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2011 年 12 月吉日 

関係者様各位 

KOSUGI FESTA 2011 実施報告書 

NPO 法人小杉駅周辺エリアマネジメント 

KOSUGI FESTA 2011 実行ワーキンググループ  

 

 

＜本企画趣旨＞ 

子どもたちの、笑顔と思い出のために 

武蔵小杉を、彼らのふるさとにする。 

 

 小杉駅周辺エリアは、急ピッチにて再開発が進行し、2010年にＪＲ武蔵小杉新駅が開業、東街区・新丸子・中

丸子地区については複数の高層マンションが建設、すでに入居が完了し、新しい住宅地としての落ち着きを見せ

始めています。当該再開発エリアには各地より新住民が移住してきており、目下のところ確たる自治会もなく、

住民間ネットワークは脆弱であります。当然ながら、地域全体の伝統文化も行事も存在しません。 

 再開発地域全体の防災・防犯への取り組み、さらには新住民を迎えて再活性化された小杉駅周辺エリアの新た

なるカルチャーの醸成のために、新マンションおよび周辺地域の紐帯（ネットワーク）を強くすることがその一

助となるでしょう。特に、3月11日に発生した東日本大震災以降、コミュニティの重要性について益々関心が高

まっています。 

 本イベントを実行することで、地域住民ならびに商店街、学校、諸機関の相互交流を促すひとつのきっかけを

成すとともに、小杉駅周辺エリアの魅力アップ、ならびに資産価値の向上といった果実を地域で共有することに

なると考えます。 

 また、本年単発の企画ではなく、2012年、2013年と段階的に発展する、長期的な視座にたってイベントを育成

してまいります。 

 

（サブテーマ：伝統と都市文化が交錯する武蔵小杉 について） 

 前述の通り、新開発エリアには伝統行事や文化が存在しませんが、小杉駅周辺エリアには長年続く伝統ある桜

まつりなどの行事がたくさんあります。新住民だからこそ新しい感性をもってできること、長くその地を知る住

民だからこそできること、双方のシナジーを最大化することを目標に、サブテーマ「伝統と都市文化が交錯する

武蔵小杉」を掲げます。 

 

 

以上の趣旨にて、10月30日（日）、本年度第一回目のコスギフェスタ2011を開催いたしました。実施報告をいた

します。 
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協賛企業・団体一覧（順不同）
伊藤忠アーバンコミュニティ（株）
三井不動産住宅サービス（株）

野村證券（株）
三井不動産レジデンシャル（株）

フーディアム武蔵小杉店
ファミリーマート ミッドスカイタワー店

デリド武蔵小杉店
セントラルスポーツ武蔵小杉店

川崎市立上丸子小学校
法政通り商店街振興組合

武蔵小杉駅前通り商店街振興組合
株式会社アスク

パークシティ武蔵小杉ステーションフォレストタワー管理組合
パークシティ武蔵小杉ミッドスカイタワー管理組合

レジデンス・ザ・武蔵小杉管理組合
ザ・クラッシィタワー管理組合
ザ・コスギタワー管理組合

大和ライフネクスト株式会社
武蔵小杉ライフ運営委員会

川崎市まちづくり局
川崎フロンターレ
（株）ケーソニック
城南設備（株）

＜開催報告：総括＞  

準備段階 

 WG（ワーキンググループ）ではおよそ一年前から準備を始めました。基本的に月に１回のペースにて会合を開

き、開催趣旨、日程、場所、企画の調整などを進めてまいりました。WG発足当時は 10名ほどのメンバーでした

が、企画コンテストの実施やコスギフェスタのプレゼンテーションの実施を通して、次第に各マンションの理事

経験者やコミュニティ担当者を中心にメンバーが広がっていきました。 

 3月の震災を受けて、活動は一時休止し、今年度の実施是非について検討いたしましたが、各地で花見が中止

になるなど自粛ムードが強まるなか、実施予定日の 10月には自粛疲れも出てくるだろう、という読みとともに、

5月以降に WGを再開しました。 

 企画趣旨を固め、実施日を確定し、実施場所の確保へと検討は進みました。今回、フーディアム前の片側公道

の封鎖にあたり、中原警察署の多大なるご協力をいただきました。安全管理計画について、車両誘導員やボラン

ティアスタッフの配置など、ご指導を賜りました。 

 

