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はじめに 

 

 私たち横見ゼミナールは、「フィールドワークゼミナール」として、観光を通じた地域活

性化をテーマに活動している。その目的は、地域活性化の取り組みを通じて観光地域づく

りの手法と意義を習得することである。そのなかで、近畿日本鉄道布施駅（以下「近鉄布

施駅」）とは共同でプロジェクトを実施しており、東大阪市域の地域活性化を目的としたハ

イキングイベントを実施している。 
 近鉄との取り組みは、昨年度の 4 年生から今年度は 2 年生中心の活動となり、東大阪市

域の観光資源に関する学習を経たのち、ハイキングの企画コンペを実施した。その結果、

後述するように、東大阪市の歴史を感じることができる「地蔵ウォーク」が選ばれ、企画

班、マップ班、地蔵班、アンケート班に分かれてハイキング実施に向けた準備作業を実施

した。 
 企画班は、ハイキング企画の立案、各施設への許可取りなど、マップ班は、コースを示

すマップやしおりの作成、地蔵班は、各地蔵や各神社の説明資料の作成、アンケート班は、

アンケート調査票の作成と、各班それぞれに分担をしながら作業を実施した。 
 今年度は、10 月 13 日（木）に、近鉄駅長お薦めフリーハイキング「大学生とのコラボハ

イキング東大阪地蔵ウォーク」を開催した。このハイキングは、地蔵を通して東大阪市の

歴史的な魅力を知ってもらうことで地域活性化を目指した企画である。地蔵にスポットを

あてるため、コース上の各地蔵ポイントにスタンプを用意し、スタンプラリーの形式でハ

イキングを実施した。スタンプを押す際には、地蔵の説明を行うことでお客様に普段は考

えない地蔵の意味や由緒を知ってもらうなど、東大阪の歴史を感じてもらう工夫を採り入

れた。 
ハイキングコースの距離は約７キロであり、当日の参加人数は 603 名であった。参加者

に対してはアンケート調査を実施し、288 枚を回収することができた。ハイキングコースに

ついて迷わず安心して歩いていただくために、各ポイントに学生を配置し誘導を行った。 
 今回のハイキングの目標は、東大阪の歴史を知り、地元の方でも知らないような情報を

知ってもらうことで東大阪市に興味を持ってもらうことである。本報告書では、お客様に

対するアンケート調査の結果をもとに、こうしたハイキングイベントからどのような課題

が見いだされたか検討することを目的とする。 
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第１章 ハイキングの概要 

 
第 1 節 ハイキングの目的 

私たち横見ゼミナールは、「観光を通じた地域活性化」を目的とし、近鉄布施駅と共同で

ハイキングイベントの企画・運営を行っている。一般的に、鉄道会社は近年の少子化の進

行により収入の重要な部分を占める定期券収入が減少していることが予想され、代わりに

高齢化の進展とともに、いわゆるアクティブシニアと呼ばれる活動的な年齢層を、いかに

乗客として取り込むかが重要視されていると考えられる。また、一般的にシニア層は健康

志向が相対的に高いため、ハイキングなどの活動的なイベントを実施することがこうした

層の取り込みに効果的に結びつくものと考えられる。 

こうした背景にもとづき、今回、私たちは、近鉄布施駅と共同でハイキングイベントを

実施することとした。 

 
第 2 節 先行・関連事例 
 私たちが今回実施した近鉄ハイキングのように、鉄道会社が主催するハイキングは日本

全国に数多く存在している。今回のハイキングを企画するにあたり、他の鉄道会社の事例

を調べてみた。 
 
1. JR 西日本の事例 
 JR 西日本では、「JR おでかけネット ハイキング」という沿線のハイキングイベントを

実施している。自然コース・歴史コース・味覚コースなど、駅から気軽にハイキングがで

きる 8 つのモデルコースがあり、またガイドと巡る集合型コースから、自分のペースで歩

くことのできる個人型の参加タイプまで、自分の興味のあるハイキングコースを選択する

ことができる。このようにバリエーションは様々で、行きたいエリアやジャンル、開催日

などから好みのコースを web から検索して利用できる。 
 そのなかで特筆すべきは、京阪神をエリアとした参加型の「JR ふれあいハイキング」で

ある。歴史や自然など従来のシニア世代向けのハイキングだけではなく、「Xmas ウォーク」

と題して若年層にも興味を持ってもらえるようなハイキングイベントも開催しているよう

である。 
 このハイキングでは参加回数により「踏破記念ピンバッジ」というプレゼントを進呈し、

さらには 6 ヶ月ごとに抽選で賞品が当たる特典もある。このような特典があることによっ

てリピーターの増加にもつながるのではないかと考えられる。 
 また、スマートフォンでハイキングのルートを案内してくれる「ナビ地図」の掲載もス

タートした。これは、ハイキングルートと道中の見どころを手軽に確認できるツールであ

り、ガイドと一緒にいるかのようにハイキングを楽しむことができる。 
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2. 南海電鉄の事例 
 南海電鉄では、南海沿線の各駅から名所や景色を楽しむことのできるハイキングやリレ

ーウォークを開催している。4～6 月や 9～11 月の比較的に暖かい季節には、1 か月に 7 回

ものハイキングを実施している。どのコースも平均して 10 キロ程度の歩程となっている。 
南海電鉄も自然や名所、食べ歩きをメインとしたハイキングばかりであるが、2017 年 1

月 1 日に「’17金剛山初日の出バスハイキング」というユニークなハイキングが開催された。

これは、大阪で最も早い初日の出を拝んで、金剛山の冬景色を堪能できるものである。参

加料金は、初日の出バス往復運賃・ロープウェイ往復運賃・南海バス全線フリー乗車券を

含んで、大人 3,000 円、小児 1,500 円と比較的に手ごろである。「初日の出」と「ハイキン

グ」のコラボレーションは、あまり事例がないため、意外性の面では群を抜いていると考

えられる。 
 
3. 近鉄ハイキングに対する示唆 
 今回、実施をする近鉄ハイキングは、「地蔵」と「スタンプラリー」と「ハイキング」の

3 つの要素をコラボしたハイキングとした（第 3 節を参照）。今日では鉄道会社主催のハイ

キングが多く存在していることから、他にはない差別化を図ることが重要となってくる。 
一方で、食べ歩きや季節を感じることのできるハイキングは非常に定番であり、人気が

