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はじめに 

この冊子は、「ピクニックタウン☆多摩区」を形成するための基礎調査の結果をま

とめたものです。 

現在多摩区役所では、多摩区に大勢の人が“来て”、さまざまな魅力ある資源や人

を“見て”、その魅力を“実感”してもらうための、タウンセールス事業に取り組ん

でいます。その一環として、平成 25 年度に「魅力アップアイデアコンテスト」を

実施し、「ピクニックタウン☆多摩区」の提案が特選に選ばれました。 

「ピクニックタウン☆多摩区」は、多摩区には生田緑地や多摩川等豊かな自然環

境、藤子･Ｆ･不二雄ミュージアムや民家園、岡本太郎美術館等特色ある文化施設が

あり、これらの資源を活かして、多摩区らしいピクニックタウンを実現しようとい

うものです。 

この提案を受け、平成 27 年度からピクニックをテーマとしたまちづくりを展開

するに当たり、今年度は基礎調査を行いました。 

基礎調査では、まず多摩区内のピクニックに関連する資源を、地理的資源、人的

資源、既存事業・催事の 3 つに分類し、現状を把握しました。また、子育て支援、

自然環境保全・活用等ピクニック関連の団体・グループを対象としたヒアリングや

ワークショップを実施しました。そこで出された意見や提案を踏まえて、「ピクニッ

クタウン☆多摩区」の基本的な考え方や実現に向けた方向性、実現する上の課題や

課題解決に向けたアイデアを整理しました。 

なおここに掲載されたアイデアは、来年度から着手可能なものから、中・長期的

にじっくりと時間をかけて取り組むものまで、実施時期はざまざまです。また、検

討の熟度や実現の可能性も一様ではありません。今後は、これらのアイデアに優先

順位を付け、取捨選択する中で、多摩区役所と区民の協働の下、ピクニックタウン

☆多摩区の実現に向けて取り組んでいただけるとさいわいです。 

最後に、ヒアリングやワークショップにご協力いただいた皆さんに感謝するとと

もに、今後のご支援、ご協力をお願いする次第です。 

平成 27年 3月 
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１ なぜ「ピクニックタウン☆多摩区」か？ 

（１）多摩区には魅力的な資源がいっぱいある 

多摩区は、生田緑地や多摩川をはじめとする豊かな自然環境に恵まれたまちです。「川崎

市緑の基本計画 改定版」（平成20年 3月発行）によると、自然的環境（樹木の集団300

㎡以上）の分布状況は、7区中麻生区に継いで第2位となっています。また、公園緑地面

積（平成 23 年 3 月 31 日現在）は区内 1 位で、全市の公園緑地面積の約 22％を占め、

市民一人当たりの公園面積は 7.36 ㎡です。市街地内にはまだたくさんの農地が残ってお

り、「川崎市農業実態調査」（平成24年度）によると、稲の延作付け面積は、7区合計912.2a

中、多摩区は457.6ａと約５割を占めています。また、果樹栽培も盛んで、ナシ、ミカン、

ユズ、モモの収穫量は、7区中第1位となっています。 

多摩区には、特色ある文化施設や歴史的な社寺・史跡も多数立地しています。とくに生

田緑地一帯には、岡本太郎美術館、日本民家園、藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム、宙と緑

