
①プロモーション 展開実績１

くにたちおさんぽMAP 配布
場所：まち案内所（配架）＋サイネージ
主催：たとぱに

子ども食堂MAP inくにたち配布
場所：広間（サイネージ＋チラシ配架）
主催：国立市 子ども家庭部 児童青少年課

くにたちマルシェ 開催告知
場所：広間（サイネージ＋チラシ配架）
主催：国立市 都市整備部 南部地域まちづくり課

こども・わかものくにペディア 配布
場所：まち案内所（配架）＋サイネージ
主催：国立市公民館

赤い三角屋根誕生のころミニ展示 開催告知
場所：広間（サイネージ＋チラシ配架）

+まち案内所
主催：くにたち郷土文化館

初夏の庭にて イベント告知
場所：広間（サイネージ）+まち案内所（配架）
主催：フジカワエハガキ

※⼀部の紹介です。
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①プロモーション 展開実績２
くにたち朝顔市プロモーション
場所：まち案内所（ディスプレイ）
主催：国立市商工会

国立新書 販売プロモーション
場所：まち案内所（販売）＋広間（サイネージ）
主催：国立市 市長室

図書リサイクルフェア 催事告知
場所：広間（リーフレット配架）
主催：国立市中央図書館

国立市職員採用プロモーション
場所：広間（リーフレット配架）
主催：国立市 行政管理部 職員課

広報紙「オアシス」配布＆PR
場所：広間（リーフレット配架）
主催：くにたち文化・スポーツ振興財団

マンホールカード配布プロモーション
場所：まち案内所（配布）＋サイネージ
主催：国立市 都市整備部 下水道課

※⼀部の紹介です。
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①プロモーション 展開実績３
健康ウォーキングマップ 配布
場所：まち案内所（配架）＋サイネージ
主催：国立市 健康増進課 保健事業係
健康増進課作成の「健康ウォーキングマップ」全９冊を
９週間にわたって、毎週１冊を“特集”するように打ち出
し、サイネージ＋まち案内所での配布プロモーションを
展開。まちの魅力発見とまちの回遊性促進を狙い企画。
実施にあたっては地図作成にあたった市民団体「ウォー
キングマップづくりの会」をゲストに招き、スタッフ向
けに制作意図を紹介するオリエンテーションも実施。

※⼀部の紹介です。
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①プロモーション 展開実績４

チャーマァ洋品店(イベント）催事告知
場所：広間（サイネージ）＋まち案内所（配架）
主催：ギャラリービブリオ

紙の工芸展 催事告知
場所：広間（サイネージ＋リーフレット配架）
主催：くにたち郷土文化館

旭通り中央会キャンペーン配布
場所：広間＋まち案内所（チラシ配架＋配布）
主催：旭通り中央会（商店街有志）

オノデラユキ展 催事告知
場所：まち案内所（配架）＋サイネージ
主催：ツァイト・フォト kunitachi

クイズスタンプラリー 連携
場所：まち案内所（スタンプラリー拠点化）
主催：国立市 子ども家庭部 児童青少年課

※⼀部の紹介です。

館内サイネージ 有料広告放映
場所：広間（75インチ サイネージ)
指定代理店：テレビウィークリー企画
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②イベント 展開実績１
“一行のコトバ”映像展
＠展示室
2020.8.6～８.16
主催：国立市

原爆の日を忘れないためのコトバ募集の入選
作品を映像で展示。

「私の八月十五日」パネル展
＠広間
2020.7.27～８.23
主催：8.15朗読収録プロジェクト

75年前の終戦の日をどう過ごしたか？著名人200人
への聞き取りを音声とコトバ、イラストで。旧駅舎で
は約40人の選りすぐりパネルで週替わり展示。

しょうがい者が考えた戦争研究発表展
＠広間＋展示室
2020.7.27～８.23
主催：ライフステーション ワンステップかたつむり

市の平和と人権によるまちづクリをリードしてきた
「かたつむり」による夏恒例の平和を考えるイベント。
初日はスタッフも滞在し、来館客への説明も。

期間中累計来館客数

3,249人
期間中累計来館客数

4,649人
期間中累計来館客数

3万4,442人

8月はトライセクター（３領域を横断する）イベント利活用で３部に渡る”ピースイベント”月間でした。公共セクター＝国立市、民間セクター＝8.15朗読収録プロジェクト、社会セクター＝かたつむり
19
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メディアパブリシティ掲載・露出：NＨＫ「首都圏ネットワーク」「おはよう日本」、東京新聞、朝日新聞、アサココ 他

