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事業の名称等

令和元年６月５日（水）　　午後７時から

熊谷駅正面口駅前広場　（別紙参照）

　ラグビーワールドカップ2019
ＴＭ

の開催に向け、暑さ対策、景観及びユニバーサルデザイ
ンに配慮し、平成29年度から整備を進めてきた熊谷駅正面口駅前広場改修工事等が５月末
に竣工するため、完成記念式典を開催します。

【式典内容】
　・ラグビーモニュメント点灯式
　・デジタルサイネージ除幕式
　・シェルター演出照明点灯式
【式典参加者】
　市長、市議会議長、市議会総務文教常任委員長、市議会都市建設常任委員長、
　ＪＲ東日本熊谷駅長、埼玉県北部地域振興センター、バス事業者、タクシー事業者、
　埼玉県ラグビーフットボール協会
【改修工事の経過】
　平成28・29年度　　　　　 測量及び実施設計
　平成29年度～令和元年5月　改修工事

特徴やPRポイント
熊谷駅正面口駅前広場改修工事等の特徴

【暑さ対策】連続シェルター、冷却ミスト、歩道に遮熱透水性平板の設置
　タクシープールに遮熱性塗料塗布
【景観】ピクトグラムを使用した統一性のある案内板の設置、
　シェルター内にカラーＬＥＤの演出照明の設置
【ユニバーサルデザイン】多言語対応の電子案内板（デジタルサイネージ）を設置、
　タクシー乗り場にスロープ設置、一部歩道拡幅
【その他】ラグビーモニュメントの設置、
  バス・タクシー乗降場にはロータリー側にもシェルターを設置

・シェルター演出照明点灯式では、式典オリジナルの照明プログラムで、今回限りの演出
となります。

資料の有無（　　有　　・　 　無　　）

式典・デジタルサイネージ：都市計画課　渡辺　0493-39-4814

駅前広場改修工事：道路課　宇佐美　048-524-1421　

ラグビーモニュメント：ラグビーワールドカップ2019推進室　吉野　048-524-1111（内線349）

熊谷市
記者クラブ取材情報

　　　熊谷駅正面口駅前広場　完成記念式典
（ラグビーモニュメント点灯式、デジタルサイネージ除幕式、シェルター演出照明点灯式）

令和元年５月３０日発表
担当課 ： 都市計画課



熊谷駅正面口駅前広場 完成記念式典
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熊谷駅正面口駅前広場 工事概要

駅前広場南側(駅舎側)歩道幅 　1ｍ拡幅

タクシー乗 り場にスロープ設置

バス ・タクシーサイン看板の設置

連続シ ェルターの設置

　  　  冷却ミス トの設置

遮熱透水性平板ブロ ックに打替(歩道)

歩車道間に横断防止柵の設置

　車道舗装打替

ユニバーサルデザイン

暑さ対策

景観

その他
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⑩

　演出照明の設置(シ ェルター内 ）

　   　防犯カメラの設置⑪

⑧

遮熱性舗装に打替(タクシープール)



2019年3月、熊谷駅正面口駅前広場に2台のデジタルサイネージを設置しました。
ラグビーワールドカップ2019™️の開催都市として、熊谷市を訪れる方にとって、新たな情報発信ツールとして

活用します。使いやすく、分かりやすいタッチ式ディスプレイは、多言語対応の地図をはじめ、
熊谷ラグビー場、歓喜院聖天堂などの市内の見どころスポットやバスのりばなどを案内します。

広報サイネージは、市内で開催されるイベントなどを動画や画像で発信し、市の魅力をPRします。

誰にでも分かりやすく、操作しや
すい画面構成で、行き先やのり
ば、時刻表、バス＋徒歩での行
き方案内など、移動手段に応じ
た情報を提供します。

街を楽しむ人のために検索機能
を設けました。スマートフォンとも
連携し、バスから徒歩まで、初め
て訪れる来訪者も安心して移動
できるように配慮しています。

さまざまなコンテンツを発信で
きるデジタルサイネージの特長
を生かし、静止画、動画などで
市内の観光・イベント情報をタ
イムリーにお知らせします。

災害時には、通常コンテンツから切
替を行うことができます。また、この
サイネージは内部にスピーカーを備
えており、映像と音によるインパクト
のある情報を届けることもできます。

バスなどの利用に
必要な情報を提供

検索とトータルナビで
まち歩きも安心

観光スポットや
イベント情報を提供

いざというときには、
災害時コンテンツを表示

さまざまな情報の

発信ツールとして

活用します

Information熊谷市

タッチ式ディスプレイ 広報サイネージ

熊谷駅正面口

誰もが使いやすい
デジタルサイネージ を

に設置



英語 中国語

韓国語

「ここへ行く」ボタンを押すと、
案内が表示され、ＱＲコード
を読み取り、情報をスマホで
持ち歩くことができます。帰
路検索やバス停からの徒歩
ルートも見ることができます。
時刻表も見られます。

タッチ式ディスプレイではどんなことが わ かるの？

地図は、多言語（英語、中国語、韓国語）に対
応しています。下の言語バーで切替ができます。
＋－ボタンで拡大、縮小もできます。スマホと同
様に、指で移動や拡大、縮小もできます。