ある。このような誰もが好む要素に、いかに意外性を組み込んでいくかがポイントである

と考えている。 
 
第 3 節 企画コンペの実施 
ハイキングの企画を考えていくにあたり、企画コンペを実施することとした。4 つの班に

分けて企画を作成し、6 月 2 日（木）に近鉄布施駅の助役の方 2 名を招いて、ハイキングの

企画コンペを実施した。各班の企画は以下のとおりである。なお、ハイキングの実施日時

は近鉄との調整のうえ、10 月 13 日（木）と決定した。 
 
1. 第 1 班の企画「コロッケ食べ歩きハイキング」 
①企画案の趣旨と目的 
普段、行く機会がない場所を巡ることによって新鮮さを味わい、良い思い出を作っても

らうことを目的とする。これを機に今後リピーターになってもらうことを狙いとし、地域

活性化を図る。 
 
②企画案の概要 

「布施駅（集合）～戎神社（絵馬書き）～三ノ瀬公園（くつろぎ）～都留弥神社（参拝）

～お地蔵さん見学～いやさか神社（神社）～八戸ノ里公園（くつろぎ）～八戸ノ里駅（解
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散）」というルートとする。 
 
③実施に際しての問題点 

樟徳館との交渉も検討中である。また、地蔵の見学を予定しているが、変更になる可能

性がある。神社の受入人数については、戎神社は敷地内に多くて 50 名程度、都留弥神社、

いやさか神社は、それぞれ 100 名程度である。 
 
2. 第 2 班の企画「大学生と行く東大阪探検ハイキング～地元にええ歴史ありまっせ！～」 
①企画案の趣旨と目的 
近くにあるのに行ったことがない寺社や触れたことや知らない歴史を知ってもらいなが

ら、ハイキングをしてもらう。ハイキングの実施日時は平日のため、シニアの方の参加が

多いと推測できることから、適度な歩程となるよう配慮する。 
見どころについては、東大阪の大学に通う大学生が、学校周辺で眠っている実は由緒あ

る寺社をピックアップし、ハイキングコースに組み入れた。このハイキングを通して、近

鉄布施駅を中心に参加者の方に良い印象を与えると共に再来してくれる機会を促す。 
 
②企画案の概要 

「近鉄布施駅（集合）～布施戎神社～都留弥神社～究竟寺～弥刀神社～長瀬神社～金岡

公園～弥刀駅（解散）」というルートとする。各ポイントで寺社の成り立ちやご利益などに

ついてガイドをして、最終的には弥刀駅で解散する。 
 
③実施に際しての問題点 
 実施に際しては、以下の諸点が問題点として考えられる。 
・細く狭い道が多く、近くに住宅があるため、近隣住民に対して迷惑にならないか。また、

参加者の交通安全を確保できるか。 
・住宅地のため地図やしっかりとした目印がないと、ルートが正しいのか参加者が不安に

なる。 
 
3. 第 3 班の企画「商大プレゼンツ☆飽きない秋散歩～食べよう！感じよう！～」 
①企画案の趣旨と目的 

10 月開催ということで、「食欲の秋」と東大阪をもっと知るという 2 つの要素をリンクさ

せ、もっと地元のことを知っていただきながら、新しい発見をしていくことを目的とする。 
 
②企画案の概要 

「河内小阪駅～小阪「和菓子屋ももや」～カレーパン鳴門屋～八戸ノ里公園～長瀬川～

長瀬神社～JR 長瀬駅」というルートとする。 
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③実施に際しての問題点 

カレーパンをウリに出しているが、カレーパンが苦手な人もいるかもしれない。その場

合は、どうするのか。 
 
4. 第 4 班の企画「地蔵スタンプラリー」 
①企画案の趣旨と目的 
「スタンプラリー」という、少しゲーム性のあるフリーハイキングで、以前訪れたこと

のある場所でも違う良さを見つけていただくことを目的とする。さらには、以下の要素を

目的として設定する。 
・近鉄電車の再利用：神社の秋祭りや、秋ならではの魅力、そして同じ場所を少し歩くだ

けで視点が変わることを感じてもらい、再度同じ場所を訪れてもらう。 
・商店街の経済効果：河内小阪駅周辺の飲食店の前を通ることで、ハイキング後にランチ

や軽食などに立ち寄ることで集客を狙う。 
 
②企画案の概要 

「布施駅（集合）～戎神社～都留弥神社～鴨高田神社（地蔵）～天神社～商業史博物館

～河内小阪駅（解散）」というルートとする。企画の要点は以下のとおりとする。 
・スタンプカードに書かれてある地蔵を探す。 

（渡シ地蔵、清水地蔵、西岸地蔵、御厨地蔵、辻の地蔵） 
・ハイキングの翌週に秋祭りを行う予定の神社に興味を持ってもらう。 
・東大阪市域の歴史を感じて親しんでもらう。 
・大学の学生食堂の解放や、小阪駅周辺の食事処をお薦めするなどの工夫を採り入れる。 
 
③実施に際しての問題点 
 実施に際しては、以下の諸点が問題点として考えられる。 
・神社や地蔵の管理者に対して、実施にあたっての許可を獲得すること。 
・学生食堂の利用許可を獲得すること。 
・フリーハイキングではあるが、はじめの目的地点である「戎神社」が布施駅からすぐと

いうことで、混雑や地域の方に迷惑が掛からないかが不安要素となる。 
 
5. 審査基準 
これらの企画について、表 1-1 に示される評価項目に従って審査をした結果、第 4 班の

「地蔵スタンプラリー」が採択された。これは、布施駅周辺に地蔵が多く点在しているも

のの、このことはあまり多くの人々に知られておらず、そうした地域特有の歴史的資源に

スポットを当てたことが評価されたものである。 
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表 1-1 企画コンペの評価項目 