 企画内容を精査していくにつれ、今回は NPO主

体の企画と各マンション管理組合による企画、そ

して周辺商店街による模擬店出店と複数の企画主

体で構成される複合型のイベント像ができあがっ

ていきました。さらに、WGの接点は近隣小学校、

諸企業・団体へと広がり、各方面から様々なご協

賛を賜りました（別添ご参照）。 

 各方面からのご協力なしには、今回の企画は実

行できませんでした。誠に、ありがとうございま

す。 

 

 

 

 8月時点（実施 3カ月前）の WGコアメンバーは

30名を超え、以降は会合の頻度を月 2回とし、9

月の後半からはほぼ毎週のように準備に向けてメ

ンバーがそれぞれの役割を果たすべく奔走しまし

た。フェスタ当日のボランティアスタッフを公募

したところ、実に 60名以上の方のご応募をいただ

きました。最終的には、延べ 200名を超えるボラ

ンティアスタッフの奮闘により、コスギフェスタ

2011の実施を支えていただきました。 
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当日スタッフポスト一覧 

コスギフェスタ当日 

 当日は、心配されていた雨も夕方に尐し降っただけで、天候

に恵まれました。おかげさまで大きな事故もなく、滞りなくイ

ベントを終えることができました。 

 

 ハロウィンスタンプラリーには総勢 791組、1,500名以上が参

加、仮装コンテストは子供の部 70名、大人の部 5名、ステージ

出演者は 11の団体と個人、計 300名以上が出演し、大盛況に終

わりました。当日の来場者は、中丸子エリア、新駅周辺も含め

た全会場を合わせて尐なくとも 5,000 名を超えたものと想定さ

れます。 

 

 

 

 

当日は、たくさんの子供たちの笑顔があふれ、大人たちの多く

も仮装した姿で、楽しそうでした。来年以降も、継続していき

たいと考えておりますので、何卒、引き続きのご理解ご協力の

ほど、宜しくお願い申し上げます。 

各企画の詳細について、以下にそれぞれご報告させていただき

ます。 

 

 

 

（追記） 

お祭り企画コンテストを年初に実施し、複数点のご応募がありましたが、今回は残念ながら採用案はありません

でした。来年、また奮ってご応募いただければと思います。また、写真コンテストの入賞者については、後日別

途発表いたします。 
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＜トリック・オア・トリート スタンプラリー＞ 

 2010年に実施したハロウィンパレードからの大きな変更点として、今回は事前申込み制、スタンプラリー方式

の２点を導入しました。事前申込が予想を上回る勢いで増えたため、当初計画していたメインステージ近辺の本

部スタンプをゴールとする方式を改め、メイン会場近辺の混雑緩和に努めました。また、武蔵小杉ライフ様のご

協力による事前広報活動により、再開発エリア周辺地域からの参加も多数ありました。 

 当日は子ども791名、大人804名、合計1595名が仮装姿で再開発エリアを歩き回り、たくさんの子ども達の笑顔

が見受けられました。各マンションの管理組合様には、スタンプラリー場所の設置、スタンプ捺印やお菓子の受

渡しなど、多大なるご協力をいただきました。また、デリド武蔵小杉店様、セントラルスポーツ様、ファミリー

マート様にもお菓子の提供とスタンプラリーポイントの設置にご協力いただきました。フーディアム様にはお菓

子のご協賛をいただきました。誠に、ありがとうございました。 

参加者の年齢別分布 

小学校入学前の未就学児が大多数を占

めました。（６～７割） 

 

 

マンション別分布 

 

※ ※約４分の１を占めるマンション

以外の周辺地域からの参加が今年の大

きな特徴。 
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＜ハロウィン仮装コンテスト（メイン会場）＞  

