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１ .はじめに  

「埼玉県」と言われて何を想像するだろう。多くの人は「住宅地が多い」というイメージを持っていて「観光地」

というイメージを持っている人は少ないであろう。確かに、埼玉県に住宅地が多いというのは明らかであり、そ

のイメージに間違いはない。しかし「住宅地が多い」というイメージでは埼玉県の観光を発展させることはでき

ないだろう。ここで私たちは埼玉県の観光を発展させるため、埼玉県に何があるのかということを考えた。その

結果、中小企業数が全国３位であり、日本のモノづくりを支えているサポ�ティングインダストリーがたくさん

立地していることがわかった。これを観光に活かせないかというのが私たちの提案の大筋である。埼玉県草加市

の産業を観光客の方々に「スタディーツアー」として紹介・体験していただくことで、楽しみながら学習できる

というニューツーリズムを提案する。 

 

2. スタディーツアーの概要  

	 スタディーツアーとは一般的に途上国で NGOが活動する現場を視察し、ボランティア活動などを行う旅行の

ことを言うことが多い。そして、普通の旅行と違い、旅を通して学ぶことを目的とする。これも旅行産業とし

て非常に魅力的なものであるが、私たちの提案する「スタディーツアー」は本質的にはこれと同じである。私た

ちのスタディーツアーは前述にあった通り、埼玉県にあるものづくり技術を利用した観光であり、その技術を活

用している工場をツアーにしてめぐることをする。そうすることで埼玉県の産業をより効率的にストーリーとし

て紹介・体験してもらえると考える。さらに、なぜ私たちの提案を「スタディーツアー」としたかといえば、こ

の提案もまた楽しんで学べることを目的としているからである。参加者には埼玉県草加市の産業を見学・体験し

ていいただくことで楽しんで学んで欲しいと考える。 

 

3. なぜ草加でスタディーツアーを行うのか 

	 埼玉県に具体的にどんな産業があるか紹介する前にまずは以下の図を見てもらいたい。 
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図表１	 都道府県別工場数ランキング  

 
[出典]株式会社東京商工リサーチ 第 3回 全国工場数の実態 (最終閲覧 2017/7/28)（以下の URL参照） 

http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20150327_01.html 

 

	 単純な工場数では全国４位にランクインしている。また本社所在地外からの工場受け入れ数を示す「県外受入」

は全国１位である。そして「生産額」から見れば、埼玉県は約 12 兆 3 千億円で全国７位である。これらのこと

からも埼玉県の産業が他県よりも発展していることがわかる。続いて埼玉県内の地域別の工場分布状況に焦点を

絞ってみていきたい。 

 

図表 2 埼玉県  平成 29年度版彩の国工場マップ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[出典]埼玉県 平成 29年度版彩の国工場マップ[PDF] (最終閲覧 29/7/18)(以下の URL参照) 
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/documents/h29sainokunikojomap.pdf 

 

	 上図より、秩父・北部地域に比べ、工場の数は比較的東部・南西部・さいたま地域に集中していることがわか

る。工場が比較的多い埼玉県の中でも草加市を含む南西部により多くあることがわかる。また、草加・八潮は「草

加・八潮工業団地」と呼ばれ、埼玉県の中での製紙産業や薬品産業が非常に栄えている。特に製紙産業は埼玉県

全域で見れば、全国の 6.1%を占めている（鈴木 2013）。さらにその埼玉県の製紙産業のほとんどが草加市にある。

さらに私たちの大学も草加・八潮地区にあることから、草加・八潮に絞ってスタディーツアーを提案したい。 

 

ここで草加においてスタディーツアーを行うメリットについて紹介したい。私たちが考えられる限り、参加

者・企業・自治体のメリットは 3つある。 

まず 1つ目に参加者へのメリットである。参加者へのメリットは草加を知ってもらえるということが挙げられ

る。前提として、参加者は草加に行きたいからこのツアーに参加するのではなく、気になる産業・工場があるか

南⻄西部地域  

東部地域  

さいたま地域  
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ら草加に足を運ぶ。その中で草加の美しい風景や食に触れてもらうことで、二次的な効用を生むことができる。