審査項目 説明 配点
タイトル・サブタイトル 斬新かつ期待感・興味を持てるものであるか 1点～5点

趣旨・目的 理解・納得できる趣旨・目的であるか 1点～5点

コース・内容 興味・期待感を持てるコース・内容であるか 1点～5点

人員配置・経費 適切な人員配置、経費であるか 1点～5点

問題点 的確かつ理解できる内容であるか 1点～5点

総合評価 総合的に期待感・実現性がある内容であるか 1点～5点

 
こうして、10 月 13 日（木）に「地蔵スタンプラリー」をテーマとする「近鉄布施駅駅長

お薦めフリーハイキング」を実施することが決定された。そして、その後の近鉄を交えた

話し合いのなかで、ハイキングの正式タイトルは「大学生とのコラボハイキング 東大阪地

蔵ウォーク」と決定した。 
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第２章 地蔵スタンプラリー 
 
 地蔵スタンプラリーを実施するにあたり、地蔵の歴史や由緒について調査をした。その

際に、インターネット等で調べると出てくる情報だけでなく、地域の方々に対して直接調

査に赴くなどした。本章では、今回のハイキングでコースに採用する地蔵について、その

概要を紹介する 1。 
 

1. 道案内地蔵 
この地蔵は、暗越奈良街道から法明寺への人々を導く参道の角にあったことから「道案

内地蔵」と名付けられたと言われている。等身大の大きな石仏で尊像の両脇に珍しく地蔵

延命経の文字がある。また近隣住民から聞いた話によると、道案内地蔵周辺に地蔵が数体

あり、女性が妊娠すると健康な子供が生まれるように 3 体から 5 体の地蔵を巡るのが風習

と言われている。 
 

  
図 2-1 道案内地蔵（正面）        図 2-2 道案内地蔵 
 
2. 高井田地蔵 
高井田地蔵は、暗越奈良街道沿いにある地蔵である。高さは 1 メートル、幅が 43 センチ

メートルの花崗岩に刻まれた立ち姿のもので、像の頭部に二重円光を線刻し、内部には、

左から地蔵真言を表す梵字 9 文字をまわりに刻んでいる。なお、この地蔵は蓮華の上に立

っていることが特徴である。 

                                                   
1）本章の執筆にあたり、以下の資料や文献を参照した。 
・東大阪市教育委員会『―わが街再発見―東大阪市文化財ガイドブック』東大阪市教育委員会、2008 年。 
・首つき地蔵 web サイト（http://ovw100bj.blog129.fc2.com/blog-entry-122.html）。 
・各地蔵の石板等。 
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図 2-3 高井田地蔵の石版    図 2-4 高井田地蔵の石版（拡大） 
 
3. 渡シ地蔵 
この地蔵は、堂前の線香立ての石柱に「渡シ地蔵」と刻まれている地蔵石仏である。高

さが 95 センチメートル、幅が 30 センチメートルの舟形光背内に高さが 70 センチメートル

の地蔵菩薩立像が祀られている。年代などは確認できていないが、江戸時代初期の作と推

定されている。この場所は旧大和川の本流である長瀬川の西堤にあたり、大和川付け替え

以前は川幅が 200 メートルちかくもあって、舟の渡し場になっていた。これらのことから

「渡シ地蔵」と呼ばれるようになったと言われている。付け替え後は川床が埋め立てられ、

新喜多新田となった。 
 

  
図 2-5 渡シ地蔵（全景）          図 2-6 渡シ地蔵の石版 
 
4. 西岸地蔵 
この地蔵は、暗越奈良街道筋の長瀬川西岸にあることから、「西岸地蔵」と呼ばれるよう

になった。以前は「新喜多地蔵」と呼ばれていたが、1980（昭和 55）年の地蔵堂修復の際、

建築材に「西岸地蔵」の墨書が発見され、もとは「西岸地蔵」と呼ばれていたことが分か
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った。堂内には一辺が 43 センチメートル、高さが 27 センチメートルの花崗岩の台石が置

かれており、その上に直径が 34 センチメートル、高さが 20 センチメートルの蓮華座と地

蔵菩薩立像が安置されている。蓮華座と地蔵菩薩立像は砂岩製で同じ石から掘り出された

ものだと言われている。このうち蓮華座だけの風化の跡が残ることから、かつては蓮華座

だけが外気にさらされていたと考えられる。台石前面に法界の 2 文字、その脇に 1749（寛

延 2）年と刻まれている。 
 
5. 御厨地蔵 
この御厨地蔵石仏は、延命厄除地蔵尊として祀られ、像はなめらかに掘磨かれた硬質砂

岩製で、岩座部を含め、高さは 104 センチメートルあり、左足は踏み下げ、左足は組まず

に岩座上に高く立てひざして座り、右手を軽く頬にあて、左手に錫杖を持つ半跏思惟像を

表している。円満温和な表情に加えて、流れるような衣紋の曲線は素晴らしいもので、細

部にわたって丁寧に仕上げられた見事な地蔵像である。 
 

    

図 2-7 西岸地蔵          図 2-8 御厨地蔵 
 
6. 辻の地蔵 
この地蔵は、天神社の東側の、御厨の暗峠越奈良街道との出合う道角に位置する、上部

に石仏を彫った道標である。高さは 55 センチメートルである。少し埋もれているが、東面

には「左 大坂」、南面には「右 なら いせ」、「世話人□□□ 寛政四（一七九二）壬子

八月」などと刻まれている。地元では「辻の地蔵」や「辻の地蔵さん」と呼ばれている。

辻の地蔵が置かれている辺りは、大阪夏の陣で戦場になったと伝えられている。 
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図 2-9 辻の地蔵（周辺）             図 2-10 辻の地蔵 
 
7. 長田摂取庵子安地蔵 
境内の北側に「摂取庵」と呼ばれる浄土宗の堂があり、この堂内に鎌倉時代末期の木像

である地蔵菩薩立像（像高 91 センチメートル）が安置されている。地元に伝わる「子安地

蔵縁起」によれば、この地蔵像は、1225～27 年（嘉禄年中）の恵心僧都の作と伝えられ、

江州（現在の滋賀県堅田）で子安地蔵として祀られてきたものが、有縁の地である長田村

へ移されたことがわかる。地蔵像及び子安地蔵縁起とともに、この地の歴史を伝える文化

財として 1974（昭和 49）年 3 月 25 日に東大阪市文化財保護促進条例により有形文化財に

指定されている。 
長田から西堤にかけて細長く続く旧集落は、古くは旧若江郡の北辺に広がっていた大き

な湖沼（新開地）の南岸上にそって営まれた古い集落である。長田村の中央字相生と呼ば

れたところに鎮座する長田神社は、品陀別命（応神天皇）、息長足姫命、多紀理毘売命の

三神を祀っている。神社の北方には、字意伎宮屋敷、弓場と呼ばれたところがあり、神社

が焼失したため現在地に移されたといわれている。境内には本殿の他に末社として塞神社、

愛宕神社、稻荷神社、水神社、琴毘羅神社がある。 
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図 2-11 長田摂取庵子安地蔵の石版 

