
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◇ 第 11 回 「みたか太陽系ウォーク」について 

（第 11 回「みたか太陽系ウォーク」協賛ご検討資料） 

１ イベント概要  

みたか太陽系ウォークは、三鷹市との共催事業である「三鷹の森 科学文化祭」の中心イベントとして実施しており、１３億分の１

に縮尺にした太陽系の軌道図を三鷹の地図に重ねて＜まち歩き＞を楽しみながら、太陽系の大きさや距離を実感するスタンプラリ

ーです。 

令和元年度で１１回目を迎え、これまで、地域の活性化と科学文化の醸成を目指し、大勢の皆さんにご参加いただけるイベントと

してさまざまな企画を行ってきました。「みたか太陽系ウォークスタンプラリーマップ」は２０，０００部を発行し、三鷹市内外から多くの

皆さまにご参加いただいています。 

また、スタンプを設置した店舗において、当イベントとのコラボ商品の企画販売を行うとともに、花と緑の広場及び三鷹中央防災公

園での星空観望会や、市内の飲食店を会場とした「まちなかサイエンスカフェ」などを実施しています。 

 世界天文年の平成 21年（2009年）に開始し、令和元年（2019年）の開催で 11回目となります。 

 

第 11 回  「みたか太陽系ウォーク」実施期間  

令和元年 9月 20日（金）～10月 27日（日） 38日間 

（景品交換は 11月 3日（日）まで） 

 



◇ 昨年度の実績（第 10 回 「みたか太陽系ウォーク」） 
 

１ 実施期間  

  平成 30年９月 21日(金)～10月 28日(日) 38日間   

※景品交換は 11月４日(日)まで 

２ 参加店舗  

  249か所（186店舗、63施設）＋彗星スタンプ（※）21か所  （29年度：246か所＋18か所） 

※期間中の市内外の 21のイベントに彗星スタンプを設置しました。 

３ 主催  

  みたか太陽系ウォーク実行委員会  三鷹市  国立天文台  NPO法人三鷹ネットワーク大学推進機構 

 

４ 後援  

  公益社団法人日本天文学会  三鷹市教育委員会 

 



５ 協力（11 団体） 

  東日本旅客鉄道株式会社三鷹駅  （公益）三鷹市スポーツと文化財団  三鷹市商店会連合会  株式会社まちづくり三鷹 

  三鷹商工会  NPO法人花と緑のまち三鷹創造協会  NPO法人みたか都市観光協会  アトレヴィ三鷹 

  三鷹の森ジブリ美術館  エム・ティ・プランニング株式会社  （公財）三鷹国際交流協会 

６ 協賛団体（14 団体） 

  株式会社キズナ・ば  東京井の頭ロータリークラブ  株式会社甲信商工  東京三鷹ライオンズクラブ  国立天文台 

  東京三鷹ロータリークラブ  酒井薬品株式会社  東京むさし農業協同組合 三鷹支店  境交通株式会社 

  株式会社まちづくり三鷹  株式会社ジェイコム武蔵野三鷹  三鷹光器株式会社  株式会社 SUBARU  三鷹商工会 

７ 実行委員  

  縣  秀彦（国立天文台 天文情報センター普及室長）  荒井 正雄（三鷹市商店会連合会 会長） 

  吉田 純夫（三鷹商工会 商業部会長）  井上  新（みたか都市観光協会 事務局長） 

  滝口 麻子（三鷹の森ジブリ美術館 事業課運営係課長）  井上  忍（三鷹市 企画部企画経営課長） 

  垣花  満（三鷹市 生活環境部生活経済課長）  吉田巳里子（株式会社まちづくり三鷹 マネージャー） 

  梶田 秀和（三鷹国際交流協会 事務局長）  加藤 直子（三鷹市スポーツと文化財団 事務局長） 

  村尾 直大（花と緑のまち三鷹創造協会 事務局次長補佐） 八木  隆（三鷹ネットワーク大学推進機構 事務局長） 



８ 景品と交換者数  

 

賞名 景品 交換者数 前年度比較 

ニュートン賞 ｸﾘｱﾌｫﾙﾀﾞｰ 3,319人 （3,000人 11％増） 

林忠四郎賞 ﾊﾞﾝﾀﾞﾅ 2,670人 （2,303人 16％増） 

ガリレオ賞 ﾍﾟｰﾊﾟｰｸﾗﾌﾄ 3,518人 （3,256人 8％増） 

ケプラー賞 ﾍﾟｰﾊﾟｰｸﾗﾌﾄ 3,463人 （2,438人 42％増） 

古在由秀賞 ﾉｰﾄ 2,432人 【H30：新設】 

 

