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１．エリア



川崎市
武蔵⼩杉 丸⼦橋周辺

出典 google maps

エリア



２．定義



私たちの考える観光まちづくりの定義

①地域住⺠が地域の良さを発⾒する

②皆に愛される多摩川、都会のオアシスとなる
空間づくりを⽬指す

定義



３．課題と機会



強み(Strengths)

・都⼼からのアクセスが良い
・武蔵⼩杉駅周辺等の⼤規模開発に
よる商業施設の増加→利便性の向上
・⼦育て世代の増加

弱み(Weaknesses)

・⼈⼝増加により、混雑している場
所が多い(特に駅や商業施設)

機会(Opportunities)

・多摩川では、ボートレース、
花⽕⼤会、ライブなどの催しが⾏わ
れている

脅威(Threats)

・再開発による商業施設の増加
→家族や⼦供たちが⾃然に触れ合う

機会の減少
・多摩川周辺における外来種の増加
→在来種の⽣態系を破壊している

対象地域のSWOT分析
内
部
環
境

外
部
環
境

課題と機会



・家族や⼦供たちが⾃然に触れ合う機会の減少

・多摩川周辺における外来種の増加

・⼦育て世代の集客

・河川敷を活かした家族イベント

課題と機会

＜課題＞

＜機会＞



参加してい
る
15%

参加していない
85%

現在、継続して社会
活動・地域活動に参
加していますか？ ⼤半の⼈が参加を

していない！！

川崎市オープンデータ かわさき市⺠アンケート 平成29年度 第1回より

（ｎ＝1500）

課題と機会



参加できると思う活動はどんな活動ですか？

川崎市オープンデータ かわさき市⺠アンケート 平成28年度 第1回より ⼀部抜粋

道路や公園の
清掃活動をや

りたい。

⽔辺や緑地など
の環境保全活動
をやりたい。 資源回収、分別、リ

サイクルに興味があ
る。

防犯や交通安
全、防災訓練
をやりたい。

課題と機会



国⺠が様々な機会を通じて環境問題について学習し、
⾃主的・積極的に環境保全活動に取り組んでいくことが
⼤切である。
特に、21世紀を担う⼦どもたちへの環境教育は
極めて重要な意義を有している。
（⽂部科学省 環境教育より）

課題と機会



４．解決策



その１．多摩川の⾃然に触れ、環境教育・環境保全に
対する意識を⾼める

その２．そこにある資源を活⽤し、新たな観光イベント
をつくる

その３．周辺地域の団体と協⼒し、地域活性化に
つなげる

解決策



５．プラン・実現計画



ターゲット

多摩川周辺に住んでいる
ファミリー・お⺟さん

プラン・実現計画



⾷材集め 多摩川⾷堂 よもぎ蒸し

プラン・実現計画



▲フキノトウ

▲よもぎ

▲イタドリ▲スギナ

▲つくし

⾷材集め

プラン・実現計画

▲アカツメクサ▲オオシマザクラ



⾷材集めをするにあたって…

・専⾨家の⽅々の監修のもと、在来種と外来種を
判別できる植物識別シート(フィールド⽤)を作成する

・在来種には、採集制限を設ける

プラン・実現計画



守る

外来種を駆除する

外来種の数が減り、⽣態系が守られる

プラン・実現計画

多摩川の⽣物多様性を保全することが可能



活かす
多摩川河川敷には健康に良いとされている野草

がたくさんある
しかし、野草を直接⾷べることはできない

そこで…

健康に良い野草を美味しく摂取することができる

プラン・実現計画

※ただし、採集制限あり



植物識別シートを作成するにあたって…
・素⼈でも在来種or外来種区別がわかるように作成

・多摩川河川敷に⽣息する代表的な植物を掲載

・濡れても良いように防⽔加⼯する(下敷きなど)