の科学館、ばら苑等の特色ある施設が集積しており、藤子・Ｆ・不二雄ミュージアムの入

場者数は、平成26年 9月 20日に150万人を越えました。 

また多摩区は人的資源にも恵まれており、子育て支援や自然環境の保全・活用などに取

り組む各種団体・グループが熱心に活動をしています 

 これらの資源を有効に活用することで、多摩区ならではの特色あるまちづくりを展開す

ることができます。 

多摩区は、自然的資源、歴史・文化的資源、人的資源に恵まれ

ており、これらの資源を活かしたまちづくりが可能です。 

水辺 

緑 

歴史・文化施設 

農地 
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【参考】多摩区の主な自然的資源 

№ 内  容 住  所 分類 

１ 多摩自然遊歩道 遊歩道 

２ 稲田公園 菅稲田堤2 9 1 公園・緑地 

３ 菅仙谷緑地 菅仙谷 公園・緑地 

４ 菅小谷緑地 菅仙谷 公園・緑地 

５ 小沢城址特別緑地保全地区 菅仙谷1丁目 公園・緑地 

６ 小沢城址ふれあいの森 菅仙谷1丁目6511 公園・緑地 

７ 菅さくら公園 菅仙谷3丁目13 14 公園・緑地 

８ よみうりランド 菅仙谷4丁目1 1 公園・緑地 

９ 西菅公園 菅北浦4丁目13 公園・緑地 

10 菅北浦緑地 菅北浦5丁目4 1 公園・緑地 

11 中野島ふれあい緑地 中野島 公園・緑地 

12 神木本町緑地 長尾 公園・緑地 

13 生田緑地ばら苑 長尾 2 8 1 公園・緑地 

14 東高根森林公園 長尾 7丁目14 25 公園・緑地 

15 三田第7緑地 三田2丁目1 公園・緑地 

16 三田第1公園 三田 4丁目5 公園・緑地 

17 生田寒谷特別緑地保全地区 生田 5丁目 公園・緑地 

18 生田ふれあいの森 生田 5丁目1967-17 公園・緑地 

19 生田浄水場配水池 生田 5丁目29 6 公園・緑地 

20 生田東五反田特別緑地保全地区 生田 8丁目3485 公園・緑地 

21 南生田公園 南生田1丁目8 公園・緑地 

22 春秋苑 南生田7丁目25 23 公園・緑地 

23 南生田7丁目緑地 南生田7丁目6 公園・緑地 

24 生田榎戸特別緑地保全地区 枡形 2丁目、4丁目 公園・緑地 

25 東生田緑地 日向の森（市民健康の森） 枡形 4丁目 公園・緑地 

26 生田緑地 枡形 7丁目1-4 公園・緑地 

27 川崎国際生田緑地ゴルフ場 枡形 7丁目1 10 公園・緑地 

28 南生田調整池 栗谷 1丁目7 15 公園・緑地 

29 寺尾台緑地 寺尾台1丁目 公園・緑地 

30 菅馬場谷特別緑地保全地区 寺尾台2丁目8 6 公園・緑地 

31 多摩特別緑地保全地区 こもれびの森（麻生区） 麻生区多摩美1丁目29 3 公園・緑地 

32 麻生区市民健康の森（麻生区） 麻生区多摩美2丁目22－40 公園・緑地 

33 多摩美ふれあいの森（麻生区） 麻生区多摩美2丁目53他 公園・緑地 

34 多摩川 河川 

35 二ヶ領用水 宿河原線沿い 河川 

36 二ヶ領用水 河川 
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【参考】多摩区の主な寺社・歴史的資源 

№ 内  容 住  所 分類 

１ 光明院 登戸１２５３ 神社仏閣 

２ 丸山教本庁 登戸１２７８ 神社仏閣 

３ 長念寺 登戸１４１６ 神社仏閣 

４ 登戸稲荷社 登戸２２９７ 神社仏閣 

５ 善立寺 登戸２４７４ 神社仏閣 

６ 北向地蔵・馬頭観音 登戸 3415 神社仏閣 

７ 寿福寺 菅仙谷２丁目３４ ２７ 神社仏閣 

８ 玉林寺 菅馬場２丁目２０ １ 神社仏閣 

９ 菅の六地蔵 菅北浦２丁目１ 府中街道 神社仏閣 

10 長松寺 菅北浦２丁目７ １９ 神社仏閣 

11 薬師堂 菅北浦４丁目１６ ２ 神社仏閣 

12 玉林寺 菅北浦５丁目１ ２７ 神社仏閣 

13 子之神社 菅北浦５丁目４ １ 神社仏閣 

14 中野島稲荷神社 中野島１丁目１６ ２ 神社仏閣 

15 堰稲荷神社 堰２丁目５ ２０ 神社仏閣 

16 龍厳寺 堰３丁目１１ ２５ 神社仏閣 

17 船島稲荷神社 宿河原１丁目６ ６ 神社仏閣 

18 宿河原八幡宮 宿河原3-21-11 神社仏閣 

19 常照寺 宿河原３丁目１１ ３ 神社仏閣 

20 綱下げ松・松寿弁財天   宿河原6丁目50 神社仏閣 

21 新明国上教会 宿河原６丁目８ １７ 神社仏閣 

22 妙楽寺 長尾 3-9-3 神社仏閣 

23 長尾神社 長尾３丁目１０ １ 神社仏閣 

24 土渕不動院 生田５丁目２８ １ 神社仏閣 

25 杉山神社 西生田３丁目３ ２ 神社仏閣 

26 観音寺 武州稲毛七福神生田（恵比寿） 多摩区生田7-17-8 神社仏閣 

27 安立寺 武州稲毛七福神（毘沙門天） 多摩区東生田１－２７－１ 神社仏閣 

28 長沢の六地蔵 長沢 神社仏閣 

29 盛源寺 武州稲毛七福神（弁財天・寿老人）   長沢１－２９－６  神社仏閣 

30 諏訪社 長沢 4-7-1 神社仏閣 

31 安立寺 東生田１丁目２７ １ 神社仏閣 

32 廣福寺 武州稲毛七福神（大黒天） 枡形６－７－１ 神社仏閣 

33 須賀神社 栗谷３丁目１８ ５ 神社仏閣 

34 小沢城跡 菅仙谷１丁目３ ２９ 遺跡 

35 長尾台遺跡（ふじやま遺跡公園） 長尾６丁目１０ １ 遺跡 

36 枡形城跡 枡形６丁目５ １２ 遺跡 

37 寺尾台廃堂跡 八角堂跡 （寺尾台第2公園） 寺尾台２丁目８ 遺跡 
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【参考】多摩区の主な文化的資源

№ 内  容 住  所 分類 

1 川崎市多摩スポーツセンター 菅北浦４丁目１２ ５ 観光施設 

2 菅郷土資料館 菅野戸呂14-33 観光施設 

3 二ヶ領せせらぎ館 宿河原１丁目５ １ 観光施設 

4 川崎市緑化センター 宿河原６丁目１４ １ 観光施設 

5 川崎市藤子・F・不二雄ミュージアム 長尾２丁目８ １ 観光施設 

6 明治大学平和教育登戸研究所資料館 東三田１丁目３ １８ 観光施設 

7 生田緑地西口サテライト    枡形６丁目２６ ２ 観光施設 

8 日本民家園 枡形７ １ １ 観光施設 

9 かわさき宙と緑の科学館 枡形７ １ ２ 観光施設 

10 川崎市伝統工芸館 枡形７丁目１ ３ 観光施設 

11 生田緑地東口ビジターセンター 枡形 7丁目1 4 観光施設 

12 岡本太郎美術館 枡形７丁目１ ５ 観光施設 

13 日本女子大学 菅仙谷３丁目２０ ３ 大学 

14 明治大学 東三田１丁目１ １ 大学 

15 専修大学 東三田２丁目１ １ 大学 

16 東京都長沢浄水場  三田５丁目１ その他 

17 川崎市長沢浄水場  三田５丁目１ １ その他 

18 川崎市生田浄水場 生田３丁目２ ６ その他 
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【参考】多摩区の主な農的資源