これは草加だけでなく、埼玉県全域で言えることだろう。工場見学だけで終わらせるのではなく、それと合わせ

て、その地域の他の魅力を知ってもらうことが参加者の観光の選択肢を広げることにつながる。 

そして、2つ目に企業へのメリットである。企業へのメリットは、草加にお金を落としてもらえるということ

が挙げられる。普通に個人で工場見学すると、移動手段は車で、食事はチェーン店で食べるようなケースが多い

であろう。しかし、今回の提案ではツアーには路線バスを使用し、昼食には草加の飲食店を活用する。そうする

ことで草加にお金を落とすことができる。さらにツアーの中で土産店に立ち寄れば、そこでもお金を落としても

らうことができるだろう。つまり、ツアーとして行うことは経済的にも草加にメリットがある。 

最後に 3つ目に自治体へのメリットである。自治体へのメットは草加の人口流出の一助になるということが挙

げられる。草加を始め各地方で、都市部への人口流出が問題になっている。各地方でこの問題の解決策を練って

いると思うが、スタディーツアーはこの問題の解決策になり得る。このスタディーツアーを市内の小中学生向け

の遠足や工場見学等に利用することで将来世代にも草加にある魅力的な産業を知ってもらい、将来草加で働くと

いうことを考えてもらう。それが草加の定着人口の増加につながり、草加の人口流出を減少できると考える。 

 

4. 草加近辺工場の概要および見学内容とスタディーツアーの反応  

今回私達は草加市内の 10 の工場に電話調査をし、工場見学をする際にどのような見学内容なのか、また私達

の提案するスタディーツアーについてどのようにどのように接したいか、お聞きした。電話調査した内の 4つの

草加近辺の工場を取り上げる。 

1 つ目は森紙器株式会社である。紙製品（梱包用品）の製造を行う会社である。見学内容はダンボールの製造

過程を見学する。ダンボールを製造する機械は目新しいもので、参加された方は皆驚いて帰っていかれるそうだ。

また社会貢献に手をかけておりスタディーツアーは当社の工場見学を広められるならぜひやっていただきたい

とおっしゃっていた。また、工場見学の参加者からは「ダンボールを製造する機械が目新しく、面白かった」等

の声があり、普段使っているものがどうできているのか知るという意味で大変見応えがあり、勉強にもなる。 

2 つ目はイヌイフィージョン株式会社である。トータル住空間デザイン制作製造をする会社であり、工場内作

業風景及びショールーム見学することができる。また親子工場見学会を実施しており、事前に工場見学の内容を

理解していれば実際に体験することができる。手作りの良さ、温かみを知ってほしいとのことでぜひとも協力し

たいとおっしゃっていた。 

3 つ目は田川屋株式会社松原食品である。豆腐、揚げ物製造する会社である。豆腐作り体験や製造過程を見学

することができ、そのことについての DVD の鑑賞もできる。私たちの提案するスタディーツアーに協力できる

とおっしゃっていた。 

	 4 つ目は蛙印染色株式会社である。藍染をメインとした伝統的な企業である。実際に作る工程を見学すること

ができ、有料ではあるが藍染体験が可能だ。また埼玉県から依頼されてそういったツアーを行なっているが、学

生企画のツアーでも参加したい、御社なら一度に 40 人まで受け入れすることができるとおっしゃっていた。実

際に工場見学をした参加者からは「日本の伝統産業が草加で体験することができることに驚いた。」という声が

あり、わざわざ遠方へ出なくとも、日本の伝統に触れることができるという点で魅力的なようだ。 

	 以上、電話調査を実施した４つの会社を紹介した。他にも紹介するべき会社はあるが、ページの都合上割愛す

る。このように草加近辺だけでも様々な企業あり、調査しただけでも工場見学に前向きな企業が多数見られた。

これらの点から草加近辺でスタディーツアーを行うことは可能である。 

図表 3	 電話調査を行った 10社とその事業内容   
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○見学（120分）
草加駅 ー （東武バス） ー 西願寺 ー （徒歩） ー 菊池襖紙工場 ー （徒歩） ー 西願寺

