
取組みたいアイデアへのプチ投票取組みたいアイデアへのプチ投票取組みたいアイデアへのプチ投票

　ワークで参加者から提出された取組みアイデアについて、やってみたいと思うアイデアを投票によって選び、

上位４件をベースにした取組みアイデアについて意見交換を行いました。

飲食バル　5票

カジュアルワイン会、ビアガーデン　8票

オープンカフェ　11票

ウォーターサマーフェスinむさしの　10票

むさしのふれあい樹木体験　9票

子どもが遊べる空間　1票

みちを使った遊び　3票

みちあそび・まちあそび体験　６票

フォトジェニックロード＆コスプレイベント　4票

街めぐりスタンプラリー　トリックアート　13票

ＡＡ
班班

ＢＢ
班班

ＣＣ
班班

ＤＤ
班班

パブリックスペースを使った取組みアイデアパブリックスペースを使った取組みアイデアパブリックスペースを使った取組みアイデア

ＡＡ
班班

食のフェスタinミタカ北口食のフェスタinミタカ北口食のフェスタinミタカ北口

具体的なイメージ

このアイデアを選んだ理由

１

２

・地元のいろいろなお店が参加できる

・食べ物があると訴求力が高く、人を集められる

場　所：横河グラウンドを拠点にエリア全域

時　期：夏

課　題：設備構築・排水・水の調達・保健所調整

内　容：

・タイ等で行われる水かけ祭りを参考に、1年目

　は水かけ、2年目は氷アート、それ以降にウォー

　タースライダーなど、少しずつ規模拡大

・横河電機やクラブチーム・水関係企業・消防署・

　お寺（宗教色のあるイベントとして）などの協力

　や協賛がほしい

むさしのソンクラーン（水かけ祭り）むさしのソンクラーン（水かけ祭り）むさしのソンクラーン（水かけ祭り）

１ 具体的なイメージ

・実現したらインパクトは大きい！

・涼しそうで夏のイベントに最適

２ このアイデアを選んだ理由

ＣＣ
班班

１

２ このアイデアを選んだ理由

ＢＢ
班班

・「まちがほいくえん」の展開

・子どもを連れていきたい場所づくり

楽しい遊び場見っけ！楽しい遊び場見っけ！楽しい遊び場見っけ！ ＤＤ
班班

１

２

具体的なイメージ

このアイデアを選んだ理由

お金をかけなくても
楽しい世界は作れる！

場　所：建物の壁・駅舎・道路など

　　　　横河グラウンドに仮設のトリックアート館

対　象：老若男女問わず

内　容：

・トリックアートの写真コンテスト

・隠れトリックアートのスタンプラリー

・飲食スペースやキッチンカーとのコラボレーション

・クラウドファンディングで協力者を募る

クラウドファンディングの
返礼品はむチュー券で

地元とコラボ！

プチ投票で票が集まったアイデアをベースに、三鷹駅北口エリアのパブリックスペースを使った取組みについて、各班で企画内容の具体的なイメージを深めました。

各班の取組みアイデアをご紹介します。

　一人５枚のシールを

持って、それぞれ自分

がやってみたいアイデ

アに投票しました。

　班分けは希望制で。

人気の高いアイデアは、

じゃんけんで班を

決めました。

出典：タイ国政府観光庁

場　所　駅前広場（飲食）

　と　　中央大通りの歩道（カフェ）

テーマ：さくら通り（アルコール）

　　　　かたらいの道（飲食対決）

課　題：保健所・電源・水・出店希望者の募集

内　容：

・大手飲食店VS地元飲食店のグルメ対決

・武蔵野ビール・深大寺ビール・武蔵野ワイン

　・武蔵野野菜などこだわった商品を提供

・金曜の夜の大人の空間を演出

場　所：かたらいの道＋駅前広場

対　象：子ども＋親

時　期：年間を通して定期的に実施

内　容：

・ほかのイベントと合わせて共催する。

・自由に遊べるスペースと特別な体験

（道路で寝ころぶ、どろんこになる等）

・スポーツ体験（ミニサッカー・ラグビー）

・運営を子どもたちに任せる

・廃材などを用いて楽しいものを作る

具体的なイメージ

探せ！トリックアート大作戦
　～かくれアートがいっぱい！～
探せ！トリックアート大作戦
　～かくれアートがいっぱい！～
探せ！トリックアート大作戦
　～かくれアートがいっぱい！～

・大人も子どもも楽しめ、長時間滞在できる

・常設できれば、季節を問わず他のイベントと組み合

　わせて実施できる

・飲食店なども関わることができる

出店希望者を
集められれば、

実現性は一番ある！

お坊さんにも

参加してもらえたら

面白くなりそう！

※ソンクラーンとは、水か

け祭りとして知られる、

タイの旧正月のお祭り

のことです。

※

日時：2018年12月18日（火）18：30 ～ 20：30日時：2018年12月18日（火）18：30 ～ 20：30日時：2018年12月18日（火）18：30 ～ 20：30

場所：武蔵野芸能劇場　小ホール場所：武蔵野芸能劇場　小ホール場所：武蔵野芸能劇場　小ホール

内容：

①　前回のおさらい

②　取組みアイデアを考えよう！Part２

　　＜ワークショップ形式＞

　○　取組みたいアイデアへのプチ投票

　○　テーマ別の取組みアイデアについて意見交換

　○　発表・企画案への投票

③　次回のご案内等

内容：

①　前回のおさらい

②　取組みアイデアを考えよう！Part２

　　＜ワークショップ形式＞

　○　取組みたいアイデアへのプチ投票

　○　テーマ別の取組みアイデアについて意見交換

　○　発表・企画案への投票

③　次回のご案内等

内容：

①　前回のおさらい

②　取組みアイデアを考えよう！Part２

　　＜ワークショップ形式＞

　○　取組みたいアイデアへのプチ投票

　○　テーマ別の取組みアイデアについて意見交換

　○　発表・企画案への投票

③　次回のご案内等

第４回三鷹ラボ 実施概要第４回三鷹ラボ 実施概要第４回三鷹ラボ 実施概要

各班がベースにした取組みアイデア（票が集まったアイデア）各班がベースにした取組みアイデア（票が集まったアイデア）各班がベースにした取組みアイデア（票が集まったアイデア）