 今年から初めての企画です。スタンプラリーで個性豊かな仮装をした子どもたちに整理券を配布し、メインス

テージにて仮装コンテストを行いました。子どもの部では、10人１組で入賞者をひとり決定し、総勢70名ほどが

自慢の仮装を披露しました。みんなでポーズを決めて写真撮影を行い、見ている多くの方もカメラや携帯で写真

撮影を楽しんでいました。 

 大人の部は１人１分のパフォーマン付きで、個性が強烈な５名が出場しました。美声を披露する魔女や、永遠

のつっぱり、死神、ジャックスパロウ、そして森の石松という濃い面々で、会場の笑いを誘っていました。 

 最後は入賞した子どもたちと大人の中からグランドチャンピオンを決定し、今年はかわいい「子泣きじじい」

が見事チャンピオンに選出されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜メインステージ＞ 

準備段階 

 メインステージ担当班は

コアメンバーとして 8 回の

全ての事前打ち合わせに参

加しました。各班との連携、

特に安全管理部、ミッドス

カイタワー・ステーション

フォレストタワーの控室班

との出演者の動きとそのセ

キュリティーに関しては事

故の無いよう念入りに打ち

合わせを行いました。また、

各出演者との協議も細かい

部分まで行い、当日のスム

ーズな進行に心がけました。 

 10月には進行台本を決定し、細かい部分を確認し本番に備えました。ハード面では、ステージ本体（屋根付き）、

音響、出演者楽器運搬車両を準備いたしました。電源に関しては、竹中工務店様のご厚意により電源工事まで含

めてご提供いただきました。 
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当日の様子（別添進行表参照） 

 進行は前半 10 分程度押していましたが、バンド演奏で時間の調整をしていただき、フィナーレはほぼ時間通

りに終了することができました。開始直後こそ観客は多くありませんでしたが、法政二校の吹奏楽の演奏が始ま

ると大いに盛り上がり、途中小雨が降ったものの、最後まで多くの観客で賑わいました。 

 ステージ周辺のセキュリティー面では、特に不審者等の存在は見受けられませんでした。また、混雑等による

トラブルもありませんでした。また、出演者の入退場に関しては、それぞれの団体の保護者や関係者の方がスム

ーズに対応していただけました。ご協力、誠にありがとうございました。 
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＜メイン会場の模擬店＞  