№ 内  容 住  所 分類 

1 川崎市農業技術支援センター 菅仙谷３丁目１７ １ 観光施設 

2 玉喜たまき園 登戸 23 直売所 

3 玉六たまろく園 登戸 39 直売所 

4 〇岩園 登戸 623 直売所 

5 すみや梨園 登戸 650 直売所 

6 〇杉園 登戸 665 直売所 

7 ∧和梨園 登戸 806 直売所 

8 菅農産物共同直売所 菅 2-4-1 直売所 

9 ∧小 やまこ園 菅稲田堤 1-3-25 直売所 

10 まるや梨園（臨時店舗） 菅稲田堤 2-2-35 直売所 

11 高橋園芸 菅野戸呂 14-33 直売所 

12 中安果樹園 中野島 1-1 直売所 

13 田村果樹園 中野島 1-7-10 直売所 

14 中政梨園 中野島 1-9-12 直売所 

15 中浅園 中野島 2-10-3 直売所 

16 吉澤農園 中野島 3-1-24 直売所 

17 やまと園 中野島 3-17-7 直売所 

18 中〇イ園（なかまるいえん） 中野島 3-31-40 直売所 

19 宿しゅくスミヤ園 宿河原 2-17-22 直売所 

20 ∧モ（ヤマモ） 長尾 1-3-1 直売所 

21 わたや園 堰 2-3-11 直売所 

22 小林園 堰 2-5-28 直売所 

23 日の出園 堰 2-8 直売所 

24 あづま園 堰 3-14-23 直売所 

25 川崎園 堰 3-7-5 直売所 

26 石田果園 堰 3-9-3 直売所 

27 あさお育ち野菜即売所 宿河原 3-12-6 直売所 

28 河保かわやす園 宿河原 6-12-12 直売所 

29 山中梨園 宿河原 6-38-9 直売所 

30 山下園 長尾 5-10-1 直売所 

31 長安ながやす園 長尾 5-3-15 直売所 

32 ∧清やませい園 長尾 5-9-6 直売所 

33 松屋梨園 生田 3-4-10 直売所 

34 ∧与やまよ梨園 生田 3-4-14 直売所 

35 生田野菜即売会南口 生田 7-2-12 直売所 

36 生田野菜即売会 生田 7-8-1 直売所 

37 米山共同直売所 長沢 4-1-5、金子手芸店前 直売所 

38 関 野菜直売所 南生田 2-16-18 直売所 

39 南生田養鶏園 南生田 2-16-18 直売所 

40 ジョイファーム 南生田 5-4-3ドライフラワー店 直売所 

41 生∧文いくたのやまぶん梨園 
梨：生田3-12-9 
野菜：生田3-2-10 

直売所 
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人口減少、とくに社会減少を食い止めるためには、まちの魅力

をアップすることが求められます。 

（２）まちの魅力アップが求められている 

「新たな総合計画策定に向けた人口調査」（平成 26 年 8 月）によると、川崎市の総人

口は、2030（平成42）年まで増加を続け、ピーク値は152.2 万人になると想定されて

います。しかし多摩区の人口は、市の人口がピークを迎える2030年よりも15年ほど早

い2015（平成27）年の214,000人をピーク値として、7区の中で最も早く減少に転

じると想定されています。 

中でも子育て世代（25～44 歳）の人口減少が著しく、2010（平成 22）年の人口を

100とした場合10年後の2020（平成 32）年には、男性が85.2％、女性が87.7％、

さらに20年後には男性が68.0％、女性が74.8％と、大幅に減少します。（※） 

平成 25 年（1 月から 12 月）の人口動態を見ると、自然増減は 589 人の増加（自然

増減率 0.28％）に対して、社会増減は 279 人の減少（社会増減率－0.13％）であり、

社会減となっているのは多摩区のみです。 

人口の減少、とくに子育て世代を中心とする若い世代の減少は、産業の低迷や税収の減

少を招き、さらには地域活力やまちの魅力の低下に影響を与え、新たな人口流出を招くと

いう悪循環につながりかねません。この循環を断ち切るためには、まちの魅力をアップす

ることで、社会減から社会増へと転換させることが課題となります。 

※参考：一方、後期高齢者世代（75歳以上）は、2010年の人口を100とした場合10年後の2020

（平成32）年には、男性が163.5％、女性が159.1％、さらに20年後には男性が207.6％、

女性が198.7％と約倍に増加します。 

2015（平成27）年：214,000 人

まちの魅力アップ

人口減少から横ばい、増加へ… 

多摩区って、 

楽しい！！ 
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【参考】川崎市と多摩区の人口推計の推移    

出典：「新たな総合計画策定に向けた人口調査」（平成26年8月） 

【参考】子育て世代（25歳から44歳）と後期高齢世代（75歳以上）の人

口推移

出典：「新たな総合計画策定に向けた人口調査」（平成26年8月） 
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（３）ピクニックでまちの魅力を高める 