三鷹駅北口街づくりラボ　ニュースレター三鷹駅北口街づくりラボ　ニュースレター三鷹駅北口街づくりラボ　ニュースレター
第  4 回第  4 回第  4 回



所  在  地：〒180-8777　東京都武蔵野市緑町2-2-28　4階東棟
Ｔ  Ｅ  Ｌ：0422-60-1872　　　ＭＡＩＬ：SEC-MACHIDUKURI@city.musashino.lg.jp

問合せ先問合せ先問合せ先
武蔵野市 都市整備部 まちづくり推進課武蔵野市 都市整備部 まちづくり推進課武蔵野市 都市整備部 まちづくり推進課

2019年1月 発行

　次回（最終回）の三鷹ラボでは、今年度の三鷹ラボの成果報告を行います。
　また、実現性を踏まえたパブリックスペースの具体的な活用企画案や、来年度以降
の三鷹ラボの運営などについて考えます。

第５回三鷹ラボの予定第５回三鷹ラボの予定第５回三鷹ラボの予定
ラボメンバー

の皆様へ

ラボメンバー

の皆様へ
内容

・三鷹ラボ成果報告
・パブリックスペース活用の
　企画案に関する意見交換

　表面で紹介した４案と第3回三鷹ラボでまとめた5案、合計9つの企画案について、実現できそうな取組みと

やってみたい取組みについて、投票しました。

　2018年9月～11月に実施したWEBアンケート調査には、498名のご回答をいただきました。

　結果の一部を紹介します。詳細は、ニュースレター（番外編）をご覧ください。

全般的に利用頻度が低く、

北口エリアを歩いていても、

「過ごしている」人は少ない

ことが伺われます。

比較的多い夕食・飲み会・

買い物でも月1回以上利用し

ている人は3割程度でした。

マルシェやオープ

ンカフェ、景観づ

くり、イルミネー

ション、公衆WI-FI

は8割以上の回答

者が三鷹駅北口エ

リアにふさわしい

と感じています。

第３回・第４回三鷹ラボで出された企画案への投票第３回・第４回三鷹ラボで出された企画案への投票第３回・第４回三鷹ラボで出された企画案への投票 三鷹駅北口エリアでの過ごし方　アンケート結果三鷹駅北口エリアでの過ごし方　アンケート結果三鷹駅北口エリアでの過ごし方　アンケート結果

花や地元の野菜を植えて桜通りに彩を与える。

ハチミツづくりや蛍がいる空間づくりなど。

チャレンジショップ・ロング足湯・プロジェクションマッピング・

屋外映画上映会・保育園の発表会など老若男女で楽しく。

アニメ制作会社の協力のもと、道路にトリックアートをつくり、

写真を撮ってもらう。子ども向けアートワークショップなど。

ワールドカップや東京2020オリンピック・パラリンピック競技

大会にからめたスポーツの体験型イベント。

自由に遊べるスペースと特別な体験（道路で寝ころぶ、どろんこに

なる等）・スポーツ体験等、お金をかけずに子どもの居場所づくり。

トリックアートの写真コンテスト、隠れトリックアートのスタンプ

ラリー等、だれもが楽しめて長時間滞在できるイベント。

タイ等の水かけ祭りを参考に、1年目は水かけ、2年目は氷アート、

それ以降にウォータースライダー等、規模拡大を目指す。

実　現
できそう

やって
みたい

アイデア
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大手飲食店vs地元飲食店のグルメ対決。

武蔵野ビール・武蔵野ワイン・武蔵野野菜等こだわり商品を提供。

９つの

充実した

企画案が

揃いました！

モンテローザ、松屋、すかいらーく、大戸屋という三鷹駅北口

に本社を置く飲食店４社による“大グルメ祭り”。

さくら通りで自然のキャンパス

三鷹北口飲食四天王夢の共演！

朝から夜までなんでもマルシェ‼

むさしのTRICK～こんなアートがミタカった！～

見て・聞いて・楽しい運動会

食のフェスタinミタカ北口

むさしのソンクラーン（水かけ祭り）

楽しい遊び場見っけ！

探せ！トリックアート大作戦～かくれアートがいっぱい！～

三鷹駅北口エリアでの

過ごし方・頻度【居住以外】

三鷹駅北口エリアに

ふさわしい取組み

獲 得 票 数

第3回

Ａ班

第3回

Ｂ班

第3回

Ｃ班

第3回

Ｄ班

第3回

Ｅ班

第4回

Ａ班

第4回

Ｂ班

第4回

Ｃ班

第4回

Ｄ班

・武蔵野市中央地区商店連合会

　中央通り西祥会

・三鷹駅北口商店会

・八丁商和会

・多摩信用金庫

・東京電力パワーグリッド(株)

・東日本旅客鉄道(株)八王子支社

出席団体・企業等出席団体・企業等出席団体・企業等

・横河電機(株)

・(株)モンテローザ

・日本たばこ産業(株)

・サイフォン合同会社

・NPO法人武蔵野スポーツクラブ

・むさしのマルシェ実行委員会

・武蔵野タワーズ団地管理組合

《事務局》

・武蔵野市役所

・武蔵野市開発公社

・八千代エンジニヤリング(株)