 
8. 首つき地蔵 
新家旧村の中にあるコンクリート造りの地蔵堂に、一見、木彫のように見える衣丈線が

美しい１メートル余りの石地蔵立像が祀られている。これが、首つき地蔵である。 
この地蔵は、昔この村の北にあった池から拾いあげたものといわれ、その時は首と胴は

別々であったが、この場所で祀られるようになってから、いつの間にか首が胴についてし

まったというので通称「首つき地蔵」と呼ばれ、村の信仰を集めてきたということである。

堂前の額には、『旭さす庭のいさこも首つき地蔵、仏のみかけあらたなりけり』と記されて

いる。 
 

  
図 2-12 首つき地蔵（お堂）       図 2-13 首つき地蔵 
 
9. 如意輪観音石仏 
 この石仏は、東大阪市高井田本通に立地している。すぐ西の道路が大阪市と東大阪市の

境になっている。片足を組んで考える半跏思惟の相を表したこの石仏は、江戸時代中頃に
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家を建てるとき、土の中から発見された。発見当初は暗越奈良街道に面して祀られていた

が、昭和初期の府道新設時に現在の地に移された。西高井田村念昌寺の僧が、1765（明和 2）
年に父母先祖の供養のために祀ったものの、石仏と台座の石の加工方法が異なり、土の中

から発見されて祀られたのが 1765（明和 2）年であることから、この石仏自体はそれ以前

のかなり古いものだと考えられている。また、昔からこの観音様に祈願すると眼の病気が

治り、子宝に恵まれるといわれている。 
 

  
図 2-14 如意輪観音石仏（お堂）      図 2-15 如意輪観音石仏 
 

 
図 2-16 如意輪観音石仏の石板 
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第３章 マップ作成について 

 
第 1 節 学生マップができるまで 
今回のハイキングでは、参加者の方々に近鉄が作成したマップと、私たち学生が作成し

た「学生マップ」の 2 種類を配付した。マップの作成にあたり、地蔵の立地場所を明記す

るなど、ハイキングの際にお客様が分かりやすいものになることを第一に考えながら製作

をした。 
学生マップは、7 月中旬からマップ班の 5 人で協力をし、手書きで作成をはじめた。学生

マップを作成するにあたって、インターネットで東大阪の地図などを見ながら作成をした

ものの、それらに掲載されていない複雑な道もあり、実際に現地に足を運んでみないと分

からないことが非常に多かった。したがって、自分たちが思い描いていたマップとは異な

るものができてしまうこともあった。また、コースの変更などもあり、何度もマップを作

成しなおした。 
図 3-1 は、マップ班が作成した最初のマップである。一方で、図 3-2 はハイキング当日に

配付をしたマップ（最終版）である。双方のマップを比べてみると、地蔵や神社の位置が

異なっており、最初のマップより実際に配付したマップのほうが見やすい構造になってい

ると感じる。 
最終版のマップができるまで、沢山の改善点があった。特に難しかったのが、地蔵の場

所が道を挟んで左なのか右なのかなどの位置関係である。実際に足を運んでみても、土地

勘がほとんどないため、迷ってしまうことが多かった。しかし、何度も改善をし、位置関

係が徐々に分かってきて、正確な地図を作成することができた。また、色使いや文字の太

さなど、「見やすさ」に配慮した改善も数多く施した。 
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図 3-1 学生マップ（初版） 
 

 

図 3-2 学生マップ（最終版） 
 
つづいて、今回のハイキングではスタンプラリーも実施するため、スタンプを押すため

の台紙も作成した。 
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図 3-3 スタンプラリー表（初版） 
 

 

図 3-4 スタンプラリー表（最終版） 
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図 3-3 は、マップ班が作成した最初のスタンプラリー表である。一方で、図 3-4 は、ハイ

キング当日に配付をしたスタンプラリー表（最終版）である。双方を比べてみると、最初

に作成したスタンプラリー表は、スタンプを押す箇所がコースの順番どおりに作られてお

らず、少し見にくいと感じる。しかし、最終版は、コースの順番も書かれており、非常に

見やすいものに仕上がっている。また、スタンプラリーに使用したスタンプは、学生の手

作りによるスタンプであるため、文字の形や大きさは 1 文字 1 文字が異なっている。その

ため、完成したスタンプの大きさに応じてスタンプラリー表を作成しなおすこともあった。 
マップやスタンプラリー表は、何度もやり直しをして、より参加者の方が見やすいもの

を作成できるように協力して作業を進めてきた。そして、作業を通じて仲間との絆も深め

ることができたと思っている。また、実際に足を運んでみなければ分からなかった、まち

の魅力や意外な側面も見つけることができたと感じている。 
 
第 2 節 近鉄マップを見て 
 今回から、近鉄のマップは外部業者に依頼するようになった。その利点は、マップが見

やすくなり、より正確なものとなったことである。一方で、細かい小道などは表示できな

くなった。今回のハイキングは、住宅街や脇道などの細かい道を通るものが多く、マップ

は必要不可欠である。しかし、コースでは細い道も多いうえに、目印となるものが少ない

ため、マップに記載するポイントも「一部砂利道」や「カーブミラー」など分かりにくい

表記となってしまった。 
ハイキング当日は、実際に小道を歩くことも多かったため、マップを見ても迷っている

お客様もおられた。誘導役の学生が道中の何か所かに立っていたものの、マップ上に表記

したポイントだけでは分かりにくく、さらに多くの学生を配置しておくべきであった。 
 今後の課題として、マップ作成上の制限や限界を考慮したうえでルートを選定すること

が重要であり、さらには学生マップが近鉄マップの利点を生かしながらも不足点を補うこ

とができるよう工夫をすることも必要と考えられる。 
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図 3-5 近鉄が作成したハイキングマップ 
 
第 3 節 コース上の見どころ 
今回、地蔵の他に、複数の見どころをコースに組み込んだ。いくつかの神社にくわえて、

大阪商業大学の魅力についても知っていただくために、「アミューズメント産業研究所」と

「谷岡記念館」もコース上の見どころとして設定した。 
本節では、近鉄マップに掲載した見どころについて紹介する。なお、表記は全て近鉄マ

ップに記載のものに依拠している。これらの見どころについては、学生を配置して誘導を

行ったほか、必要に応じて簡単なガイドも実施した。 
 
1. 深江稲荷神社 
 元深江村の氏神である。祭神は稲荷大神、笠縫大神、鏡作大神で、鳥居の横に「深江菅

笠ゆかりの地」の碑が建てられています。現在の奈良県田原本町に居た笠縫氏族が、菅の

生えていたこの地に移住し代々菅笠作りを職業としていました。深江菅笠は伊勢参りなど

に愛用され、また伊勢神宮式年歴代即位式の大嘗会には、この地の菅製品を献上されてい

ました。 
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2. 天神社 
 大名持命、少彦名命の二神を祭神とし、古くは御厨神社とも呼ばれていました。境内に