 メイン会場では公道の片側を封鎖し、歩道上に１３のテント、車道上に飲食スペースを用意しました。調理に

必要な水道はミッドスカイタワー管理組合様から融通いただき、また電力は竹中工務店様のご厚意により、東急

武蔵小杉駅前の工事現場から架線を引いていただきました。模擬店の出店については、横線法政通り商店街、武

蔵小杉駅前通り商店街の皆様に多大なるご協力をいただき、人員60名以上にてテントの設営から撤去までお世話

になりました。やきそば、カレー、揚げ餃子、フライドポテト、チョコバナナ、綿菓子、フランクフルト、亓平

もち、亓目寿司、焼きパン、かき氷、焼きトウモロコシ、玉こんにゃく、和菓子、栗おこわなどなど、バラエテ

ィ豊かな食材を提供していただきました。また、NPOとミッドスカイタワーコミュニティ委員会様と共同でテン

■KOSUGIFESTA2011進行表

2011.10.30

Time 項　目 LAP 進　行　概　要 音　響 控　室 備　考

7:30 準備開始 ステージ、テント、音響設営開始、商店街設営開始

9:00 道路封鎖 （＊影マイクにて案内あり）

コーン設置、警備開始

10:00 開会宣言 10 ○座長より開会宣言 オープニングM

司会：笹田恵子　 MC+MIC:C

　　　　　『NPO法人小杉駅周辺エリアマネジメントKOFWG座長　山中佳彦』 BGM:パイレーツ

10:10 ハロウィンタイム 10 ○トリック・オア・トリートのご紹介 BGM:スリラー

司会：笹田恵子　 MC+MIC:C

　　　　　『KOFWG　ハロウィン班　酒五学』

10:20 各種ご案内 10 ○司会より各種ご案内 BGM:淡々

司会：笹田恵子　 MC

・出演のご案内・出店のご案内・マンションイベントのご案内・協賛のご紹介

10:30 フリータイム 30 ○インタビューにて構成 BGM:明るい トランシーバー使用

司会：笹田恵子　 MC 　＊使える物があるか確認

　　　　・ハロウィン参加者にインタビュー

　　　　・出店者にインタビュー

　　　　・マンションイベントへのインタビュー（トランシーバー）

11:00 法二吹奏楽部 30 ○吹奏楽演奏 SFT　パーティールーム 雨天対策

　　　　・途中インタビュー有り（インタビューアー牧瀬） MC+MIC:C

11:30 アレアファーレ 30 ○ダンス公演 指定BGM エリマネフリースペース

　　　　・途中インタビュー有り？（インタビューアー牧瀬） MC+MIC:C

12:00 ジャグリングMORITA 30 ○ジャグリング公演 指定BGM SFT　シアターリビングA

　　　　・途中インタビュー有り？（インタビューアー牧瀬） MC+MIC:C

12:30 式典 15 ○理事長挨拶

司会：笹田恵子　 MC+MIC:C

　　　　　『理事長　松本等』

○来賓挨拶

　　　　　『川崎市まちづくり局小杉駅周辺総合整備推進室　室長　竜野潤一郎様』

○コスギフェスタ2011宣言

　　　　　『副理事長　安藤均』

12:45 仮装コンテスト 45 進行：酒五学 ふろん太 13:00-　フロンターレ開始

審査員：松本審査委員長、竜野室長、森、安藤副理事長、SFT石五、MST北島 MC+MIC:C+審査員

○子供の部（100名まで）

        ・受賞後一言コメント

○大人の部（パフォーマンス有り）

　　　　・授賞式有り、受賞後コメントあり

（*ふろん太絡み？）

13:30 バンビーズ 15 ○キッズチアーリーディング 指定BGM SFT　パーティールーム

　　　　・途中インタビュー有り（インタビューアー牧瀬） MC+MIC:C

13:45 ランサーズ 15 ○高校生チアーリーディング 指定BGM MST　C1

　　　　・途中インタビュー有り（インタビューアー牧瀬） MC+MIC:C

Time 項　目 LAP 進　行　概　要 音　響 控　室 備　考

14:00 アレアファーレ 30 ○ダンス公演 指定BGM エリマネフリースペース

　　　　・途中インタビュー有り？（インタビューアー牧瀬） MC+MIC:C

14:30 フィエステリア・ドゥ・コスギ 40 ○ラテンバンド MICアレンジ別途 MST　パーティールーム 雨天対策

　　　　・途中インタビュー有り？（インタビューアー牧瀬）

15:10 東京ギャラクシーオーケストラ 50 ○ビッグバンド MICアレンジ別途 MST　パーティールーム

　　　　・途中インタビュー有り？（インタビューアー牧瀬）

15:50 フィナーレ 10 ○みんなで踊ろう！いーじゃんダンス2005 指定BGM 雨天対策

　　　　・アレアファーレ＋上丸子小学校4年生 MC+MIC:C

司会：笹田恵子、山中佳彦（ステージ）

16:00 閉会宣言（盛り上がりのまま突入） 5 ○手締め MC+MIC:C

　　　　　『副理事長　森信三』 終わりM

16:05 撤収 115 商店街、音響、ステージ、テント、イス、テーブル 日没対策

（16:49日没：投光器必要か？）

18:00 道路封鎖解除 （＊ハンドマイクで案内）
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トを出店し、ビール、ワイン、ジュースなどを販売しました。 

 当日は予想以上の人手で、1,000食用意いただいたやきそばも１４時には完売するなど、大変盛況でした。ゴ

ミの処理にもご来場の皆様、ミッドスカイタワー管理組合様、ステーションフォレストタワー管理組合様のご協

力をいただき、街を汚すことなく終えることができました。 

 

 

 

 

 

＜川崎フロンターレ キックターゲット＞ 

 ザ・コスギタワー西側エリアで午前と午後にキックターゲットを

行いました。自分が決めた的に２回当てたら賞品をゲットできるゲ

ームで、午前と午後合わせて 200名を超える子ども達が参加しまし

た。ふろん太君も大人気で一緒に写真を撮る姿が多く見られました。 

 

 

 

 

＜カエルキャラバン＞ 

 ザ・コスギタワー南側エリアで 10時～12時に防災ミニゲーム「カ

エルキャラバン」を実施しました。水消火器的当て、ジャッキアッ

プ、紙食器作成のワークショップに参加すると、ポイントをもらえ、

その点数に応じて好きなオモチャと交換できるプログラムです。水

消火器の的当ては大変な人気で 200 名を超える参加がありました。

３つのワークショップとも子どもだけではなくお父さんお母さん

も一緒に参加され、防災に役立つ実技を身につけられ楽しかったと

いう声が聞かれました。 
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各マンション個別企画報告（開催主体：各マンション管理組合） 

