
経済学部社会フィールドワーク(担当：井内尚樹・西山賢一) 

研究課題「長者町地区ににぎわいを創造する」 

 

本レポートは、2015 年度後期の経済学部の授業「社会フィールドワーク」の授業のまと

めとして学生が作成・提出したものである。授業での研究課題は、11 月 14 日（土）15 日

（日）両日に、名古屋市中区錦二丁目から丸ノ内二丁目にかけての長者町通り内で実施され

た「第 15 回長者町ゑびす祭り」において、3700 名(枚)を超える来場者から収集したアンケ

ートの集計・分析を基に、長者町ににぎわいを創造するための具体的な提案を考えてもらう

ところにあった。本レポートでは、6 班で 6 つのプレゼンが行われたうち、収録に間に合っ

た３つレポートを掲載している。 



何度も訪れたい長者町に 
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私たちは「何度も訪れたい長者町に」をテーマにし、リピーター獲得を目指した分析及び

改善提案を行います。 

まず最初に、なぜリピーターという点に着目したかを簡単に説明します。一つ目の理由は、

集客のためのコストを抑えられることです。一般的に、リピータ獲得に要するコストは、新

しい来場者を生み出すコストの約 20%と言われています。ゑびす祭りでは、折込チラシ・

配布チラシ・ポスターなが該当しますが、もしこれらを抑えることができれば売上に対する

利益は大きくなると考えられます。二つ目は、リピーターの口コミによって新しい来場者を

生み出すことができることです。 このグラフは、来場者が恵比寿祭りを知るきっかけとな

った広告媒体のグラフです。これを見ると「口コミ・知人」の回答が 53.4%となっています。

このことからもリピーターの人が新しい来場者を生み出す可能性があるといえます。三つ

目は、リピーターを増やすことが祭りや長者町の活性化につながるということです。こちら

に関しては、後ほどのアンケートの集計結果をもとに説明します。 

以上の 3点から、リピーターが重要だと考えました。 

続いて、改善案についてですが、①初めて来た来場者と、二回目以降の来場者をリピータ

ーとして定着させること、②分析をもとに、狙う客層に合わせたアプローチを行うこと、の

2点を柱に提案を行っていきます。 

 

単純集計分析 

それでは、まずアンケートの単純集計の結果についてみていきます。 

 

来場者の参加回数 



 

こちらは、昨年 11月のゑびす祭りの、来場者の参加回数についてのグラフです。来場者

の 44.7％(1633 人)は初めてと回答し、続いて 31.9%(1165 人)の人は 2・3 回、16.3%(597

人)の人は 4～6回 4..4％(161人)の人は 7～9 回、2.7％(99 人)の人は 10回以上という回答

が得られました。このグラフを見ても分かるように、来場者の参加回数は右肩下がりで減少

しています。 

 

来場者の参加回数(2013年度-2014年度) 

 

次にこちらは、2013年度と 2014年度を合わせたグラフです。特徴として、2013年度の

「初めて」という回答と「2～3 回目」という回答は、ほぼ同じ数の回答数が得られている

のがわかります。しかし、一方でどちらのグラフも、右下がりであることがわかります。 

以上のグラフから、見た特徴ですが、一つ目は、どのグラフからも、参加回数を重ねるご

とに人が減少していることがわかります。二つ目は、2014－15年度のグラフは、2～3回目
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の人から減少していて、2013年度と比べるとリピーターの獲得がうまくいっていないこと

がわかります。以上のことから、今のゑびす祭りでは 2.3回参加すれば飽きてしまうのでは

ないかと考えられます。ゑびす祭りと長者町を活性化させるためには、このグラフを右肩上

がりにし二回目以降の来場者を増やす必要があります。 

 

クロス集計分析 

以上が単純集計の結果でしたが、ここからは参加回数とほかの項目を合わせたクロス集

計を見ていきたいと思います。 

 

参加回数×性別 

 

こちらは、参加回数と性別のグラフです。これを見ると、ピンク色の女性の回答の部分が

増えていることがわかります。初めて参加する男性は、41.3%(671人)、女性は 58.7%(953

人)となっていますが、10回目以上になると、男性 32.7%(32人)まで減少し、女性 67.3%(66

人)となりました。 

 

参加回数×年齢 

 



続いて、これは参加回数と年齢のグラフです。10～20代の若者の合計は、初めての回答

は 38.6％（627人）、2.3回目は 20.7％(240 人)、4~6回目は 10.2％（61人）と、およそ

半分ずつ減少しています。それと比べて、恒例の参加者の割合は高くなっているため、この

ようにグラフは左下に動いています。 

 