 

９ マップ配布数及びコンプリート証など 

ア．  マップ配布数          約 20,000枚 （約 20,000枚 増減なし） 

イ．  太陽系コンプリート証発行数  493人 （380人 30％増） 

ウ．  彗星コンプリート証発行数  252人 （209人 21％増） 

エ．  総スタンプ数         507,922個 （436,593個 16％増） 

オ．  平均スタンプ数        144個 （134個 7％増） 

カ．  第 10回特別賞応募者数   1,847人 

 

※ （ ）は H29年度の数値及び増減率 

 



10 関連イベント 

ア．  特別対談「太陽の不思議アレ・コレ？」 56人 

イ．  特別講座「はやぶさ２」到着！ 67人 

ウ．  まちなかサイエンスカフェ等 

 ◇ 監修者・半田教授が語る「太陽系ウォーク」 26人     ◇ 地球のきょうだい星たち 35人 

 ◇ 太陽系を巡る水の旅 33人 

エ．  星空観望会 

 ◇花と緑の広場観望会「昇りくる満月を見よう」 [中止]    ◇元気創造プラザ観望会「秋の月と星を楽しもう」 37人 

オ．  三鷹の森ジブリ美術館（土星座）での星の映画・お話 50人 

カ．  天文・科学情報スペース企画展「みたか太陽系ウォーク」 6,165人 （９月 14日～11月４日） 

キ．  第 195回市民歩こう会－秋の大沢をめぐる宇宙の旅－ [中止] 

 

11 主な連携・協力  

ア．  太陽模型の設置 （東日本旅客鉄道株式会社三鷹駅） 

イ．  店舗内の太陽系装飾 （アトレヴィ三鷹） 

ウ．  スタンプマットの作成 （三鷹商工会） 

エ．  景品交換及び TAKA-1袋の作成 （みたか都市観光協会） 

オ．  三鷹商工会工業部会ものづくり産業活性化ネットワーク委員会による第 10回特別賞（宇宙棒）の製作・提供 

カ．  みたか都市観光協会 10周年コラボ企画 

キ．  デジタルスタンプラリー「お宝発見！ミタカをミタカ」 （アプリダウンロード：744人、総ビーコン反応数：13,125回） 



12 協賛金及び広告収入等  

    総額 851,000円 

◇ 協賛金      220,000円 （13企業・団体） 

◇ 広告収入    280,000円 （９企業・団体） 

◇ 協力費      351,000円 （１団体） 

 

13 太陽系サポーター 

ア．  登録者：27人（杏林大学観光学部志村ゼミ 11人含む） 

イ．  主な活動：太陽模型等の工作、スタンプの設置回収、イベントスタッフ、ＳＮＳ等による情報発信 

 

 

 

 

 

 

 



◇ コラボ商品（一例） 
 

     

          

 



◇ 資料写真 
 

 

  

 
三鷹駅構内の太陽模型 アトレヴィ三鷹の装飾 スタンプラリーの全景品 

 

企画展① 

「みたか太陽系ウォーク」 

  

  

太陽系サポーターの 

活動① 

太陽系サポーターの 

活動② 

土星座での星の映画・お話 企画展② 

「みたか太陽系ウォーク」 

 

 



【みたか太陽系ウォーク】 

●マップ総配布数 約２0,000 枚！  ●総スタンプ数 ５０７，９２２個！ 

●景品交換者数 3,５１８人！     ●参加拠点数（スタンプ数）24９か所！ 

 

三鷹市全体を 13億分の１の太陽系に見立てた サイエンスイベント 

 

太陽系ウォークスタンプラリーは 世界最大級のスタンプラリーです！ 

 

このイベントの目的は 科学を文化として楽しむこと 

そして 店舗や施設を巡り まちの魅力を発見し 

まちの賑わいへとつながっています 

  

「令和」初の 太陽系ウォーク 

ぜひこのイベントを ご一緒に楽しみませんか 

この事業をサポートしてくださる方を募集しています 

皆様のご協力を お願いいたします 

 

 

 

みたか太陽系ウォーク実行委員会 事務局 

NPO法人 三鷹ネットワーク大学推進機構 

ＴＥＬ：０４２２－４０－０３１３ / ＦＡＸ：０４２２－４０－０３１４ 

〒１８１－００１３東京都三鷹市下連雀３－２４－３ 三鷹駅前協同ビル３階 

開館時間：火～土／０９：３０～２１：３０(入館は２１：００まで) 

日／０９：３０～１７：００  月曜・祝日は休館です 