は五穀の神と水の神、火の神にも祀られ、鳥居の内側右手に村相撲が行われていたことを

示す力士たちの寄進となる社号の石碑があります。境内には石燈籠などたくさんの石造物

が存在するほか、市の天然記念物に指定されているクスノキの巨木もあります。 
 
3. 長田神社 
 長田の旧村部の街なみが東西に長く続き、この神社はその中心部にあり、三神を祀って

います。平安朝には広大な境内を有した豪壮な神社で、その後社殿は焼失し、現在の地に

遷御されました。また、村内に「おかげ燈籠」が 5 体あり、うち 3 体が境内にあります。

これは、お伊勢参りの祈念物で、60 年に 1 回とされていたおかげ年に参拝の感謝として建

てられたものです。 
 
4. アミューズメント産業研究所 
 大阪商業大学の付属研究所で、レジャーやアミューズメント施設に対する国民の関心が

高まり、余暇活動の重要性が見直される昨今、日本初のアミューズメント産業の研究機関

として設立されました。国内外の民族玩具や世界のゲームなどの収蔵品等の展示もありま

す。 
 
5. 谷岡記念館 2 
 平成 12 年（2000 年）に東大阪市では初めてとなる、国の登録有形文化財として登録さ

れました。1 階には、学園資料室があります。谷岡学園の、建学の理念をどのように具体化

し、受け継いできたのかを紹介しています。 
 2・3 階には平成 11 年に博物館相当施設に指定された大阪商業大学商業史博物館があり、

2 階は江戸時代に大阪で使われた商業に関する道具や江戸時代の大阪に関する古文書や絵

図などを保管・展示している商業史資料室、3 階は河内の綿と稲作をテーマに構成し展示し

ている郷土史資料室があります。 
 
 こうした見どころに加えて、ハイキングの付加価値を高めるために、「食」の要素も取り

入れることにした。和菓子屋である「御厨巴屋」と「辻よし精肉店」にハイキングのコー

スに組み込むことの交渉を実施し、それぞれ、「御厨だんご」と「コロッケ」をハイキング

参加者に宣伝する試みも行った。さらには、当日は本学の学生食堂「S-terrace」を開放し、

昼食等で自由に利用していただくこととした（ハイキング当日の様子については、補遺③

を参照のこと）。 

 
                                                   
2）説明文の作成にあたり、大阪商業大学 web サイト（http://ouc.daishodai.ac.jp/index.html）を参照した。 
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第４章 アンケート調査の分析結果 

 

 このハイキングは、近鉄の集計によると、参加人数は603名であった。ハイキングの成果

と今後の改善点を明らかにするため、ハイキングコースの途中にある大阪商業大学の構内

で、私たち学生が作成したアンケート票による調査を実施した。回収枚数は288枚（回収率

47.8％）であった。 
 本章では、アンケート調査の結果を紹介するとともに、それぞれについて簡単な考察を

加える（図タイトルの「N」は「サンプル数（回答者数）」を示す）。使用したアンケート票

は、巻末の補遺①に掲載している。 
 
 はじめに、回答者の属性を概観する。図4-1は、回答者の性別を示したものである。これ

によると、男性は約7割、女性は約3割と、男性参加者の比率が非常に高いことが明らかと

なった。 
 

 
図4-1 回答者の性別（N=268） 
  
つぎに、図4-2と図4-3は、それぞれ男女別に年齢の内訳を示したものである。これによる

と、回答者の9割以上が50代以上の中高年齢層であり、若年層の参加者が少ないことが明ら

かとなった。これに関しては、今回のハイキングが平日開催であることが影響しているも

のと考えられるが、それにくわえて、一般的に若年層は健康増進のために運動をするとい

う意識が薄いため、参加率が低いのではないかとも考えられる。したがって、女性や若年

層がハイキングの内容に興味を持つ企画を練ることが今後の課題として挙げられる。 
 

73.5%

26.5%
男性

女性
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図 4-2 回答者の年齢内訳（男性）（N=197） 図 4-3 回答者の年齢内訳（女性）（N=71） 
 
図 4-4 は、回答者の居住地に関して府県別の割合を示したものである。これによると、大

阪からの参加者が半数を占めており、次に奈良からの参加者が多い。他方で、兵庫県や和

歌山県は隣接県であるにも関わらず参加比率は低い。とはいえ、今回は岡山からの参加も

見られたものの、東大阪の魅力を地元の人だけでなく府外の人々にも知っていただけるよ

うな工夫が今後において必要と考えられる。 
図 4-5 は、回答者の交通手段を示したものである。これによると、回答者の約 8 割が電

車（近鉄電車）を利用している一方で、徒歩やバスによる参加者も一定程度いることが明

らかとなった。 
 

  
図 4-4 回答者の居住地（N=288）       図 4-5 回答者の交通手段（N=287） 
 
図 4-6 は、このハイキングを知ったきっかけ（媒体）を示したものである。これについて

は、回答者の 79.6％が近鉄発行のハイキング情報誌を見て参加をしている。これに続いて

多かったのは、近鉄のホームページ（13.9％）であった。「東大阪市政だより」など様々な

媒体を用いて広報周知を実施したものの、近鉄が直接関係する媒体による効果が圧倒的に

高いことが明らかとなった。 
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図 4-7 は、「あみま倶楽部」の会員であるか否かを示したものである。あみま倶楽部とは

近鉄が主催する会員制の組織であり、所定の年会費を納めることで様々な特典が付与され、

これを利用して近鉄沿線のハイキングを自由に楽しむことができる仕組みとなっている。

図によると、参加者の 71.0％はあみま倶楽部の会員である。この会員であれば、近鉄駅長

お薦めフリーハイキングに参加することでスタンプをもらうことができ、そのスタンプを

集めるとプレゼントがもらえる特典がある。このような仕組みがあるため、あみま倶楽部

会員の参加率が高かったのではないかと考えられる。 
 

  
図 4-6 ハイキングを知ったきっかけ    図 4-7 あみま倶楽部の会員であるか 

（N=273）                （N=283） 
 
図 4-8 と図 4-9 は、それぞれハイキングコース（約 7 キロ）の距離に対する感想を男女別

に示したものである。これによると、男性のほうが「距離が短い」と感じる比率の高いこ

とが明らかとなった。先述のとおり、今回は中高年齢層の参加比率が非常に高かったが、

普段から健康増進などを目的として日常的にウォーキングをしている人たちにとっては、

今回のコースの距離は不十分であったことも考えられる。 
 

  