平成25年度に実施された「魅力アップアイデアコンテスト」で、「ピクニックタウン 多

摩区」（川崎泰之氏提案）が特選に選ばれました。これは、多摩区の多様な資源を活かし、

ピクニックをテーマにしたまちづくりを推進することによって、まちの魅力を高めようと

いう提案です。 

一方、「多摩区区民意識アンケート」（2012（平成 24）年 3 月）によると、近くにあ

る“公園が地域交流の場としてふさわしいと思う”人は約8割おり、また5割近い人が公

園に“子どもを安心して遊ばせられる活動”や“地域の人と交流できるきっかけづくりの

イベント”を求めています。 

ピクニックは、“野山に出かけて、遊んだり、食事を楽しむこと”を一般的には意味しま

す。しかし単なるレクリエーションとしてだけでなく、子育て支援、健康づくり、コミュ

ニティ活動の推進、産業の活性化等、さまざまな効果が期待できます。また、ピクニック

をテーマとしたまちづくりを進めることで、ピクニックを楽しむためのサービスや機能が

充実し、区民、とくに人口減少率の高い子育て世代にとって、魅力的なまちづくりが可能

となります。 

さらに、日常的にピクニックを楽しめるまちとは、身近にピクニックを実施できる自然

環境や施設が充実しているまちであり、ピクニックをテーマとしたまちづくりを進めるこ

とは、多摩区のイメージやブランド力を高めることにも結び付きます。 

多摩区とピクニック 
 多摩区でピクニックをテーマとしたまちづくりというと、意外な印象を受けるかも知れませ

ん。しかし実は、多摩区とピクニックはこれまでまったく縁が無かったわけではないので

す。 

 多摩川のほとりにある「稲田堤」は、かつては桜の名所として親しまれていました。1898

（明治 31）年に日清戦争に勝利したことを記念して、稲田村の人たちが多摩川右岸に桜を

植えたことに始まり、最盛期には 2,000 本もの桜が花を咲かせました。当時は遠方からも

多くの人が訪れ、満開の桜の木の下で飲食を楽しんだと言われています。残念ながら桜

は枯れてしまい、「多摩川稲田堤桜樹碑」だけが当時の面影を伝えています。 

 古賀政男が作曲した「丘を越えて」は、古賀政男が明治大学マンドリン倶楽部の後輩と

ともに稲田堤にハイキングに出かけた際の思い出を曲にしたものです。もともとは、「ピク

ニック」というタイトルで、マンドリン用の合奏曲として作曲されました。 

多摩区とピクニック 
 多摩区でピクニックをテーマとしたまちづくりというと、意外な印象を受けるかも知れませ

ん。しかし実は、多摩区とピクニックはこれまでまったく無縁だったわけではないのです。 

 多摩川のほとりにある「稲田堤」は、かつては桜の名所として親しまれていました。1898

（明治 31）年に日清戦争に勝利したことを記念して、稲田村の人たちが多摩川右岸に桜を

植えたことに始まり、最盛期には 2,000 本もの桜が花を咲かせました。当時は遠方からも

多くの人が訪れ、満開の桜の木の下で飲食を楽しんだと言われています。 

 稲田堤の桜は、北原白秋が作詞した『多摩川音頭』の一節にも歌われています。 

 咲いた咲いたよ  稲田のさくら  時は世ざかり  時は世ざかり  花ざかり 

残念ながら桜は枯れてしまい、「多摩川稲田堤桜樹碑」だけが当時の面影を伝えてい

ます。現在は、稲田公園が桜の名所となり、多くの人に親しまれています。 

また、古賀政男の代表曲として知られる「丘を越えて」は、古賀政男が明治大学マンドリ

ン倶楽部の後輩とともに稲田堤にハイキングに出かけた際の思い出を曲にしたもので

す。もともとは、「ピクニック」というタイトルで、マンドリン用の合奏曲として作曲されまし

た。 

 このように、多摩区民にとってピクニックは、身近な存在だったのです。 
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ピクニックタウンを活かしたまちづくり 

自然を感じながら 
心身ともに 

リフレッシュする 

健

さまざまな人との 
会話や交流を楽しむ 

交
見た目も楽しく 
地場の食を味わう 

食

ピクニック関連産業で
地域経済を活性化する

産

ピクニックタウンの
さまざまなアクション 

まちの魅力・価値の向上 

交流人口の増加 

多摩区に行ってみたい

流入人口の増加 

多摩区に住んでみたい

定住人口の増加 

多摩区に住み続けたい
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【参考】「ピクニックタウン 多摩区」（川﨑 泰之氏 提案）
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２ 「ピクニックタウン☆多摩区」の将来イメージ 