参加回数×職業 

 

こちらは、参加回数と職業のグラフです。これを見ると学生と会社員・公務員の割合が回

数が多くなるにつ入れて減少していることがわかります。それに比べ、専業主婦の割合は参

加回数が多くなるほど増加していることがわかります。そのほかの職業についてはここま

での大きな変化は見られませんでした。 

 

参加回数×イベント・サービス 

 

次は、参加回数とよかったイベントサービスについてです。これを見ると、それぞれの参

加回数を見ても大きな変化はありませんでした。多くの人が、フリーマーケットと長者町グ

ルメと回答しました。 



 

参加回数×使用金額・予算 

 

こちらは、参加回数と使用金額・予算のグラフです。これを見ると、左下方向へグラフが

推移していることがわかります。これは、参加回数が増えるにつれ、使用金額が増えること

を表しています。また、10回以上来ている人の中には、2～5万円も使用している人がいる

ことがわかりました。 

 

職業・使用金額・予算 

 

こちらは、職業別に見たと使用金額・予算のグラフです。ここでは回答者数が多い上位三

項目の「会社員・公務員」「専業主婦」「学生」に着目しました。合計 5,000円未満の回答に

絞ってみてみると、会社員・公務員は 80.3％(1020人) 、専業主婦は 69.8％、学生は 88.7％

となりました。このことから、専業主婦は多くお金を使い、学生はあまりお金を使わないこ

とがわかりました。 

 

参加回数×出店ジャンル 



 

こちらは、参加回数と良かった出店ジャンルのグラフです。これを見ると、初めて参加す

る人の、「飲食店」がよかったという回答は 39.6％(634 人)となりました。そして、この割

合は回数を重ねた人ほど減少し、「衣類・衣料」の回答の割合が増加することがわかります。 

 

参加回数×休憩所・トイレの充実 

 

こちらは、参加回数と休憩所・トイレに対する評価のグラフです。この設問以外の祭りに

関する評価は、「よくなかった」という回答がほとんどなかったのに対し、こちらの設問は

「よくなかった」と回答する人がやや多くみられました。初めての人は 11.7％(180人)と回

答しており、どの参加回数の人を見ても、約 12％前後の人が「良くなかった」と評価して

います。 

 

参加回数×ごみ処理の適切さ 



 

先ほどのグラフに続き、こちらはごみ処理の適切さに関する回答です。こちらも、「よく

なかった」という回答が若干見られ、「とてもよかった」という回答は比較的少ない結果と

なりました。 

 

クロス集計まとめ 

では、ここでクロス集計の結果をまとめてみます。まず、参加している人の性別は回数を

重ねると男性の割合が低くなっています。また、若年層である 10 代から 20 代の来場者の

割合が減少し、客層の高齢化が見られました。職業別にみると、学生や会社員・公務員の割

合は減少し、専業主婦の層が増加していることがわかりました。ゑびす祭りに参加する目的

ですが、フリーマーケットとグルメ屋台という回答は、どの参加回数の人も大きな変化はあ

りませんでした。今回新たに作った「使用金額・予算」の設問から、参加回数が多いリピー

ターほど多くのお金を使うことがわかりました。 

以上の特徴を踏まえ、分析を行った結果次のようなことがいえます。一つ目は、現在のゑ

びす祭りは最も多い客層である若い男性客を逃していることになります。これは、現在のや

り方では、若い男性は満足しづらいのではないかということを示唆しています。二つ目は、

一見女性客は増えているような気がしますが、これは男性客の割合が低くなることで、女性

客の割合が高くなるためであると考えられます。そのため、リピーターとして固定されてき

ているわけではないと言えます。三つ目は、参加回数が多いほど使うお金が増えることから、

リピーターを増やすことが全体の売り上げアップにつながるということです。これが初め

にお話しした、リピーターを獲得を目指す最大の理由になります。四つ目は、先ほどの評価

のように、休憩所・食事スペースが少ないせいで疲れてしまい、次回の祭りにいくのは億劫

になってしまうのではないかということ。五つ目は、ごみ処理がうまくいっていないせいで、

少し不衛生と感じ敬遠されてしまうのではないか。ということなどが挙げられます。 

 