 

＜パークシテイミッドスカイタワー ランタンプロジェクト・ワイン販売＞ 

ランタンプロジェクト 

 230個のハロウィンランタンを住民みんなで作り、ハロウィンイブに飾

りつけを行いました。準備過程では、コミュニティ委員会のメンバーが

複数回会合を行い、当日に向けて作り方マニュアルの作成、一般住民参

加の事前工作の会（「つくろう会」）などを開きました。つくろう会に

はのべ60名の出席があり、ハロウィンイブには200名程度がロビーに集ま

り、多いに盛り上がりました。 

 

 

 

ワイン販売 

 魔女に仮装した女性による大人用ワインと子供向けジュース販売（特

製コップ付）を行いました。コミュニティ委員会の担当者が中心となり、

売り出し内容や装飾用の準備を進めました。当日は、多くのお子様連れ

に飲み物を楽しんでいただけました。 

 

 

＜ステーションフォレストタワー 呈茶会・子ども出店＞ 

呈茶会  

 3 カ月ほど前から準備をはじめ、お茶会の形式やお菓子の選定、当日の

予行演習などをおこないました。当日は、1席 20名で 4席、うち 1席は子

供の会としました。担当者は着物を着て応対し、抹茶とお菓子を提供いた

しました。参加者には大変好評をいただき、今後も何らかの形で継続した

いと考えております。 

 

こどもでみせ 

  3 カ月ほど前から準備をはじめ、子供主体の運営にて出店を行いまし

た。住民の子弟およびその友人が売り子となって、射的、輪投げ、水ヨー

ヨーといったゲームの実施、また駄菓子の販売を行いました。運営した子

どもたちは非常に熱心に取り組んでおり、盛況に終わりました。 

 

 

＜レジデンス・ザ・武蔵小杉 缶バッジ作成＞ 

 今回レジデンスでは初めての企画と云うことで、缶バッジの制作販売を行

いました。約２０名でチームを組み、写真撮影、バッジ製作、販売など役割

分担を行い、当日に向けて綿密に準備を進めました。当日は大盛況にて、約

200 個の缶バッジを提供することができました。（完売しました） 



Classified - Internal use 

＜ザ・クラッシータワー デジタルコスプレ七変化＞ 

 ハロウィンの仮装イベントに絡め、コスギフェスタのスタンプラリー

に参加する親子を対象に、プロジェクターを使用して、有名・人気キャ

ラクターなど約20種類の変身ができる“デジタル仮装”のサービスを提

供いたしました。 

 コミュニティ委員会を中心に、約20名の有志にて、2カ月程度かけて

準備を進めました。「デジタルコスプレ」のデータ作成から、当日の人

員配置まで、３回のテストを重ねて、万全の準備で当日を迎えました。 

 当日は、親子での参加が多く、皆楽しくスタンプラリーを行っていま

した。「デジタルコスプレ」は行列ができるほどの大盛況で、３００名

ほどがデジタル仮装を楽しみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ザ・コスギタワー ケータリング販売＞ 

 ケータリング車４台が並び、タコライス、クレープ、炭火焼きカルビ、

ピザ等を販売しました。コスギタワーエリアでは、キックターゲットや

カエルキャラバンを開催したこともあり午前中からお昼にかけて多くの

ご家族が訪れ大変な賑わいでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classified - Internal use 

＜安全管理部・救護班報告＞ 

 当日のメイン会場は片側が車両を通行することもあり、事前に何回も現地を見ながら打ち合わせを重ね、当日

のスタッフ配置や役回りを検討しました。事前に告知したボランティアスタッフの募集にはXX名以上の方にご応

募いただき、当日の安全管理に多大なるご協力をいただきました。配置計画については中原警察署様のご指導を

賜り、車両の誘導にはプロの警備会社を４名動員いたしました。ステージが混雑する時間帯には、車道に人が立

ち入ることが多くあり、警備メンバーが率先して声かけを行い、車の前への飛び出しを防ぎました。また、綱島

街道の交差点ならびに新駅前の交差点においては、野村證券様のボランティアにより横断の見守りを行いました。 

 さらに、本部には救護班を設置し、救急用品の準備といざというときのお医者様への連絡のため１名の責任者

と４名のボランティア要員が交替で待機しておりました。 

 当日は２歳のお子様の迷子が１件発生しましたが、安全管理部から救護班に引き継ぎ、本部にて無事にお母様

に引き渡すことができました。無事故で終えることができましたのは、ひとえに皆様の冷静な行動のおかげです。

ありがとうございました。 

 