・印刷会社に作成を委託する
※専⾨家の監修を受けて作成

プラン・実現計画



プラン・実現計画

外来種も在来種も⾷べてみる！

今ある在来種も今後はなくなってしまう…？
と知るきっかけをつくる

在来種保全の⼤切さを⾝をもって感じる！



その１．⽗親と⼦どもが⼀緒に家族の昼⾷準備

その２．⾃分たちで採った野草を使⽤

その３．ボランティアの⽅々に料理を教えていただく

多摩川⾷堂

プラン・実現計画



プラン・実現計画

ではなく…

普段

今回は…

お⺟さんが
料理をする ➡

お⺟さんが
よもぎ蒸し

家族で
昼⾷タイム

⽗親と⼦ども
で昼⾷を準備

家族がお⺟さ
んの⼿料理を
⾷べる



⺟の⽇のプレゼントは？
贈る⼈ もらう⼈

出典：⽇⽐⾕花壇 ⺟の⽇コム お⺟さんが喜ぶプレゼントランキング2018年度

プラン・実現計画



⺟の⽇のお⼿伝いは？
贈る⼈

もらう⼈

プラン・実現計画

出典：⽇⽐⾕花壇 ⺟の⽇コム お⺟さんが喜ぶプレゼントランキング2018年度



プラン・実現計画

３〜５⽉⽉1回 + ⺟の⽇

なぜ⺟の⽇？ ・いつも家族のために頑張って
いるお⺟さんへ、感謝を込めて

・お⽗さんの印象UPに繋がる

・家族の団らんによって絆が深まる



⺟の⽇だけの特別企画

プラン・実現計画

・お⽗さんの背中を押すきっかけに

・普段の感謝を伝える機会に

料理の際にメッセージカードを添える



野草を⾷べることによる効果

酸化防⽌効果 デトックス効果
・むくみ解消
・ダイエット

・抗酸化作⽤
・美容効果
・⽼化防⽌

・免疫⼒向上
・脳の神経細胞活性化
・⽣活習慣病改善

プラン・実現計画



レシピ１．野草天ぷら
どの野草であっても美味しく⾷べられる調理法。素材そのままの味を
楽しむことができる。
＜作り⽅＞
1. 洗う
2. ⾐をつける
3. 油で揚げる

下茹でせずにそのまま揚げるこ
とで⾼い栄養価が期待できる

▲フキノトウ

プラン・実現計画

調理法

出典：フーズリンク 旬の⾷材百科辞典トップページ



レシピ２．よもぎのおひたし
1.洗う
2.茹でて調味料を加え、味を整える。

レシピ３．よもぎの万能ペースト
1.⽔洗いをし、お湯を沸かしたあと重曹か塩を⼊れアク抜きをする。
2.⽔をためた容器にヨモギを⼊れて絞る。
3.包丁などでヨモギをみじん切りにしてからフードプロフェッサーなどで

ペースト状にする。その他パン、クッキー、団⼦、スープ、パスタ、
胡⿇和えなど料理に混ぜるだけ！

出典： Otama Journalよもぎの⾷べ⽅！美味しくてヘルシーな万能ペーストって？
出典：フーズリンク 旬の⾷材百科辞典トップページ

プラン・実現計画



レシピ４. アカツメクサ寒天ゼリー

1.鍋に⽔200㏄に粉寒天4gを⼊れ中⽕にかける。
沸騰したら弱⽕にし、寒天が溶けるまでかき混ぜる。

2.⽕からおろし、常温に戻した⽸詰のシロップ300㏄を
⼊れてよく混ぜる。

3.⽸詰の具材(ミカン、⽩桃等)を⼊れる。
4.型の底にアカツメクサの花びらを⼊れ、3を注ぎ込む。
5.冷蔵庫で冷やしたら完成！

プラン・実現計画

出典：寒天本舗 寒天レシピ｜デザートレシピー寒天本舗オンラインショップ ⽩桃寒天寄せ



レシピ５．オオシマ桜餅

1.道明寺粉を⽔洗いして⽔気をきった後、150㎖のぬるま湯を加えて10分
置く。

2.⾷紅を少量の⽔で溶いて1に加え、淡いピンク⾊にする。
3.蒸し器に布⼱を敷いて、2を乗せ強⽕で約15分蒸す。
4.ボウルに移して砂糖を加え、混ぜ合わせる。その後円形に伸ばす。
5.練りあんを丸めて、4に乗せて包む。
6.オオシマザクラの葉で包んで完成！