図 4-8 距離に対する感想（男性）     図 4-9 距離に対する感想（女性） 
（N=192）                （N=70） 
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図 4-10～図 4-13 は、今後に体験してみたいハイキングについて、年代別に示した結果で

ある。これによると、年齢層があがるにつれて「歴史散策」への関心が高くなる傾向が観

察される。それに比べて、今回実施したようなスタンプラリーは、全体的に見ると相対的

に関心の低いアクティビティであることが推測される。 
 

  
図 4-10 体験したいハイキング（10 代～40 代） 図 4-11 体験したいハイキング（50 代） 

（N=7）                  （N=14） 

  
図 4-12 体験したいハイキング（60 代）   図 4-13 体験したいハイキング（70 歳以上） 

（N=145）                （N=116） 
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最後に、鉄道会社に対する運賃収入についても調査したところ、アンケート調査の回答

者（288 名）に関しては、近鉄線が 132,090 円、他社線が 33,140 円という結果が得られた。

これに基づき、参加者全員（603 名）の運賃収入を推計した結果、近鉄線が約 276,563 円、

他社線が約 69,387 円となり、鉄道会社によるハイキングイベントが他社線に及ぼす金銭的

効果も一定程度にあることが明らかとなった。詳細は、巻末の補遺②「アンケート回答者

における乗車区間と支払運賃の一覧」を参照されたい。 
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第５章 取り組みの評価 
 
 本章では、これまでの分析等を踏まえて、このハイキングにおける取り組みについて評

価を試みる。 
 私たちは、このハイキングにおいて東大阪の地蔵や神社をはじめとする魅力を認知して

もらうことを目的とした。しかしながら、ハイキングを実施してみて、参加者の立場から

は単に「スタンプラリー」つまりスタンプを収集することが主目的となり、私たちが紹介

したいと考える地蔵や神社について知識を深めていただく機会をうまく作り出せなかった

と考えている。これは、各ポイントでガイドを準備していたにも関わらず、ハイキングの

参加者にうまく勧めることができなかったことが一因と思われる。 
 しかし、前章の分析結果より、アンケート回答者のほとんどが中高年齢層であったが、

地蔵や神社などの歴史的観光資源をコースに多く組み込んだことは、これらの年齢層には

うまく合致したと評価することができる。普段は、あまり目に留める機会の少ない「地蔵」

を、あえて立ち止まって見ていただくことで、こうした地元ならではの魅力を認識してい

ただけたのではないかと考える。 
 スタンプラリーに関しては、アンケート調査ではハイキング参加者 603 名に対して 288
枚を回収することができたが、この回答者数を「コースどおりに歩いてスタンプラリーを

完成させた人数」であると仮定すると、ハイキング開始の時点で約半数の参加者が、この

企画に興味を持たなかった可能性が考えられる。前章で明らかになったように、スタンプ

ラリーの相対的な関心の低さについて、これを高めるための方策を検討するか、あるいは

スタンプラリー以外の企画を検討するか、参加者の年齢構成も加味して考えていく必要が

ある。 
今回のハイキングにおける経済面での活性化については、「御厨巴屋」や「辻よし精肉店」

といった店舗に協力をいただくことができ、御厨巴屋についてはハイキングの序盤で商品

が売り切れる結果となった。今回は金銭的な効果について定量的な調査は実施しなかった

が、これらの店舗は全て学生マップの範囲外に位置していたため、場所が分からないお客

様も多かったのではないかと考えられる。こうした意味では、経済面での活性化について

は、今回のハイキングでは十分でなかったと評価することができる。 
 大阪商業大学の魅力を知っていただく試みについては、「商業史博物館」と「アミューズ

メント産業研究所」をコースに組み込むことにより、たとえば、昔のおもちゃが展示され

ているアミューズメント産業研究所では、中高年齢層の参加者の多くが長い時間をかけて

見学されていたことが特筆される。さらには、こうした年齢層にとって普段は利用する機

会のない学生食堂を開放したことも、ユニークな試みであったと考えられる。 
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第６章 まとめ 
 
本報告書では、横見ゼミナールにおける「観光を通じた地域活性化」の取り組みのなか

で、近鉄布施駅と共同で実施した近鉄駅長お薦めフリーハイキング「大学生とのコラボハ

イキング東大阪地蔵ウォーク」について、その企画提案から準備・実施に至る経緯、アン

ケート調査等から得られた課題について整理してきた。 
はじめに、第 1 章では、ハイキングの企画の進め方として、ターゲットの設定に始まり、

他社の事例等も踏まえながら、企画コンペによって「地蔵スタンプラリー」という企画が

採択されたことを述べた。この企画は、布施駅周辺に地蔵が多く存在しているにも関わら

ず、それらが多くの人々に知られていないことに注目したものであり、東大阪市の歴史を

学び、地元の方でも知らないような情報を発信することで東大阪市に興味をもってもらえ

ることを意図したものである。 
 つづく第 2 章では、ハイキングコースに採用する地蔵に関して調べた結果を紹介し、第 3
章では、私たち学生が近鉄とは別に作成した「学生マップ」について、その制作経緯等を

紹介した。マップ作成の方針として、お客様が分かりやすいものになることを第一に考え、

そのなかで、コースの変更や地蔵や神社の位置が実際と異なっていたことから修正が多々

生じたものの、実際に何度も現地に足を運ぶことで最終的には正確な地図を作成すること

ができた。 
 そして第 4 章では、ハイキング参加者に対するアンケート調査の分析結果を提示した。

ここから明らかになった課題として、女性や若年層を意識した企画、府外参加者の増加、

スタンプラリーの効果に対する再検討、などが必要であると指摘した。 
最後に第 5 章では、今回の取り組みに関する全体的な評価を実施した。とりわけ課題と

して、経済面における活性化が十分でなかったことが挙げられた。 
これらの考察より私たち学生が重要と感じた課題を提起する。まず１つ目は、スタンプ

ラリーである。今回のハイキングでは、お客様がスタンプを集めて景品をもらうことが目

的となり、地蔵や神社の由緒等について学生が十分にガイドをすることができなかった。

各場所に配置していた学生は、参加者にスタンプを押すだけが中心となっていた。これは

企画・準備をするうえで事前に想定できたことでもあるので、企画・準備力不足であった

と考えられる。 
2 つ目は、アンケート調査より得られた課題である。当日のアンケート調査では回答者の

9 割以上が 50 代以上の中高年齢層であり、若年層の参加者が少ないことが明らかとなった。

また男女の比較でも男性は約 7 割、女性は約 3 割と、男性参加者の比率が非常に高かった

ことも判明した。したがって、若年層や女性も興味を持つような企画を考えることが今後

において重要であると考えられる。 
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 私たち学生は、このハイキングを企画・準備・実施するなかで様々なことを学ぶことが