「ピクニックタウン☆多摩区」を実現することで、以下のような魅力的なまちになりま

す。 

（１）都市にいながらのんびりとしたライフスタイルを楽しむ 

都心からわずか 30 分圏内にある都市の利便性を享受しながら、豊かな自然環境に囲ま

れたのんびりとしたライフスタイルを楽しむことができます。子育て世代はもちろん、子

どもからお年寄りまで誰もが、緑や水辺に触れることで、ホッとできるゆとりと憩いの時

間を持つことが可能です。 

このような豊かな暮らしを全国に向けて発信することで、多摩区のイメージや地域ブラ

ンド力は向上し、多摩区を訪ねてみたい、そして多摩区に住んでみたいと思う人たちが増

え、人口減少に歯止めをかけます。さらに、このまちで子どもを育てたい、このまちに住

み続けたいと思う人も増加します。 

（２）楽しいワークショップと美味しい食べ物で元気になる 

年間を通じて、区内のさまざまな場所で日常的にピクニックイベントが開催されており、

原っぱ、河川敷、公園等で多様な形態のピクニックを楽しむことができます。ピクニック

イベントでは、多様な担い手による楽しいワークショップと区内の農水産物を活用した、

多摩区ならではの美味しい食べ物が用意されており、心身ともに元気になれます。 

一方、ピクニックイベントが開催されていない時でも、思い立ったら仲間を誘い合い、

近くの公園や原っぱに各自が自慢の食べ物を持ち寄ってピクニックを楽しみます。“お外遊

び”や“お外ご飯”が日常化します。 

（３）“ピクニック”をテーマに区民がつながる 

子育て支援、高齢者福祉、健康づくり、自然環境の保全と活用など、区内の多様なグル

ープがピクニックという共通のテーマの下につながることで、それぞれの活動に広がりが

生まれます。また、ピクニックを通して区民同士が触れ合うことにより、コミュニティの

輪が広がり、子育て世代や高齢者を支え合う仕組みが生まれます。 

一方、行政内部でもピクニックというテーマの下に関連する課間の横の連携が生まれ、

さらには区民と行政による協働のまちづくりが一層進展します。
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ピクニックとハイキング 
 “ピクニック”（picnic）と混同される言葉に“ハイキング”（hiking）がありますが、両者はま

ったく別のものです。ハイキングは「自然を楽しみながら野山などを歩くこと」（goo辞書）で

あり、歩くことに目的があります。一方のピクニックは「野山に出かけて遊んだり食事をす

ること」（goo 辞書）であり、遊びや食事が目的で、その場所までの行き方は問題ではあり

ません。もともとはヨーロッパで始まったものですが、日本でもお花見や野がけなどを楽し

む姿が、多くの浮世絵として残っています。 

 ピクニックというと、緑地にラグマットやレジャーシートを広げてお弁当を食べるイメージ

が強いですが、多摩区では、これまで見て来たように緑地以外にも水辺や森、公園など

多様な資源があることから、さまざまなピクニックを楽しむことが可能です。また、魅力的

な文化施設や歴史・伝統ある寺社等があることから、ピクニックの前後にそれらの資源を

楽しむこともできます。 

ピクニックタウンを目指す多摩区では、身近な場所で日常的にピクニックを楽しんでも

らう意味から、“お外遊び”や“お外ご飯”も、ピクニックとして位置づけます。「とくにピクニ

ックイベントが無い日でも、友だちや家族を誘い合って、気軽にピクニックを楽しめる」、そ

れが、ピクニックタウン☆多摩区です。 

歌川広重（初代）画「御殿山花見の図」部分 

ジョルジュ・スーラ画「グランド・ジャット島の日曜日の午後」 
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３ タウンプロモーションにおける「ピクニックタウン☆多摩区」推進の課題 

多摩区のタウンプロモーションとして、「ピクニックタウン☆多摩区」を推進するためには、 

川・森・農・原っぱなどの「豊かな自然資源で」、 

「四季折々に」、「多種多様な」ピクニックが楽しめる 

という多摩区ならではのオリジナリティを活かしつつ、以下の課題に対応したプロモーシ

ョンが必要となります。 

★共有と連携のネットワークづくり 

市民、NPO、企業、農家、行政など、様々な主体が、理念や方向性を共

有しつつ、連携していくことが必要である。 

 課題①：連携ネットワークの形成 

★「ピクニックタウン☆多摩区」を知る機会づくり

初動期においては露出度を高め認知率を上げることが重要です。また、単

に広告宣伝ではなく、「魅力を伝える」ということを意識しつつ、ターゲッ

トに届く効果的な情報発信をする必要がある。 

 課題②：「冠」（共通の名称やロゴマークなど）による情報発信 

 課題③：ターゲットに届く効果的な情報発信 

★「ピクニックタウン☆多摩区」を体験する機会づくり

タウンプロモーションの目標である「住み続けたい」につながるよう、単

発的な体験だけでなく、ファンやリピーターとなる関係づくりが必要です。 

 課題④：多様なピクニック体験の機会づくり 

 課題⑤：リピーターやファンにつなげる仕掛けづくり 

★「ピクニックタウン☆多摩区」の維持

それぞれの取組の顧客満足度やタウンセールス全体の目標に対する達成

度を常に確認し、品質を向上させていく必要があります。 

 課題⑥：PDCAやマニュアルによる品質管理 
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課題①：連携ネットワークの形成 