10時発 ¥210 10時30分着 10時40分着 13時着
12時50分発 13時02分発

○昼食（90分） ○見学（120分）
ー （東武バス）ー 草加駅周辺 ー （東武バス）ー 稲荷五丁目 ー （徒歩） ー 森紙器株式会社 ー 稲荷五丁目

¥210 13時30分着 ¥200 15時26分着 15時40分着 18時05分着
15時発 17時50分発 18時11分発

ー （東武バス） 草加駅
¥200 18時37分着

交通機関 運行会社 目的地 始点 終点 金額 所要時間

バス 東武バス 菊池襖紙 草加駅西口 西願寺 ¥210 30分

草加駅 西願寺 草加駅西口 ¥210 30分

森紙器 草加駅西口 稲荷五丁目 ¥200 26分

草加駅 稲荷五丁目 草加駅西口 ¥200 26分

合計 ¥820

 

 

 

  

 

 

 

 

[出典]チーム作成 

 

5. モデルコースの提案  

図表 4	 モデルコースの工程表  

 

 

 

 

 

 

 

[出典]チーム作成 

 

スダディーツアーを敢行するにあたってモデルコースを作成してみた。モデルコースを提案することでスタデ

ィーツアーのイメージをよりわかりやすくする。またモデルコースに取り上げる企業はいずれもスダディーツア

ーに対してより積極的な態度を示している。 

今回のモデルコースは「草加市の紙産業を巡る旅」と設定し、紙に纏わる企業への訪問をする。集合は草加駅

にする。午前中は菊池襖紙株式会社に訪問する。御社は襖（ふすま）紙、壁紙、障子紙、ガラスフィルム、カッ

ティング粘着シート等を中心に、ご家庭での DIYに適した、壁のインテリア製品を主に取り扱い、製造または仕

入れから、卸売・小売販売を行っている企業だ。お昼には草加駅周辺のお食事処で昼食を済ませる。例えば、イ

ンドリ屋という唐揚げ店がある。そこでは衣に名物である草加せんべいが混ぜ込まれており、大変美味しい。そ

ういった食の名物にも触れることができる。午後に前述でも取り上げた森紙器株式会社へ訪問する。また、移動

はすべて路線バスと徒歩にする。前述のとおり草加市内には工場が多く存在しているため、一般的なツアーのよ

うにバスをチャーターせずとも路線バスで回れる距離である。そのために以下の費用計算のように移動代は 820

円で済ますことができる。費用面から見ても参加しやすいツアーとなっている。 

 

 

 

 

 

 

図表 5モデルコースの費用計算  
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[出典]チーム作成 

 

6. おわりに  

本稿では「スタディーツアーによる新たなニーズの開拓」というテーマのもと、埼玉県草加市におけるスタデ

ィーツアーついて具体的な提案をした。2節ではまず、提案のスタディーツアーの概要を説明した。そして 3節

では、なぜ埼玉県草加市でスタディーツアーを行うのか、そのメリットを明らかにした。次に 4節では実際に草

加近辺の工場に連絡をし、その反応をうかがった上で、具体的にどのような工場見学が草加で行えるのか明らか

にした。最後に 5節では、4節で紹介した工場をもとに実際にモデルコースを作ることでいかにこのスタディー

ツアーが魅力的で今後の観光発展の一役を担うものであるかを示した。この提案が草加市、ひいては草加市のよ

うなまだあまり知られていない産業を持った地域へのスタディーツアーの慣行という新たなニーズを開拓し、日

本の工場が日本の観光立国実現の一躍を担うのである。 
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