できた。まずはハイキングを企画してマップを作成するにあたり、実際に現地へ足を運び、

考えることが大切であると実感した。インターネットや書籍などの資料だけでは東大阪の

歴史や、まちの雰囲気、地蔵の由緒等について十分に知ることはできなかった。マップを

作成する際にも実際に足を運ばなければ正確な位置や距離も分からないため、何度も修正

を加えた。このようなことから、実際に足を運ぶことで学ぶものが大きいと実感した。 
 さらに、今回の取り組みを通じて、ゼミナールの目的である観光を通じた地域活性化を

達成し、持続する難しさを感じた。当日は、603 名の参加者がハイキングコースを歩いて、

東大阪市に数多くある地蔵を目にして歴史を知るということで、地域活性化に結びついた

と考えられるかもしれない。しかし、これは単にハイキングを実施した当日がにぎわった

ということであり、地域活性化の「持続性」は達成しておらず、また違った企画を練って

工夫を施すことが必要であると気付いた。 
 このハイキングを終えて評価できる点としては、私たち学生一人一人が、この取り組み

に関わる重要な一員であることを自覚し、責任感を持ちながら一致団結することができた

ことである。それぞれの班に分かれて自分がやるべきことを明確にし、ゼミナールの授業

時間はもちろん、授業時間外にも自主的に集まって作業を実施し、現地に足を運ぶなどし

て活動に取り組んだ。 
アンケート調査の結果からは多くの反省点や課題が見えてきたが、これは現在の私たち

学生の課題であり、次につなげるべきものであると認識することができた。この取り組み

に携わることができなければ、実際に自分自身で企画から準備・実施をする難しさ、やり

がい、達成感を味わうことはできなかった。今回は 2 年生が中心となって活動して、その

結果、最後までやり遂げたことは大きな自信に結びついた。今回の経験を通して学んだこ

とを、これからのゼミナール活動に活かしていきたいと思う。 
最後に、私たち学生に、こうした貴重な学びの場をご提供くださった近鉄布施駅、なら

びに関係する皆様に、厚く御礼を申し上げる。 
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補遺① アンケート票 
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補遺② アンケート回答者における乗車区間と支払運賃の一覧 

乗車駅 乗換駅 下車駅 近鉄線運賃 その他線運賃 

大和西大寺   布施 880   
近鉄奈良   布施 980   
学園前   布施 800   
東花園   布施 420   
三田市町   布施 520 1100 
千船 野田阪神→大阪難波 布施 520 760 
東花園   布施 420   
近鉄郡山   布施 980   
生駒   布施 700   
興戸   布施 1240   
丹波橋 京橋→鶴橋 布施 300 1100 
興戸   布施 1240   
大阪難波   布施 520   
金剛 大阪難波 布施 520 880 
加美 俊徳道 布施 300 360 
柏原 鶴橋 布施 300 600 
高見ノ里 大阪阿部野橋→天王寺

→鶴橋 
布施 1120 240 

大阪上本町   布施 420   
大和西大寺   布施 880   
大和八木   布施 1120   
道明寺   布施 1000 240 
大物   布施 1180   
富雄   布施 700   
王寺 天王寺→鶴橋 布施 300 920 
諏訪森 日本橋→近鉄日本橋 布施 420 1000 
東花園   布施 420   
寺田   布施 1380   
河内永和   布施 300   
奈良 JR河内永和→河内永和 布施 1280 300 
高井田 森ノ宮→鶴橋 布施 300 720 
障葉 京橋→鶴橋 布施 300 1020 
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西大寺   布施 880   
橿原神宮前   布施 1120   
高の原   布施 980   
緑橋   布施 300 600 
五位堂   布施 880   
緑橋   布施 300 360 
五位堂   布施 880   
長瀬   布施 300   
吉田 生駒 布施 940   
王寺 柏原→堅下 布施 600 360 
八尾 九宝寺→俊徳道 布施 300 360 
筒井 大和西大寺 布施 1120   
杉本町 天王寺→鶴橋 布施 300 360 
恩智   布施 520   
春木 新今宮→鶴橋 布施 300 1200 
新加美 俊徳道 布施 300 320 
菜畑 生駒 布施 700   
中もず 天王寺→谷町九丁目→

鶴橋 
布施 300 640 

五位堂   布施 880   
法善寺   布施 300   
新ノ口 大和八木 布施 1120   
天下茶屋 日本橋→鶴橋 布施 300 480 
富雄   布施 700   
八尾 九宝寺→俊徳道 布施 300 360 
二上   布施 400   
八尾 九宝寺→俊徳道 布施 300 360 
学園前   布施 800   
恩智   布施 520   
西宮 大阪難波 布施 520 720 
北野田 三国ケ丘→天王寺→鶴