 「ピクニックタウン☆多摩区」の趣旨に賛同する市民、NPO、企業、農家、行政など、

様々な主体が、互いの取組を活かしながら連携できるよう、情報交流できる機会をつく

る必要があります。 

 情報交流に当たっては、連携する各主体の負担がないよう、ゆるやかなネットワーク

を形成することが課題となっています。 

□取組メニュー例 

アイディア 
アイディアの出どころ 検討 

ｽｹｼﾞｭｰﾙ WS ﾋｱﾘﾝｸﾞ その他 

情報交流会の開催（年1回程度） ○   短期 

ピクニックイベントカレンダー（団体向け） ○   短期 

フェイスブックによる各団体の情報交換 ○   中・長期 

ワークショップリストの作成  ○ ○ 中・長期 

□参考事例 

情報交流会の開催

江戸川区 公園ボランティア交流会 

 江戸川区の公園ボランティア交流会では、年

に1回、公園で活動しているボランティア団体

が集まり、毎年2～3団体が代表して活動の内

容を写真とコメントで紹介します。活動発表後

は、いくつかの島に分かれて、テーブル毎に互

いの活動の情報や悩みなどを話し合い、交流を

しています。 

参考 
URL 

http://www.edogawa-kankyozaidan.jp/files/fm/546d88481pqednhe0jkq_0_0.pdf 

ワークショップリストの作成

神戸市みなとの森公園「ピクニックピクニック」 

 2012年、2013年に神戸市みなとの森公

園で開催されたイベント「ピクニックピクニッ

ク」では、ピクニックをしながら多様なワーク

ショップに参加できるプログラムとなってお

り、参加したワークショップの名称や内容を一

覧的に見られるリストをホームページに掲載

しています。 
参考 
URL 

http://picnicpicnic.info/2013/category/workshop 

活動発表の様子 

ワークショップの 

一覧ページ 
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課題②：「冠」（共通の名称やロゴマークなど）による情報発信 

各団体が開催するイベントに「冠」をつけることで、「ピクニックタウン☆多摩区」

の露出度が増え、PR効果は高まります。「ピクニックタウン☆多摩区」の趣旨に沿った

事業を冠事業として位置づけ、名称を広く浸透させることが必要です。 

 そのためには、「ピクニックタウン☆多摩区」が目指す方向性や魅力を分かりやすく

伝えるために、共通するロゴマーク、キャッチフレーズ、音楽などを用います。またイ

ベントの開催時には統一のフラッグを立てるなど、誰にでもわかり易い形で関連性を印

象づけます。さらに、「冠」の使用を承認することによって、ピクニック関連イベント

の質を保つことも可能になります。 

子育て世代など感度が高く流行に敏感な人たちに受け入れられる、ロゴマークやフラ

ッグのデザイン、キャッチフレーズの作成が今後の課題です。 

□取組メニュー例 

アイディア 
アイディアの出どころ 検討 

ｽｹｼﾞｭｰﾙ WS ﾋｱﾘﾝｸﾞ その他 

共通名称の活用 ○   短期 

共通ロゴマークの使用 ○   中・長期 

共通キャッチフレーズの活用 ○ 中・長期

共通フラッグの活用 〇   中・長期 

□参考事例 

川崎市制90周年記念ロゴマークの使用

川崎市 

 川崎市制90周年（2014（平成24）年）

を記念して、市の広報印刷物の統一的なデザイ

ンによる広報を展開するとともに、市制90周

年を盛り上げていくための記念ロゴマークを

作成し活用しました。 

市主催事業に限らず、趣旨及びテーマに即

し、市のPRに寄与する事業（市内の団体・企

業が開催するイベントなど）に対しては、「冠」

を付けロゴマークの使用を許可するとともに、

広報紙やイベントカレンダーに関連イベント

情報として掲載しました。 

この他、サウンドロゴ（音楽）もあります。 

参考 
URL 

http://www.city.kawasaki.jp/miryoku/category/221-1-0-0-0-0-0-0-0-0.html 

ロゴマーク 
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課題③：ターゲットに届く効果的な情報発信 

 「ピクニックタウン☆多摩区」では、特に子育て世代へその魅力を発信し、多様なピ

クニック体験を通じて、「このまちに住みたい・住み続けたい」と思えるようにしてい

くことが必要です。 

 そのため、子育て世代がよく目にする媒体を活用した情報発信や、子育て世代がよく

訪れる場所や機会に魅力をPRすることが必要です。 

□取組メニュー例 

アイディア 
アイディアの出どころ 検討 

ｽｹｼﾞｭｰﾙ WS ﾋｱﾘﾝｸﾞ その他 

広報区版「ピクニック情報」の発信 ○   短期 

ホームページによる情報発信 

（イベントカレンダー、各団体リンク集） 
○ ○  中・長期 

ピクニックガイドの配布   ○ 中・長期 

□参考事例 

流山市

流山市ｍorikom（フェイスブック・ツイッター） 

 千葉県流山市では、市の知名度アップ、イメ

ージアップを図り市のブランド化を推進する

ことによる子育て世代の定住化促進に向けマ

ーケティング課を設置、シティセールスに取り

組んでいる。フェイスブックやツイッターで、

効果的な情報発信を行っている。 

参考 
URL 

https://www.facebook.com/moricomnagareyama 

クラフトフェアまつもとガイドブック

松本市 NPO法人松本クラフト推進協会 

 約 30年にわたり開催されている「クラフト

フェアまつもと」は、出展者300組、来場者

4.8万人もの大きなイベントで、有料の公式ガ

イドブックが発売されています。出展者名簿、

クラフトショップ＆ギャラリーガイド、コラ

ム、会場案内地図などが掲載されています。 

参 考
URL 

http://matsumoto-crafts.com/ 

「森のまちに住む」フェイスブック 

1 冊 300 円のガイドブック 
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課題④：多様なピクニック体験の機会づくり 