プラン・実現計画

出典： Kikkoman 桜餅のレシピ・つくり⽅｜キッコーマン｜ホームクッキング



協⼒団体

NPO法⼈とどろき⽔辺 理事・事務局
多摩川 眞智⼦様

⾷材集め 多摩川⾷堂
※承認＝実現の際にご協⼒をいただける承認をとっている



よもぎ蒸しとは？
• よもぎ蒸しは韓国で600年前から伝わる⺠間療法
• よもぎ葉や他の薬草を煮⽴たせた蒸気で体を温める
• よもぎの⾹りと蒸気で「体質改善＋癒し」効果がある

よもぎ蒸し

プラン・実現計画

出典：よもぎ蒸し＆ゲルマニウム温浴 ⼥性専⽤サロン楽座や よもぎ蒸しとは 参考



よもぎ蒸しの⼊り⽅

よもぎ蒸し専⽤の⽳の
空いた椅⼦を⽤意す
る。
下に電気コンロと鍋を
セットする。

お鍋の中によもぎ葉な
どの薬草を⼊れて電気
コンロで煮⽴たせる。

よもぎ蒸し専⽤マン
トを着⽤する。
※下半⾝のみ

下半⾝を温める。
蒸気で体を包み込む。

プラン・実現計画

※セットは⾃分たちで購⼊

出典：よもぎ蒸し＆ゲルマニウム温浴 ⼥性専⽤サロン楽座や よもぎ蒸しの⼊り⽅ イラスト引⽤



よもぎ蒸しの効果は？

健康

・婦⼈科系の改善
・新陳代謝向上

・ダイエット効果
・⽼化防⽌効果

・リラックス、癒し効果

美容

・美肌、美⽩効果
・デトックス効果

プラン・実現計画

出典：よもぎ蒸し＆ゲルマニウム温浴 ⼥性専⽤サロン楽座や よもぎ蒸しで期待できること 参考



６．得られる効果



①多摩川に⽣息する植物を知る・学ぶ
⼦供の環境教育の育成

多摩川河川敷の保全

②河川敷の外来種、在来種を識別
外来種を新たな資源として利⽤

得られる効果



③親⼦で駆除・調理や⾷事をする

家族団らんの時間をつくる

④３〜５⽉ ⽉1回+⺟の⽇にも実施

⺟親へ⽇頃の感謝を伝える

得られる効果



【収⼊】
150⼈(⼤⼈100⼈、⼩⼈50⼈)／1⽇あたり
※150⼈は限定

⼀般…¥800 800×100＝80000円
⼦供…¥500 500×50＝25000円
合計：105000円／1⽇あたり

開催⽇：年間4回 (3⽉~5⽉計3回+⺟の⽇)
105000円×4⽇間＝420000円／年間

経済効果

得られる効果

※ここから経費⽀出を差し引いた分が収益となる



会場マップ

多摩

丸⼦橋 丸⼦橋第
⼀グラウ
ンド

丸⼦橋
第⼆広場

川崎市 建設政局企画課⽔辺・みどり活⽤担当 藤野様

丸⼦橋第⼀グラウンド・丸⼦橋第⼆広場はネットにて予約可能

よもぎ蒸し多摩川⾷堂
昼⾷場所 河川敷



11:00~ ⾷材集め開始

12:00~ 多摩川⾷堂開始＆よもぎ蒸し開始

13:00~ 家族みんなで昼⾷タイム

(※だいたい15:00を⽬安に終了予定)

タイムスケジュール表 プラン詳細

• 実施⽇：3⽉〜5⽉⽉1回
⺟の⽇(5⽉の第2⽇曜)