改善提案 

ここからは、以上が集計結果をふまえ、改善提案を行っていきたいと思います。 



改善案１つ目として、ゑびす祭りの年二回開催を提案します。 

現在のゑびす祭りは冬季開催ですが、夏季にも開催し、夏服を中心に売りだすことで、今

までにない長者町の印象を与えて集客率の向上を狙うというものです。開催期間は 5月～7

月の夏服の購入を考える人が増える時期が好ましいかと思われます。この夏季開催を行う

理由として、一つ目は、これ以上のエリア拡大は厳しいため、回数を増やして売上アップを

狙うということです。丸の内エリアへの拡大などがありましたが、これ以上のエリア拡大は

来場者は高齢層が多いということからも、足への負担が増えることはあまり好ましくない

ため、回数を増やそうという考えです。二つ目の理由は、一度来た来場者が、ゑびす祭りを

忘れてしまわないように、年に二回祭りを開催しようということです。やはり、リピーター

を獲得するためには、「覚えていてもらう」ということが最低限の条件になります。そこで、

ゑびす祭りで夏服を購入してもらい、夏の間も祭りを忘れないでもらうという大きな狙い

があります。三つ目は、高齢者の客層に比べて、若年層の集客率が悪いため、ゑびす祭りを

縁日風にして、冬と夏で大きく印象を変えて集客率の向上を狙おうという理由があります。 

以上の三つが一つ目の改善案の理由です。 

次に夏季開催、「夏物市」の概要ですが、先ほどの理由でもあげましたが、夏物市では祭

りの雰囲気をガラリと変えます。例として、今までステージパフォーマンスを行っていまし

たが、そのステージを盆踊りのやぐらに変え、通りを提灯で彩ります。また、グルメ屋台も

かき氷など子供受けの良いものに変えます。このように、縁日の形をとることで、子ずれの

家族やカップルなど、様々な年齢層が楽しめるものなので、今まで逃していた若年層の参加

率 UPが狙えます。また、昼間は買い物もできるため、今までのメインの客層であった専業

主婦層が離れることもカバーできます。このような工夫を行えば、冬と夏で違った印象や雰

囲気を出すことでできるため、新しい長者町の印象を与えることができます。 

ここで、他の地域の例を見てます。僕たちが着目したのは、岐阜の繊維問屋街での「せん

い祭り」です。この「せんい祭り」は、岐阜市にあるＪＲ岐阜駅前の岐阜繊維問屋街で、一

般向けに格安で衣料品を販売しており、年に４回開催しています。ここでは、婦人服、紳士

服、礼服、子供服、洋品、呉服、寝具、傘、雑貨などが販売されていて、買い物を楽しむ女

性客などで賑わっているそうです。この祭りは、年４回開催することで、毎年恒例の行事と

なっています。そのことからも、ゑびす祭りでは、来場者に「毎年恒例の祭り」なんだとい

う意識を持たせる所が弱いのではないかと感じました。 

次に、改善案２へと移ります。 



 