 多摩区には、川、農地、森、原っぱなど、多様なピクニックを楽しめる環境があり、

それらの環境では既に、川遊び、ピクニックデー、青空の下のミニコンサートなど、「ピ

クニックタウン☆多摩区」にふさわしいイベントが数多く開催されています。 

これらのイベントとともに、さらに多くの人がピクニックの楽しさを知り体験できる

よう、多様な「きっかけ」をつくることが必要です。多摩区の農産物、水産物を使った

多摩区ならではの「食」を活かしたピクニックイベントの開催など、ピクニックに関心

の低い人が思わず参加したくなる仕掛けづくりが課題です。 

□取組メニュー例 

アイディア 
アイディアの出どころ 検討 

ｽｹｼﾞｭｰﾙ WS ﾋｱﾘﾝｸﾞ その他 

各団体が一堂に会するピクニック見本市 ○ 短期

ピクニックウェディング ○ 中・長期

マルシェ（市場）の開催   〇 中・長期 

「多摩を食べつくせ！ピクニック」の開催 

（多摩区の四季折々の産物を食す） 
〇   中・長期

□参考事例 

ピクニックデー

多摩区 生田緑地 

 2014（平成26）年9月 15日（月祝）に、

“夏の終わりの1日をゆるゆる過ごそう”をテ

ーマに、ピクニックデーを開催しました。当日

は親子で楽しめる多様なワークショップを用

意しました。アウトドアコンサートとの同日開

催で、約1,000人の親子が参加しました。 
参考 
URL 

http://www.ikutaryokuti.jp/hp/oshirase.html?sn=210 

ピクニックタウン

国分寺市 都立武蔵国分寺公園 

 市民、企業、大学、行政が協働で実施する「国

分寺ぶんぶんウォーク」。イベントの拠点の一

つとなるピクニックタウン（都立武蔵国分寺公

園）では、ピクニックラグの周りにミニライブ、

カフェの出店、絵本コーナー等を配置し、誰も

が気軽に楽しめる空間をつくっています。 
参 考
URL 

http://bunbunwalk.com/2014/picnic.html 

ピクニックデーの様子 

全長 150m のピクニックラグ 
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課題⑤：リピーターやファンにつなげる仕掛けづくり 

 「ピクニックタウン☆多摩区」をより広げていくためには、個々でピクニックを楽し

むだけでなく、ピクニックイベントに参加する人を増やしたり、ピクニックを楽しむ人

の輪が広がる仕掛けが必要です。そのためには、身近な場所に気軽にピクニックに出か

けるリピーターや、行政や団体が開催するイベントに定期的に参加するコアなファンを

増やすことが求められます。 

また、ピクニックを楽しむ人に加え、ピクニック関連産業により地域が潤うことでピ

クニックに関心を持ち、ピクニックを応援し支えてくれる人が増えることも重要です。 

□取組メニュー例 

アイディア 
アイディアの出どころ 検討 

ｽｹｼﾞｭｰﾙ WS ﾋｱﾘﾝｸﾞ その他 

ピクニック強化期間の設定 ○   短期 

スタンプラリーの開催 ○ ○  短期 

ピクニック関連グッズの開発・販売  ○ ○ 中・長期 

□参考事例 

National Picnic Week

イギリス 

 毎年 6月中旬の1週間（2015年は6月

13日（土）から21日（日））を、「National 

Picnic Week」と位置づけ、国をあげてピク

ニックを楽しんでいます。ホームページには、

ピクニックの楽しみ方やおすすめのピクニッ

クポイントが紹介されています。 
参考 
URL 

http://www.nationalpicnicweek.co.uk/ 

ものづくりコラボレーション事業

墨田区 

 「すみだ地域ブランド戦略」の一貫である“も

のづくりコラボレーション事業”として、屋外

での食事を楽しむための道具や食品開発を行

いました。実際にピクニックを開催しイメージ

を膨らませ、ストールになるエプロンや外で使

えるまな板などを開発しました。 
参考 
URL 

http:// sumida-brand.jp/archives/20091026-4 

ホームページ 

まな板セットとエプロン型ストール 
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課題⑥：PDCAやマニュアルによる品質管理 

 「ピクニックタウン☆多摩区」に協力する人や団体の輪を広げていく上で、一定

のルールやマニュアルなどをつくり、品質を維持向上していくことが必要です。 

 また、取組の成果が多摩区のプロモーションに貢献できているのか、その達成度

などを確認することが必要です。 

□取組メニュー例 

アイディア 
アイディアの出どころ 検討 

ｽｹｼﾞｭｰﾙ WS ﾋｱﾘﾝｸﾞ その他 

イベント開催マニュアル   ○ 中・長期 

アウトカム指標によるPDCA   ○ 中・長期 

□参考事例 

ピクニックルール

東京ピクニッククラブ 

 東京ピクニッククラブは、2002（平成14）

年に、ピクニック生誕200年を記念して結成

されました。ピクニックを楽しむための「15

の心得」をまとめて、ホームページに掲載し

ています。 

参考URL http://www.picnicclub.org/15rules/index.html 

PDCAサイクルによる行政評価

北九州市 

 財政状況の厳しい中にあって、「事業内容の

効率化」「事業の選択と集中」「事業の『質』

の向上」を進めるために、PDCAサイクルに

よる「行政評価システム」を導入しています。

評価は、PDCAチェックシートを用いて行い

ます。「市民への説明責任」を果たすとともに、

職員の意識改革へ結びついています。 

参考URL https://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/000080027.pdf 