• ⼊場料：⼀般 ¥800

⼦供 ¥500

3歳以下 無料
• 内訳：材料費3割

収益3割
運営4割



７．PR⽅法



SNS
ハッシュタグ・RT・いいねをしてくれた⼈には…

↓
⼀般1000円から200円引きの800円に

＜メリット＞
・200円引きというお得感を得られる
・イベントの拡散、認知度UPに繋がる 家族にとっても

運営側にとっても
メリットになる！

PR⽅法



８．まとめ



・家族や⼦供たちが⾃然に触れ合う機会の減少
・多摩川周辺における外来種の増加
・河川敷が有効活⽤されていない

まとめ

現状課題

⾷材集め 多摩川⾷堂 よもぎ蒸し



まとめ

⾷材集め 多摩川⾷堂 よもぎ蒸し

✔⼦供の環境教育育成
✔多摩川の⽣物多様性を保全
✔野草を⾷べて健康体に
✔外来種を新たな資源に

✔⽗親と⼦どもで作る昼⾷
→⺟親への感謝

✔家族団らんの時間
✔多摩川の植物を

守る・活かす

✔健康と美容
✔⾃分だけの時間
✔⽇々の疲れを癒す



参考⽂献
・川崎市オープンデータかわさき市⺠アンケート平成29年度第1回・平成28年度第1回 川崎市市役所
2018.06.12

www.city.kawasaki.jp/170/page/0000066733.html
・環境教育：⽂部科学省 ⽂部科学省 2018.06.12

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kankyou/
・お⺟さんが喜ぶ⺟の⽇プレゼントランキング！⽇⽐⾕花壇 ⺟の⽇コム 2018.06.12

http://www.hahanohi.com/article/15/
・ よもぎ蒸し＆ゲルマニウム温浴 ⼥性専⽤サロン楽座や｜⽇本橋・池袋・新宿・渋⾕

楽座や 2018.06.22
http://www.rakuzaya.com

・In you ｜「全ての⼈にオーガニックな暮らしを」をコンセプトにしたWEBマガジン IN YOU 2018.06.22
http://macrobiotic-daisuki.jp/yasou-kounou-45293.html

・旬の野菜と⾷材 Radish Pocket 2018.06.22
https://radish-pocket.com/Entries/794

・よもぎの⾷べ⽅！美味しくてヘルシーな万能ペーストって？ Otama Journal 2018.06.22
https://thankyoublog.info/5760.html



・ふきのとうの栄養は？カラダに嬉しい効能とは！？ Otama Journal  2018.06.22
https://thankyoublog.info/4482.html

・イタドリ(⻁杖)を徹底研究｜イタドリが関節痛に効果あるってほんとホント？
イタドリの⾷べ⽅は？摂取⽅法と効能 2018.06.22
https://www.sumiwork.com/itadori‐take‐148/

・海外で爆発的に繁殖！⽇本から持ち込まれた植物がすごいことになっている LOVEGREENボタニカルライフ
2018.06.22
https://lovegreen.net/botanicallife/p59004/

・「多摩川における外来植⽣などの市⺠モニタリング調査」
2012年 島⽥⾼廣 NPO⾃然環境アカデミー代表理事 2018.06.22
http://www.tokyuenv.or.jp/wp/wp‐content/uploads/2012/12/202.pdf

・桜餅のレシピ・つくり⽅｜キッコーマン｜ホームクッキング Kikkoman 2018.07.23
www.kikkoman.co.jp/homecook/search/recipe/00002671/index.html

・出典：寒天レシピ｜デザートレシピー寒天本舗オンラインショップ ⽩桃寒天寄せ
寒天本舗 2018.07.23

http://www.kantenhonpo.co.jp/site/recipe/dessert/hakutou.html

・旬の⾷材百科辞典トップページ フーズリンク
http://foodslink.jp/syokuzaihyakka

・よもぎ茶の作り⽅や飲み⽅と効能｜妊活や便秘の効果と副作⽤や味は？ LETTRE DE NATURE
https://lettre‐du‐nature.com/archives/487

参考⽂献



ご清聴ありがとうございました