二つ目の改善案としては、長者町グルメ屋台エリアの移動を提案します。移動させる場所

についてですが、まずグルメ屋台を、メインステージとキッズコーナーに挟まれた通りに移

動させ、この二つと隣接する形をとります。具体的には、今回のゑびす祭りで、「E01～16」 

「F01～06」のエリアにあったお店をごっそりグルメ屋台があった場所と入れ替えます。 

そして、メインステージの前や、キッズコーナーの一部にテーブルと椅子を設置します。 

このグルメ屋台の移動をする上でのメリットは、四つ挙げられます。一つ目は、今まで少

なかった休憩場所と食事スペースの提供につながります。先ほどの改善案１でもあげまし

たが、これ以上のエリア拡大は厳しいです。ですが、今あるスペースを上手くくっつけて大

きなスペースをすることは可能だと思います。二つ目は、初めての来場者はリピーターに比

べ「飲食」に関心があるという集計結果がありました。そのため、食事スペースを確保しゆ

っくり食事をすることができれば、飲食での満足度をあげられ、そこからリピーターとなる

人もいるかもしれません。三つ目は、ステージ前にテーブルを設置することで、ステージパ

フォーマンスを見せる状況を作ることができます。ステージパフォーマンスに興味がなか

った人も、これをきっかけにステージパフォーマンスに注目してもらえるかもしれません。 

四つ目は、メインステージは地下鉄丸の内駅から反対側に位置しているため、グルメ屋台

まで辿り着くまでに、来場者にいろいろな商品を見せることができます。そのため、あまり

買い物に興味がなかった人でも、何か購入してもらえる可能性があります。 

グルメ屋台の移動によるメリットもありますが、これに伴う問題点もあります。食事スペ

ースの確保により、利用客と売上の増加が見込まれますが、それに伴うゴミの増加にも対応

しなければなりません。今回のゑびす祭りでは、僕たちの名城大学のブースの後ろにあった、

コンビニエンスストアにゴミが集中していました。そのため、大きなゴミ箱を設置する必要



があります。ゴミ処理の適切さについて「よくなかった」という回答がありましたが、きれ

いな祭りにすることで「もう来ない」と思わせない工夫が必要になります。 

改善案の三つ目として、名古屋市の子育て支援事業との連携を提案します。名古屋市の子

育て応援カードである「ぴよかカード」を導入し、割引などの特典が受けられるようにしま

す。このカードは、子育て世代の人のほとんどが所持しています。これを導入することで、

子連れの来場者を引き付けられるため、若い年代の来場者のリピーターを増やすことがで

きると考えられます。 

ぴよかカードとは、名古屋市が発行しているものです。企業、地域、行政との連携により、

社会全体で子どもと子育て家庭を応援する「なごや未来っ子応援制度」による取り組みで、

平成 19 年に開始したものです。市内在住で、妊婦の方を含む 18歳未満の子どもを 1 人以

上持つ家庭に配布されています。協賛店に「ぴよか」カードを提示することで、割引や粗品

などの特典を受けることができます。最近では、ケータイやスマートフォンでの画面提示で

もサービスを受けられるようになっており、さらに利用しやすくなっています。これは、他

地域の子育て支援事業とも連携しており、愛知県の「はぐみんカード」、岐阜県の「ぎふっ

こカード」、三重県の「三重県子育て家庭応援クーポン」の協賛店舗でも利用できます。 

これが周辺地域の応援カードです。名古屋市を除く愛知県には「はぐみんカード」、岐阜

県には「ぎふっこカード」、三重県には「三重県子育て家庭応援クーポン」がある。これら

も、ぴよかカードと同じく、妊婦の方を含む 18歳未満の子どもを 1人以上持つ家庭に配布

され、協賛店で提示すると、特典を受けることができる。これらのカードは、名古屋市とも

連携しているため、名古屋市の協賛店でも使用することができる。 

子育て応援カードをゑびす祭りでどのように使うかの提案をします。 

まず、子供服のまとめ買い限定割引サービスを提案します。例えば、子供服を上下各５枚

ずつ購入した方は１割引などといったサービスを行います。子供の成長は早いため、毎年服

を買い替えることが必要になってきます。一度にたくさんの服を安く購入することができ

れば、リピーターの増加につながると思います。また、キッズコーナーでカードを提示する

と記念品やお菓子がもらえたり、グルメ屋台で提示するとドリンクや食べ物のおまけが付

くようにします。そうすることで親だけでなく子供にも楽しみが増え、家族連れの客の増加

を図ることができます。 

子育て応援カードを導入するメリットについて説明します。配布される対象が妊婦の方

を含む 18歳未満の子どもを 1人以上持つ家庭となっています。そのため、幅広い年齢層の

客を巻き込むことができます。また、愛知県の「はぐみんカード」、岐阜県の「ぎふっこカ

ード」、三重県の「三重県子育て家庭応援クーポン」は名古屋市でも使うことができます。

そのため、上手く宣伝ができれば他地域からの客も呼び寄せることができます。これは、幅

広い客層の獲得に大きく貢献すると思います。また、割引券の配布だと、次回に訪れるまで

になくしてしまう可能性もあります。子育て応援カードなら常に携帯しているため、割引券

の配布より有効な手立てだと思います。 



その他にも、子育て応援カードを導入することで、行政と協力できる可能性も出できます。

ぴよかカードの協賛店になることで、名古屋市子育て応援サイトで協賛店の名称、所在地、

特典内容を PRできるようになります。また、行政と連携することで、市の広報誌などにゑ

びす祭りの情報を掲載できる可能性も出てくると思います。市の広報誌は各家庭に配布さ

れるため、多くの人が目を通します。これにより、より幅広い世代へ、より確実な広報がで

きるようになります。そして、市の子育て行政と協力できる可能性もあります。そうすると、

長者町を子供たちの産業や環境の学習の場として PRできます。地域の産業や環境問題を学

ぶことは子供たちにとって非常に重要なことです。それをゑびす祭りで楽しく学べるよう

にすれば、子供たちも興味を持ちやすくなるのではないでしょうか。しいては、長者町の取

り組みの PRにもつながると思います。 

 