市内の主な見どころと公共施設の案
内が多言語で見られます。
また、「ここへ行く」ボタンを押すと、バス
と徒歩での行き方を案内します。

熊谷駅周辺にあるトイレ、エレベー
ター、コインロッカー、喫煙所、授乳

室・子供用おむ
つ換えベッド、
交番、観光案
内所の場所を
地図とピクトグ
ラムで案内して
います。

ラグビーワールドカップ2019™️の会場で
ある熊谷ラグビー場、陸上競技場、彩の
国熊谷ドームのある熊谷スポーツ文化公
園の案内、行き方が見られます。

国宝に指定されている歓喜院聖天堂や
境内の建物の案内、行き方が見られます。

熊谷駅正面口駅
前広場に建立され
ている「熊谷次郎
直実公像」と、「熊
谷次郎直実」の人
物紹介を多言語
で見られます。

バスのりば（正面口、南口）を多言語
で見られます。また、バス停名が分かっ
ているときには、バス停名から検索し、

「ここへ行く」ボ
タンを押して直
近のバス時刻を
調べられます。

ちょっと便 利な機 能

地　図

見どころ/公共施設

周辺施設案内

熊谷スポーツ文化公園案内 聖天山歓喜院聖天堂案内

熊谷次郎直実公像案内

バスのりば案内

バス停名検索

取扱いに
注意!!

タッチ式ディスプレイは、静電感知式ですので、やさしくタッチ
してください！　二本指、長押しでは感知しないことがあります。
その場合、指先でやさしくタッチしてみてください。

熊谷市都市整備部都市計画課 TEL :0493-39-4814

４６インチフルハイビジョンモニター２台、操作用ＰＣ１台、筐体制作・設置、通信回線設置

公募型プロポーザル方式により、都築電気株式会社を選定。
協力事業者として、株式会社ナビタイムジャパン：タッチ式サイネージ
株式会社Will Smart：広報サイネージ、筐体制作
日本信号電子サービス株式会社：筐体設置
都築テクノサービス株式会社：通信回線設置
※この事業は、埼玉県ふるさと創造資金の補助を受けています。

デジタルサイネージ設置事業 概要



 アルミ鋳物で作成されたスクリーン部分は疾
走感のあるラグビーの１シーンを再現していま
す。 

熊谷市  Information 

「ラグビーロード」が 
誕生しました！ 

 熊谷市にとって歴史的なイベントである「ラグビーワールドカップ2019ＴＭ」。 
その開催を記念して、熊谷駅～熊谷ラグビー場の道路愛称を、 

平成３０年４月１日から『ラグビーロード』としました。 
 

市の玄関口にはラグビーをモチーフにしたモニュメントを。 
ラグビー場までの道中には移動の目安となる案内サインや、 

安心・安全に移動できるように照明灯を設置。 
より多くの人々にラグビータウン熊谷の魅力をアピールします。 

迫力あるモニュメント 

ラグビータウン熊谷の象徴に 
 
高さ3.1ｍ、幅4.7ｍの迫力あるモ
ニュメントです。 

石材部分は耐久性に優れた白御
影石、スクリーン部分は鋳物の街、
埼玉県川口市で製作されたアルミ
鋳物を使用しています。 
御影石に彫られている文字は、 
富岡 清市長の直筆で、ラグビー 

タウン熊谷への熱い気持ちが込
められています。 

夜にはライトアップ! 
 

モニュメントは照明設備を備え、
夜間でもその存在感を示します。 

熊谷次郎直実公の銅像と調和の
取れた配置や照度となっており、
新たな熊谷駅の顔としてお客様を
お迎えします。  

昼間とは違った顔を見せるモニュ
メントは必見です。 
 
  

ＪＲ熊谷駅 
正面口 交通島 
に１基設置 



ラグビータウン熊谷の機運醸成に 
 
ラグビー場までの足取りを軽く、そして 

来場者の気分を高揚させるために、ラグ
ビーモチーフであり、バナーが設置可能
な照明灯を設置しました。 
今後のスポーツイベントや、熊谷市を 
本拠地とするパナソニック ワイルドナイツ

のバナーを設置するなど、機運醸成の一
翼を担ってくれることでしょう。 

令和元年６月からはラグビータウン熊谷
の新しいスローガンである「スクマム！ク
マガヤ」のバナーが設置されます。 

夜間の安心・安全性を高める 
 

熊谷ラグビー場までの主要な徒歩経路で
あるラグビーロード。 
改修工事を終えた熊谷ラグビー場は、 
照明設備が充実し、夜間の試合も開催 
可能となりました。 

徒歩による来場者や沿線住民の安心・安
全と防犯の観点から、照明灯は交差点部
や既設の照明灯とのバランスを考えて配
置しました。  
 
 

本件に関する 
お問い合わせ先 

 熊谷市 総合政策部 ラグビーワールドカップ2019推進室 
 TEL：048-524-1111（代表）  FAX：048-525-9335 Ｅ-ｍａｉｌ：rugbywc@city.kumagaya.lg.jp 

ラグビーモチーフの照明灯 

※モニュメント、照明灯、愛称板・案内サインの整備は、埼玉県ふるさと創造資金の補助を受けています。 

ラグビーロードの 
         愛称板 
 
｢熊谷駅｣から｢くまがや 
ドーム入口交差点｣の 
ラグビーロードの区間に 
愛称板を設置しました。 
１人でも多くの皆さんに 

道路愛称を覚えていた
だき、親しまれる 
『ラグビーロード』に 
なることを願っています。 

わかりやすい 
      案内サイン 
  
ラグビーロード上に、 

熊谷スポーツ文化公園
までの案内サインを設
置しました。 

盤面には日本語と距離
の表記のほかに、 
ピクトグラムと英語の 
表記を施し、誰にでも 
わかりやすい 
案内サインとしました。 

愛称板と案内サイン 

ラグビーロード 

ラグビーロード
に６基設置 

ラグビーロード
に８基設置 

ラグビーロード
に１５基設置 