橋 
布施 300 860 

鶴橋   布施 300   
河内国分   布施 700   
天王寺 鶴橋 布施 300 240 
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花園 京都→大阪→鶴橋 布施 300 1940 
尼崎 大阪→鶴橋 布施 300 600 
西田辺 大阪難波 布施 520 480 
若江岩田   布施 420   
富雄   布施 700   
西神中央 三ノ宮→大阪→鶴橋 布施 300 2080 
東山 生駒 布施 800   
桜ノ宮 鶴橋 布施 300 320 
学園前   布施 800   
河内花園   布施 420   
若江岩田   布施 420   
京田辺 京橋→鶴橋 布施 300 1340 
河内松原 天王寺→鶴橋 布施 520 500 
守口 大阪上本町 布施 420 560 
東生駒   布施 700   
野口 津田、放出、河内永和 布施 300 1240 
都島 大阪上本町 布施 420 560 
王寺   布施 980   
高鷲   布施 1020   
喜志 あべの橋 布施 800 420 
若江岩田   布施 420   
八尾   布施 420   
弥刀   布施 420   
河内松原 あべの橋 布施 520 420 
河内永和   布施 300   
新加美 河内永和 布施 300 320 
喜志 あべの橋 布施 800 420 
大和八木   布施 1120   
学園前   布施 800   
生駒   布施 700   
富雄   布施 700   
生駒   布施 700   
八尾   布施 420   
恵我ノ荘 あべの橋 布施 600 420 
学園前   布施 800   
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鶴橋   布施 300   
藤阪 河内永和 布施 300 780 
久宝寺口   布施 420   
河内天美 あべの橋 布施 520 420 
菖蒲池   布施 800   
花園   布施 420   
高の原   布施 980   
北信太 あべの橋 布施 600 420 
松阪   布施 3120   
三宮 尼崎 布施 520 820 
大和西大寺   布施 880   
筒井   布施 1120   
筒井   布施 1120   
平城   布施 880   
筒井 大和西大寺 布施 1120   
平城 大和西大寺 布施 880   
今里   布施 300   
山田川 大和西大寺 布施 980   
関屋 河内国分 布施 700   
長原 谷町九丁目→鶴橋 布施 300 560 
生駒   布施 700   
関屋 河内国分 布施 700   
瓢箪山   布施 520   
関屋 河内国分 布施 700   
学園前   布施 800   
石切   布施 600   
新大宮   布施 880   
宇治山田   布施 3600   
京橋 鶴橋 布施 300 320 
生駒   布施 700   
堅下   布施 600   
小倉 大久保→大和西大寺 布施 1500   
住吉大社 大阪難波 布施 520 420 
駒川中野 谷町九丁目→鶴橋 布施 480 300 
堺 大阪難波 布施 520 520 
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住吉大社 大阪難波 布施 520 420 
堺 大阪難波 布施 520 520 
橿原神宮前 大和八木 布施 1120   
宇治山田   布施 3600   
阿倍野 谷町九丁目→鶴橋 布施 300 480 
上本町   布施 420   
真菅 河内国分 布施 980   
学研北生駒 生駒 布施 920   
学園前   布施 800   
鶴橋   布施 300   
大和西大寺   布施 880   
松阪   布施 3120   
八尾 久宝寺→河内永和 布施 300 360 
伊勢中川   布施 2900   
住道 河内永和 布施 300 360 
祇園四条 京橋→鶴橋 布施 300 1120 
伊勢中川   布施 2900   
住道 河内永和 布施 300 360 
小倉 新田辺→大和西大寺 布施 1500   
大和高田   布施 880   
河内小阪   布施 300   
白庭台 生駒 布施 920   
菜畑 生駒 布施 700   
王寺 俊徳道 布施 300 780 
生駒   布施 700   
南生駒   布施 700   
尼ヶ辻   布施 880   
弥刀   布施 420   
御殿山 京橋→鶴橋 布施 300 980 
羽衣 大阪難波 布施 520 760 
富雄   布施 700   
富雄   布施 700   
鶴橋   布施 300   
恩智   布施 520   
近鉄郡山   布施 980   
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恩智   布施 520   
庄内 大阪→鶴橋 布施 300 740 
大和八木   布施 1120   
大和八木   布施 1120   
近鉄郡山   布施 980   
弥刀   布施 420   
弥刀   布施 420   
三山木   布施 1120   
浅香 鶴橋 布施 300 440 
新石切 生駒 布施 920   
菖蒲池   布施 800   
菖蒲池   布施 800   
玉出   布施 540 480 
学園前   布施 800   
恵我ノ荘 天王寺→鶴橋 布施 500 600 
東花園   布施 420   
東花園   布施 420   
西ノ京 大和西大寺 布施 880   
高安   布施 520   
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補遺③ 当日の様子 

 
補図 3-1 受付の様子（布施駅コンコース） 
 
 

 
補図 3-2 道案内地蔵 

https://daishodai.manaba.jp/ct/course_10211_project_47654_bbsfile_3758103863_1879057332_48698/PA130010%20(2).JPG?view=fullsize
https://daishodai.manaba.jp/ct/course_10211_project_47654_bbsfile_3758103863_1879057332_1879057331/PA130024.JPG?view=fullsize
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補図 3-3 深江稲荷神社 
 
 

 
補図 3-4 如意輪観音地蔵 
 
 

https://daishodai.manaba.jp/ct/course_10211_project_47654_bbsfile_3758103863_1879057332_2147492035/PA130030.JPG?view=fullsize
https://daishodai.manaba.jp/ct/course_10211_project_47654_bbsfile_3758103863_1879057332_1610621063/PA130052%20(2).JPG?view=fullsize
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補図 3-5 高井田地蔵 
 
 

 
補図 3-6 渡シ地蔵 
 

https://daishodai.manaba.jp/ct/course_10211_project_47654_bbsfile_3758103863_1879057332_1073754183/PA130058%20(2).JPG?view=fullsize
https://daishodai.manaba.jp/ct/course_10211_project_47654_bbsfile_3758103863_1879057332_2684361749/PA130068%20(2).JPG?view=fullsize
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補図 3-7 西岸地蔵 
 
 

 
補図 3-8 御厨地蔵 
 
 

https://daishodai.manaba.jp/ct/course_10211_project_47654_bbsfile_3758103863_1879057332_536877828/PA130078%20(2).JPG?view=fullsize
https://daishodai.manaba.jp/ct/course_10211_project_47654_bbsfile_3758103863_1879057332_2415928151/PA130105%20(2).JPG?view=fullsize
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補図 3-9 天神社 
 
 

 
補図 3-10 辻の地蔵 
 
 

https://daishodai.manaba.jp/ct/course_10211_project_47654_bbsfile_3758103863_1879057332_3221235829/PA130116.JPG?view=fullsize
https://daishodai.manaba.jp/ct/course_10211_project_47654_bbsfile_3758103863_1879057332_1342191789/PA130120.JPG?view=fullsize
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補図 3-11 長田神社 
 
 

 
補図 3-12 首つき地蔵 
 
 

https://daishodai.manaba.jp/ct/course_10211_project_47654_bbsfile_3758103863_1879057332_3489667976/PA130211.JPG?view=fullsize
https://daishodai.manaba.jp/ct/course_10211_project_47654_bbsfile_3758103863_1879057332_3758104697/PA130142.JPG?view=fullsize
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補図 3-13 アミューズメント産業研究所（大阪商業大学） 
 
 

 
補図 3-14 アンケートの様子（大阪商業大学正門付近） 
 

https://daishodai.manaba.jp/ct/course_10211_project_47654_bbsfile_3758103863_1879057332_1610621064/PA130163.JPG?view=fullsize
https://daishodai.manaba.jp/ct/course_10211_project_47654_bbsfile_3758103863_1879057332_2952797070/PA130175.JPG?view=fullsize
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補図 3-15 学生食堂「S-terrace」（大阪商業大学） 
 
 

 
補図 3-16 谷岡記念館（大阪商業大学） 
 
 

https://daishodai.manaba.jp/ct/course_10211_project_47654_bbsfile_3758103863_1879057332_2147492036/PA130191.JPG?view=fullsize
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