一日を通して来場者が途絶えないゑびす祭りに！ 
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私たちは、今回の恵比寿祭りを体験させていただき、長者町恵比寿祭りを今よりより良

くするためにいろいろな観点から分析しました。その中でも私たちは、今から発表する 3

つのテーマが恵比寿祭りを盛り上げるのに重要な要素になると考えました。 

このテーマを考える背景は、第 1に、長者町ゑびす祭りのメインイベントは、フリーマ

ーケット・グルメ屋台・ステージパフォーマンスの３つであり、来場者が１０時～１４時

頃までに集中する傾向にあることである。第 2に、来場者が午前に集中している事実から

午前と午後の来場者の違いについての検証が必要であることである。第 3に、一日を通し

て、大人から子供まで来場者が途絶えない活気のあるゑびす祭りとして盛り上げていきた

いという思いがある。 

 

時間帯によってどのような来場者の特徴があるかを深く分析してった結果は、10時～14

時にゑびす祭り全体の来場者の 73.4%が集中しており、午後の来場者とくに 16時以降の

来場者は激減していること、14時以降、来場者の減少が始まり、アンケートも出品も思う

ようにできなくなっていったことです。 

単純集計をもとに様々な要素と来場時間をクロス集計していきます。 

 

 

 



性別×来場時間 

 

性別と来場時間を掛け合わせたクロス集計で見ると、10時～12時の女性の割合は 67％

を占めており、男性の割合は 33％である。時間が経つにつれて男性の割合が 33％→

41.5％→42.6％と増加の傾向にある。 

 

年齢層×来場時間 

 

年齢層と来場時間とを掛け合わせたクロス集計を見ると、全体的に 30代～50代の中年

の層の比率が安定して高い。また午前は 60代以上の高齢層、逆に午後は 20代以下の若年

層の比率が高い。 

30代以上は家族、夫婦でくるので、待ち合わせする必要がなく、20代以下は時間を合

わせてくる必要があるため昼以降の来場が多くなっているのではないか。 

グループ構成×来場時間 



 

グループ構成と来場時間とを掛け合わせたクロス集計を見ると、10時～12時の家族連

れが４９.５％を占めている。時間が経つにつれて家族の割合が減少して友達、カップルが

わずかだが増加している。 

参加目的×来場時間 

 

参加目的と来場時間とを掛け合わせたクロス集計を見ると、10時～12時はフリーマー

ケット目的の来場者が 844人に達しており、12時～14時にはグルメ屋台も 630人に達し

ている。 

よかったイベント×来場時間 



 

よかったイベントと来場時間とを掛け合わせたクロス集計を見ると、10時～12時のフ

リーマーケットをよかったと思う人は 806人、次いでグルメ屋台が 411人である。12時

～16時でもフリーマーケット・グルメ屋台の満足度は高い。 

 

予算・使用金額×来場時間 

 

予算・使用金額と来場時間とを掛け合わせたクロス集計を見ると、12時～14時はグル

メ屋台がやっているので、1000円以上 3000円未満を消費する人が多い。 

 

よかったエリア×来場時間 



 

よかったエリアと来場時間とを掛け合わせたクロス集計を見ると、錦二丁目北エリアの

満足度はどの時間帯でも一番高い。今年からの丸の内エリアの満足度は錦二丁目南エリア

より高く期待度が大きい。 

 