イベントによるメディア露出：数多くのメディアにご紹介いただきました。

メディア内覧会を実施した「私の八月十五日展」は、多くの
パブリシティ露出成果を獲得し、集客や物販売上にも大きく貢献。

期間中累計来館客数

3万4,442人

メディア
内覧会

２0



②イベント 展開実績２

くにたち写真コンテスト入賞作品展
＠広間
2020.9.7～９.13
主催：国立市観光まちづくり協会

あなたのカメラで国立のまちの魅力を発見！を
スローガンに、前回の受賞作品展を開催。

風景画で国立散歩 作品展
＠展示室
2020.9.16～9.22
主催：水彩画 渡辺敏之

文教都市はこうあってほしい、と,まちなかで
水彩画を描いて25年の作家による初個展。

旧国立駅発 ガイドウォーク
＠館内ガイドツアー
2020.9.19 10:00～
主催：国立市観光まちづくり協会

集合場所＋発地として旧国立駅舎を初使用す
るガイドツアー。コロナ対策を施し実施。

期間中累計来館客数

3,138人
期間中累計来館客数

８,123人
参加者数

９人
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＜今後のイベント開催予定 １＞

子ども大学くにたち SDGs図書館
＠広間＋展示室
2020.10.01～10.14
主催：子ども大学くにたち

ドイツ発祥プロジェクト「子ども大学くにたち」の図
書館が期間限定で急雨駅舎にオープン。

旧国立駅発 ガイドウォーク
＠館内ガイドツアー
2020.10.10＋10.25
主催：国立市観光まちづくり協会

鉄道フェスタinくにたち
＠広間（改札）＋外構スペース
2020.10.10
主催：JR中央ラインモール、JR国立駅

ピンクリボンDAY（仮）
＠広間＋ライトアップ
2020.10.17-10.19
主催：NPO ジャパン・カインドネス協会

近代化遺産フォーラム
＠広間＋展示室
2020.10.31-11.8
主催：全日本近代化遺産活用連絡協議会、文化庁

エスディージーズ

22 



＜今後のイベント開催予定 トピックス＞

TOPICS
10/31～11/8

近代化遺産フォーラム 第2弾
（写真は第１弾の丸の内「東京シティアイ（キッテB1F）」会場展の様子。

文化庁と日本芸術文化振興会による「日本博」の一環として開催される「近代化遺産フォーラム」。東京・丸の内に次ぐ巡回展の会場は競合の末、「旧国立駅舎」で開催決定。
メインビジュアルにも採択された旧駅舎は、近代化遺産活用連絡協議会ネットワークを通じて、全国へとシティプロモーション展開へ。 23 



＜今後のイベント開催予定 ２＞

ダブルリボン キャンペーン
＠広間＋展示室＋ライトアップ
2020.11月調整中
主催：国立市 市長室 女性

女性に対する暴力をなくす運動（パープルリボン）と児
童虐待防止（オレンジリボン）の両アウェアネス（気づ
きの意味）リボン運動と連動して、国立市が行う啓発
キャンペーンイベント。