ピクニックの 15の心得ホームページ

PDCAチェックシート 
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[取組メニュー一覧] 

【短期（１年以内）に取組むメニュー】 

アイディア 
アイディアの出どころ 

課題 
WS ﾋｱﾘﾝｸﾞ その他 

情報交流会の開催（年1回程度） ○   課題① 

ピクニックイベントカレンダー（団体向け） ○   課題① 

共通名称の活用 ○   課題

広報区版「ピクニック情報」の発信 ○   課題③ 

各団体が一堂に会するピクニック見本市 ○   課題④ 

ピクニック強化期間の設定 ○   課題⑤ 

スタンプラリーの開催 ○ ○  課題⑤ 

【中・長期（2～5年以内）に取組むメニュー】 

アイディア 
アイディアの出どころ 

課題 
WS ﾋｱﾘﾝｸﾞ その他 

フェイスブックによる各団体の情報交換 ○   課題① 

ワークショップリストの作成  ○ ○ 課題① 

共通ロゴマークの使用 ○   課題

共通キャッチフレーズの活用   ○ 課題

共通フラッグの活用 〇   課題

ホームページによる情報発信 

（イベントカレンダー、各団体リンク集） 
○ ○  

課題③ 

ピクニックガイドの配布   ○ 課題③ 

ピクニックウェディング   ○ 課題④ 

マルシェ（市場）の開催   〇 課題④ 

「多摩を食べつくせ！ピクニック」の開催 

（多摩区の四季折々の産物を食す） 
〇   課題④ 

ピクニック関連グッズの開発・販売  ○ ○ 課題⑤ 

イベント開催マニュアル   ○ 課題⑥ 

アウトカム指標によるPDCA   ○ 課題⑥ 
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【参考】ピクニック類似イベント（H25/26 年度に開催・開催予定のもの）

主催 
NPO法人 

多摩川ｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑ 
かわさき水辺の楽校 日向山うるわし会 

主な拠点 
二ヶ領せせらぎ館 
多摩川河川敷 

二ヶ領せせらぎ館 
多摩川河川敷 

多摩区市民健康の森 

1月 
1/11 

お正月遊びを楽しもう！ 

1/12 
多摩川凧揚げ大会（正月イベ
ント） 

1/18 
ひなた山ぼっこ祭り 

2月    

3 月    

4 月 
4/5 

多摩川桜のコンサート 

5月    

6 月    

7 月 

7/9 
Kawasaki iro Wakka 

７/20 
多摩川せせらぎ夏万博 

大作戦

7/21 
海の日イベント（投網） 

8月 
8/2 

多摩川夕涼みｺﾝｻｰﾄ 
・ｴｺ★ｶｯﾌﾟいかだ下り 

8/31 
魚のつかみ取り 

9月    

10月    

11月 
11/22 

収穫祭・ミニコンサート 

11/16 
ひなた山の森で自然と遊ぼう！ふ
れよう！ 

12月    

定期開催 
・その他 
の活動 

エコ教室 
避難訓練 

魚の放流 
ミニキャンプ 

毎月1回 
里山の保全活動 
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主催 
多摩区でﾌﾟﾚｲﾊﾟｰｸ

をやっちゃおう会 

生田緑地整備事務所 

生田緑地運営共同事業体・森のにじ 
多摩区・その他 

主な拠点 中野島中央公園等 生田緑地  

1 月 ★★   

2 月 ★★   

3 月 ★★ 
3/29,30 

夜桜民家園（古民家ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ） 

4 月 ★★  
4/25 

ばら苑ミニライブ・コンサート 

5月 ★★ 

5/4-6 
むかし遊び（日本民家園） 

5/10 
キリントン村（主催キリントン） 

6月 ★★ 

6/3 
緑の中でﾊｯﾋﾟｰｴｸｻｻｲｽﾞ 

6/13-29 
生田緑地ホタルの国（かわさき自然
調査団ほか） 

6/14 
森の音楽会（飛森谷戸の自然を守る

会） 
6/22 

空色のくに（森のにじ） 

7月 ★★ 
7/19,20 

あさがお･ほおづき市(森のにじ) 

7/20 
多摩川せせらぎ夏万博 

大作戦 

8月 ★★ 
8/3 

サマーミュージアム 

8/３ 
多摩区みどりの上映会（川崎
国際生田緑地ゴルフ場） 

9月 ★★ 
9/15 

ピクニックデー（森のにじ） 

9/15 
生田緑地★星空コンサート 

９/２３ 
自然体験のつどい（生田緑
地） 

10月 ★★ 
10/11  

森の音楽会（飛森谷戸の自然を守る
会） 

11月 ★★ 
11/22,23 

夜桜民家園（古民家ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ） 

11/8 
川崎市緑化センターまつり 
（川崎市緑化センター） 

11/23 
収穫感謝祭 

（東高根森林公園） 
11/30 

思いっきり外遊び 
（生田小学校） 

12月 ★★   

定期開催 
・その他 
の活動 

★毎月2回 
中野島ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾌｪ 
げったま すいた

ま 
（プレーパーク） 

不定期 
青空クラフトコーナー/森の小さな

図書館 
隔月発行 

森のにじの発行 

毎月1-2回 
健康体操・自然観察会 

古代探検隊 
（東高根森林公園） 
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