これらのクロス集計から、午前と午後の来場者には明確な違いがあり、午前に来場する

人は、やや高い年齢層の女性を含む家族連れがフリーマーケット・グルメ屋台を目的に来

場しており、フリーマーケット・グルメ屋台の満足度が非常に高いと言える。午後に来場

する人は、20代～40代が増加してきて家族連れが減少していく傾向にあり、友達・カッ

プル・単身者の来場が増加し、明確な目的意識がなく訪れるケースがある。祭り終了後、

遊びに行くことも考えられる。 

クロス集計からのまとめとしてこれまでクロス集計などを通して時間帯ごとの来場者の

特徴を発表してきましたが午前と午後の来場者の違いを大きく分けて、改善策を 4つ考え

ました。 

一つ目は、お金をたくさん使う人は午前中に行われているフリーマーケットを目的とし

た年齢層が高めの女性だったのでその方たちに向けて開催時間を早めても多くの集客率を

見込めると思うのでこの改善策を考えました。従来の 10時開始時にフリーマーケット目

当てで近隣住民の年齢層が高めの女性が多く来場していたので、開始時間をたとえば 9時

に早めても来てくれそうです。 

二つ目は、遅い時間の来場者に向けての提案です。午後に増加してくるカップル・友達

に向けに夜のイベントとして長者町にはアーケードや街路樹が多くあったのでそれにイル

ミネーションをつけることで明るくなると楽しみながら過ごせる空間にする。 

三つ目は、遅い時間の来場者に向けての二つ目の提案です。丸の内エリアで以前開催さ

れていた抽選会では認知度が低いのが現状です。加えて、恵比寿祭には最後を締めくくる

イベントがないのも現状です。この 2つを背景に錦二丁目南エリアのステージパフォーマ

ンスで抽選会をフィナーレイベントとして行います。それによって、午後に減少傾向にあ



った家族連れの割合を上げることが可能になります。 

四つ目は、一日をとおしての来場者を増やすための提案です。 

長者町の東西南北には、名古屋城・名古屋市科学館・テレビ塔、オアシス２１・ミッド

ランドスクエアといった商業施設があります。そちらで長者町ゑびす祭りを宣伝し用事の

後に立ち寄ってもらうことで一日中集客が見込めます。たとえば、それら施設の半券をグ

ルメ屋台で金券の一部として使用することができる。それにより名古屋城では比較的年齢

層が高めの方、名古屋市科学館では家族連れの方、テレビ塔やミッドランドスクエアでは

若者をターゲットに一日中集客を見込めると思います。 

 

 

 



ゑびす祭りに家族連れを増やす 
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私たちはゑびす祭りの活性化に向けて、「ゑびす祭りに家族連れを増やす」というテーマ

で研究しました。 

来場者の性別単純集計 

 

 

 

はじめに、今年度の来場者の性別単純集計を見てください。この集計から、ゑびす祭りは、

男性来場者の割合がはるかに低いことがわかります。 

私たちは、家族連れをさらに増やすため、あえて来場人数が少ない男性、子供たちにアプ

ローチしました。このアプローチには多くのメリットが存在し、今までとは違う、新しいゑ

びす祭りへと可能性を広げていくことができると分析できました。 

まず、性別のクロス集計を見ていきます。 

 

年齢層×性別 

問１性別       n = 3724

男性
1441
38.7

女性
2283
61.3



 

 

これは、年齢層と性別のクロス集計です。 

これを見ると、10 代未満の割合は男性が多いことが分かります。そのうち、主に未就学

児童はとても小さい子どもが多く、２０代や３０代の親に連れてきてもらっていると予想

できます。 

 

職業×性別 

 

 

これは、職業と性別のクロス集計です。ここから、会社員・公務員の割合は男性が高いこ

と、女性は、パート・アルバイト、専業主婦の割合が高いことが読み取れます。 

 

来場者のグループ構成×性別 



 

これは、来場者のグループ構成と性別のクロス集計です。まず、男性の方が家族で来場し

ている割合が高いことが読み取れます女性中心のゑびす祭りであるため、家族の付き添い

で来ている印象を受けます。また、男性は友達同士で来場している割合が低く、単身の割合

が高いのに対して、女性は家族と同様、友達の割合が高いことが分かります。 

 

参加目的×性別 

 

これは、参加目的と性別のクロス集計です。女性は非常に高い割合でフリーマーケットを

目的に参加しているのに対し、男性は、フリーマーケットと共に長者町グルメ屋台を目的と

している割合が高いことが分かります。また、女性も長者町グルメ屋台、丸の内マルシェ・

キッチンを目的に参加している方が多く、両者とも飲食店に関心が高いといえます。 

 

イベント・サービス×性別 



 

これは、来場者が良いと思ったイベント・サービスと性別のクロス集計です。ここから、

男女ともに、フリーマーケットに次いで、グルメ屋台に満足していることが分かります。特

に、男性のフリーマーケットとグルメ屋台の割合はほとんど変わりません。また、オカザえ

もんに子供が群がる様子が見られたため、ゆるキャラは特に子供に人気であると思われま

す。 

 

居住地域×性別 

 

これは、居住地域と性別のクロス集計です。ゑびす祭りが開催されている中区に住んでい

る方が多いことが分かります。また、その割合は男性のほうが高くなっています。 

 

交通手段×性別 



 

