持続性に影響をもたらすことができるのか。

秩父×子育て支援（富田）



なぜ※マイノリティと社会福祉制度が適切に結び付かないことが

あるのか？また適切に結び付ける方法はどのようなものか？

交通インフラ

◆ヒアリング調査

➢秩父市役所福祉部こども課

「お父さん・お母さんサポートについて」

➢秩父市役所教育委員会事務局学校教育課

「通学費用助成事業について」
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※ 主にひとり親世帯や障害のある方

因果関係？
相関関係？

着 目

秩父×社会福祉（箕輪）



◆大滝地区でのインタビュー

・ ICTを活用した「秩父モデル」
（山間地域におけるスマートモビリティによる生活交通・物流融合事業）

・「第2回 未来技術エキシビション in 秩父」

◆協議会の資料の中に出てきている地域のキーパーソンへのインタビュー

・ ICT活用の実現におけるキーパーソンへインタビューしたい

新たな生活スタイルのあり方を吸収しながら
新たな価値の創造を模索し、提案したい 21

テーマ：ICTを活用した関係人口の拡大

秩父×ICT（德樂）



◆コンセプト

➢観光的な側面と生活的な側面の両方を併せ持った情報

➢各人が担当するコラムで各テーマに合わせた秩父の魅力を発信

➢地図や写真をたくさん盛り込んだイメージのしやすい内容

◆期待される効果

➢住民の方々の実体験から秩父での暮らしの魅力を知ることで、

単発的な観光だけでなく継続的に秩父地域と関わる人々を増やしたい

➢地域の事業所や住民の方々の取り組みを広く発信することで、

秩父地域の外部だけでなく、住民の方々の地元再発見にもつなげたい
22

成果物について：「ちちぶまっぷ」の概要
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生活 観光

◆ 秩父のくらし便利帳
◆ くらしのガイドブック

・休日の過ごし方
・政策面が記載（保険など）

観光パンフレット
◆ CHICHIBU！
・エリア、シーズン別の
おすすめ観光スポット

移住パンフレット
◆ 暮らす、秩父
・移住者の声を紹介
・移住体験の案内

◆ ちちぶまっぷ

・様々なテーマに合わせて
秩父の魅力を発信

・観光面と生活面の情報

住民の方々への有益な情報多い 東京都に向けて発信！

成果物について：「ちちぶまっぷ」の位置づけ



・「第2期埼玉県まち・ひと・しごと創生総合戦略」
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174357/zenbun.pdf

・「第2期秩父市総合戦略」
https://www.city.chichibu.lg.jp/secure/14354/200331_2sougousenryaku.pdf

・「秩父市版CCRC基本計画」
https://www.city.chichibu.lg.jp/secure/14824/kihonkeikaku.pdf

・ 秩父市ホームページ
https://www.city.chichibu.lg.jp

・「内閣府 子ども子育て白書」
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-
2010/22webhonpen/html/b2_s3_1_2.html

・ 秩父市 各課連絡先
https://www.city.chichibu.lg.jp/6214.html 24
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