養育家庭（里親）体験発表会 PR
＠外構スペース
2020.10.23
主催：国立市 子ども家庭支援センター

一橋祭オンライン/サテライト展
＠広間＋展示室
2020. 11月下旬 調整中
主催：一橋祭 実行委員会

くにたちSTYLE 展示＆販売
＠広間
2020. 11月下旬 調整中
主催：国立市商工会

パープルリボン＆オレンジリボン

赤い羽根共同募金・募金活動
＠外構スペース
2020.10.3
主催：ボーイスカウト国立第１団

24 



資料：コロナ対策

������	�������
��� �

◻:�]~d p�´±ÀË±Ð

�×'¤�r�

�}6D¯/,�§�Ó�'t�¤�rÔ

����w¯e�����«§�Ó�'y�¤�rÔ

�P#9;£�%@�y§¬±ÇÐ¿¯f�®���§��Ó�'y�¤�rÔ

�ÇÐ¼�¥�%@��¤ux¯Z
�§�Ó�'5�¤�rÔ

�Í¹³²Ð»Ò�£|EvB¤ÃÁÒÌ´ÒÀ¯hb�§�Ó�'5�¤�rÔ

���¤��«��¦s)£°Ì¸ÒÌ24ICJ¯hb�§�Ó�¤�vB_Ô

�}º»½Ä¤Èº¶YS¯/,�§��Ó�¤�vB_Ô

�©�g¬`1¤#=U¢°Ì¸ÒÌL3IC¯e�§��Ó�¤�vB_Ô

������	�������
��� �

◻±ÇÐ¿£��¬�v_´±ÀË±ÐÓ�?}c¤y�¯r�¬�¯�>£Ô
ÑQF£©«���w¢¡£©«Kz-¯aR�¬ÓV"¥}�&<!���Ô

Ñnm{�¤� ¤5g¯	�G�¥e®¢��Ó%���!���i¨�wÔ

ÑY+�¬ÆÎ·ËÉ�¥?}c¤u£ÕÊÒ¿Ì\-¤m{¯Z
�¬

Ñ!�¤�7�P#¤�1£q-£'y�NT�¬A�¯Mª�

ÑN�;u�Ö;u¯l�¬ÆÎ·ËÉ¥e®¢�

Ñ´±À¾°Ò�Ë±Å±ÇÐ¿^¥��Xj¯e��(_¯k����e��

Ñ±ÇÐ¿�.¤�HÆÎ·ËÉÓÂ½¿ÏÒµÐ·^Ô¤$8¥fo¬

Ñ �¤?}c�W52�g¬*[O¥�º»½Ä�aR��IC¯e�

Ñ?}c(0±ÇÐ¿º»½Ä¥Èº¶¯YS�¬� 

■[旧国立駅舎]運営とイベント利活用の段階的緩和

９/11政府＆都発表による“イベント収容人員上限撤廃” ほかの制限緩和策を受け、
旧駅舎内のイベント利活用での制限を緩和し、9/25金 より次の段階へ移行したい。

３箇所の入り口ドアを開閉する出入口開閉

ガイドツアー/ワークショップ/トークイベント

（憩い・くつろぎ空間）館内滞在・滞留

ステップ１
営業時間短縮

ステップ２
ベンチ解禁/通常営業

ステップ３
展示イベントのみ解禁

✖ ✖ ✖ ✖

✖ ✖ ⭕

✖ ✖ ✖
✖ ✖ ✖

✖

⭕

⭕ ⭕⭕

⭕

⭕

イ
ベ
ン
ト
利
活
用

6/ １～ 6/26～ 7/10～
9/25～
ステップ４
イベント制限緩和

注１）【ステップ４】においても、新型コロナウィルス感染防止対策を講じて開催（参加人数制限、対人距離、換気、消毒、講師＋参加者のマスク着用・手指消毒など）
注２）「屋外フードトラック」は、保健所許可を得た飲食事業者への屋外スペース貸出解禁を意味し、“イベント等においては原則飲食なし“とする市の基本方針には矛盾しない。

屋外フードトラック

展示イベント

政 府： 9/19～ イベント定員を施設の収容人員の50％まで緩和
政 府：10/1から「GoToトラベル」に東京発着を追加
東京都： 9/15にて 23区 酒提供店への営業時間短縮要請を終了
東京都： 9/10発表 感染状況判断を一段階引き下げ

緩
和
の
動
き

「３密回避」を原則に現在 “ステップ３”。次を模索中。
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資料：運営管理ステークホルダー（関係団体・組織）

＜まち案内・物販業務＞
特定⾮営利活動法⼈ 国⽴市観光まちづくり協会

＜夜間・早朝管理業務＞
公益社団法⼈ 国⽴市シルバー⼈材センター

施設維持管理業務

警備

広告

接遇・管理業務
＜機械警備＞
綜合警備保障株式会社（略称ALSOK）

＜清掃＞
不⼆興産株式会社

＜修繕＞
⽵中⼯務店（国⽴市建築営繕課）

＜デジタルサイネージ有料広告代理店＞
株式会社テレビウィークリー企画

●全９名により構成
チーフ１、サブチーフ３、
スタッフ５
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