これは、交通手段と性別のクロス集計です。長者町は地下鉄の便がよく、地下鉄・電車の

割合が高いことは理解できますが、自動車の割合も比較的高くなっています。男女とも、自

動車で来場した割合がほぼ同じことから、夫婦、子供連れの家族で来場していると予想でき

ます。近くに栄があることから、長者町付近は交通量が多く、運転に慣れている男性が運転

している可能性が高いことが考えられます。また、女性に比べ、男性のほうが徒歩で来場し

ている割合が高いことが分かります。 

ここまでの性別クロス集計から読み取れたことをまとめます。男性は、家族で来場する割

合が高く、妻や子供とセットでの来場が見込めます。男女とも自動車で来場している割合が

比較的高いため、交通量が多い長者町付近を父親の運転で来場していると考えます。男性の

飲食店の満足度が高いことから、妻がフリーマーケットで買い物している間、飲食店で時間

をつぶしていると予想できます。ここから、男性を増やす提案は、女性を増やすことにもつ

ながると言えます。また、男性は、単身で来場する割合、徒歩で来場する割合、中区に住ん

でいる割合、飲食店に満足している割合が高いため、単身でふらっと来場し、飲食店を楽し

んでいる層もいることも予想されます。 

 

次に、性別に加え、職業のクロス集計から改善提案の根拠を見ていきたいと思います。 

 

性別×職業 



 

これは、性別と職業のクロス集計です。未就学児童、会社員・公務員、自営業は男性の割

合が高く、パート・アルバイト、専業主婦の割合はほぼ女性であることが分かります。 

 

年齢層×職業 

 

これは、年齢層と職業のクロス集計です。未就学児童は１０代未満の小さい子どもである

ことが分かります。また、会社員・公務員は２０代、３０代、４０代の割合が高く、子供が

いると思われる２０代３０代の男性会社員の割合も高いことが読み取れます。 

 

グループ構成×職業 



 

これは、来場者のグループ構成と職業のクロス集計です。全体的に家族で来場している割

合が高く、特に未就学児童はほとんどが家族と来場しています。これは親に連れてきてもら

っていると考えられます。また、自営業、定年退職は単身で来場している割合が高く、学生、

パート・アルバイト、専業主婦は友達と来場している割合が高いことが分かります。 

 

来場時間×職業 

 

これは、来場時間と職業のクロス集計です。このクロス集計から、未就学児童は 3人、4

人と家族で来場していることが読み取れます。また、全体的に家族で来場する割合が多いこ

とから、会社員・公務員、パート・アルバイト、専業主婦は、３人、４人で来場している割

合も高くなっており、この中に家族として未就学児童が含まれていることが予想できます。 

 

参加目的×職業 



 

これは、参加目的と職業のクロス集計です。未就学児童の参加目的は、体験遊び・ワーク

ショップの割合が目立ちます。また、ほかの職業に比べ、ステージパフォーマンスにも関心

が高いことが分かります。 

 

イベントサービス×職業 

 

これは、来場者が良いと思ったイベントサービスと職業のクロス集計です。長者町グルメ

屋台の満足度が高く、特に、学生、会社員・公務員、自営業の満足度が高いことが挙げられ

ます。性別クロスから会社員・公務員、自営業は男性の割合が高く、働き盛りの男性の多く

が飲食店に満足していることが分かります。また、未就学児童は体験遊び・キッズコーナー、

ゆるキャラ、関心のあったステージパフォーマンスに比較的満足していることが読み取れ

ます。 

 

 

ここで、職業のクロス集計から読み取れたことをまとめます。まず、会社員・公務員の２



０代３０代の男性は家族で来場していることが分かります。これは、妻、子供たちを自動車

で連れてきていると考えられます。また、未就学児童は３人４人で来場している割合が高く、

親に連れてきてもらっていると分析できます。未就学児童は体験遊び・キッズコーナー、ゆ

るキャラに関心がとても高いことから、子供を楽しませるため、親が子供をつれてきている

と分析できます。こうした、ゑびす祭りの特徴から家族連れを増やすための、男性や子ども

へのアプローチは有効であると考えます。 

これまでの分析からゑびす祭りの改善提案を挙げます。まず、男性へのアプローチとして

長者町グルメ屋台の拡大を提案します。男性、特に働きざかりの人に人気なグルメ屋台です

が、会場となっている袋町通の内側に収まっています。堂々の人気を誇るサービスなので、

その規模を広げても十分な集客が見込めると思われます。例えば、現在出店が少ない、錦二

丁目南エリアのメインステージ前の通りのステージ側にまで座席を配置し、フードコート

のような、より開放的に飲食を楽しめる場所を作るといったことを考えています。歩道にカ

ウンター席を作ることで、一人で来た男性客も気軽に立ち止まれる場になると思います。ま

た、ステージパフォーマンスにも活気が伝染し、観客と一体感のあるショーが行えることが

期待できます。 

次に、長者町の名物となり得る新メニューを作ることを提案します。長者町くんの白くシ

ンプルな見た目は食べ物のモチーフとして、例えば中華まんなどに適していると思われま

す。中華まんに岡崎の八丁味噌を使うなど、名古屋周辺地域とそこのゆるキャラのつながり

を利用したものにすると、長者町の存在感を周囲と共に高めていくきっかけになります。ま

た、ただ来場者に飲食サービスを利用してもらうだけでなく、土曜日に訪れた人に日曜日に

使える割引券を家族分渡したり、子どもと訪れた人に、子ども一食分の無料券を渡すことで、

より子どもを連れてきやすいサービスになると考えます。 

次に、子どもたちへのアプローチとして、ゆるキャラの効果を利用すべきと考えました。 

例えば、八事ハウジングでは、主にファミリーの来場者がほとんどです。 

子どもに人気なキャラクターを招き、子どもたちの関心を引くことで 

その親たちまで巻き込む作戦をとっています。 

そこで、ゑびす祭りでも、子どもたちに人気なゆるキャラ大集合をさらに家族で楽しめる

ものにできれば、SNSなどのゆるキャラが持つ宣伝力を利用することができます。 

私たち尾張班がゑびす祭りで瀬戸焼を販売する際にお世話になった瀬戸蔵セラミックプ

ラザがある瀬戸市には、観光協会の「せとちゃん」というゆるキャラがいます。瀬戸蔵をゑ

びす祭りに呼び込むことによって、ゆるキャラが参加しやすくなるのではないかと思いま

す。私たち名城大学の学生の地元にある、今回フィールドワークでお世話になった企業の商

品を、次回もゑびす祭りに出店し、各地のゆるキャラをさらに呼び込みやすくなることが期

待できます。また、新しくキャラクターを作るという手もあります。長者町には長者町くん

がいますが、木質化や低炭素という戦略を前面に押し出し、それに伴う体験イベントを主導

するような存在がいたら、参加した子どもたちや付き添う親によりインパクトを与えるこ



とができます。 

さらに、集まったゆるキャラ達の劇やクイズ大会などの出し物を、未就学児童の関心が高

かったステージパフォーマンスとして行うことを提案します。子供たちに人気のイベント

同士を掛け合わせることで、メインイベントとして成長していくことが期待できます。加え

て、だしの練り歩きも、行列を形成するように、ゆるキャラや子どもたちが参加できるよう

にすれば、より目線を集め、各イベントそのものの注目度も上がっていくことが予想できま

す。また、ゆるキャラの目立つ見た目を利用し、入り口案内に立たせたり、イベントの宣伝

に通りに出向く機会を増やすことで、より認知されやすく、入りやすいイベントを作り出せ

るのではないでしょうか。 

最後の提案は、衣類の町であることを生かした七五三サービスです。ゑびす祭りは、七五

三の時期と同じ期間に開催されます。長者町は昔から衣類が盛んな街であり、七五三の衣装

を用意することは比較的容易なことではないでしょうか。七五三の衣装を貸出できるよう

にし、なおかつ一般の価格より低い値段で、家族みんなで写真撮影ができるスペースをもう

けることにより、家族の来場者が増えると考えます。着物レンタルや撮影プランの予約制に

よって、5,000 円や 10,000 円といったまとまった収入を祭りの前に得られます。これは資

金として役立てることができます。こうした七五三のイベントを祭りの中で行えば、子ども

たちの印象に残り、将来もリピーターとして長者町に訪れることが期待できます。 

まとめとして、今回の提案のメリットを挙げます。一つ目は、男性や子どもへのアプロー

チで家族としての女性が増えることで、結果的にフリーマーケットの売り上げも伸ばせる

こと。二つ目は、男性へのアプローチにより、今まで単身で来ていた自営業の人も家族を連

れてきたり、飲食中心に祭りでの消費が促進されたりすること。三つ目は、子どもが小さい

ころから家族に連れられ参加することで、将来的には今の家族以外にも、友達や同僚、未来

の家族とのゑびす祭りの参加を促すことになることです。末長い長者町の活性のため、家族

へのアプローチは必要不可欠であると言えます。 
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