 

＜収支報告および協賛金・寄付金一覧＞ 

   

   

 

コスギフェスタ２０１１　実行予算　12月確定版
摘要 収入 支出 残高

協賛金・寄付金（16の法人・個人様から） 291,000

キックターゲット収入 20,800
ビール・サワー売上 (331杯)　 99,300
慰労会参加会費収入（50人） 50,000
出演団体への謝金（７団体） 85,000
出演者ランチ券（266人） 41,750
ボランティア謝礼用焼きそば券（144人） 39,600
ビール原価/コップ費用 92,733
メイン会場ステージ・音響機器設営費用 157,500
警備員派遣費用（４名） 42,000
区民祭参加費 3,000
パンフレット制作/印刷/郵送費用 21,680
慰労会費用 78,820
雑費（ロープ/看板/笛その他） 9,286
写真コンテスト・ポスター賞品代 10,000
実施報告書用印刷経費（用紙・インク代） 10,446
合計 461,100 591,815 -130,715

ﾊﾛｳｨﾝ関係
摘要 収入 支出 残高

参加費(791名) 395,500

お菓子購入費用 239,796
袋/スタンプ/地図・チラシの紙代印刷代等 49,671
損害保険掛金（＠28円×1000名) 28,000

395,500 317,467 78,033

収入 支出 残高

ハロウィン以外 461,100 591,815 -130,715
ハロウィン 395,500 317,467 78,033
コスギフェスタ全合計 856,600 909,282 -52,682

協賛金・寄付金　一覧 金額 日付

伊藤忠アーバンコミュニティ（株） 30,000 9月16日

牧瀬　忠敏　様 10,000 10月3日

三井不動産住宅サービス（株） 30,000 10月7日

丸山　幸朗　様 10,000 10月13日

野村證券（株） 30,000 11月2日

三井不動産レジデンシャル（株） 50,000 10月26日

西松・佐藤建設共同企業体 10,000 10月26日

山中　佳彦　様 10,000 10月23日

安藤　均　様 10,000 10月21日

東急リロケーション（株）　　       　　   武蔵小杉営業所10,000 10月21日

東京急行電鉄（株） 30,000 10月26日

協同組合武蔵小杉商店街　　　　　　　　　理事長　松本　等10,000 10月30日

国本　隆宣　様 10,000 10月30日

法政第ニ中・高等学校　　　　　　　　　　　　榎本　勝巳　校長10,000 10月30日

（株）東京機械製作所 10,000 10月30日

城南設備（株） 21,000 10月30日

合計 291,000



Classified - Internal use 

＜各マンション管理組合様および関連会社様からのご協力一覧＞ 

 

 

 

（本部、ステージ又は共通用務）

負担・拠出 数量 使用目的 使用場所

敷地　市民館前公開空地 1 メインステージ

敷地　正面公開歩道 1 出店

正面公道（車輛通行止め） 1 出店

上水道設備 2 出店用

正面エントランス 一帯 関係車輛駐車

正面サービス駐車場 一帯 関係車輛駐車、その他機材置場

ロビー 一帯 ステージ演奏者一時待機場所 1階共用部

パーティーラウンジB 1室 東京ギャラクシー控室 1階共用部

カンファランスルーム１ 1室 LANCERs控室 1階共用部

キッチンリビング 1室 フロンタ君着脱室 3階共用部

ゴミ置き場 一帯 メイン会場のゴミ引き受け 地下2階共用部

椅子 50脚 本部用 本部からステージまで

長机 4台 本部使用 本部

無線機 8台
メインステージからMSTとSFT担当者通信

用
ステージMSTとSFT

清掃員（ﾏﾝｼｮﾝ清掃担当） ３人
メイン会場から公道一帯の清掃（当日及び
翌日）

メイン会場から公道一帯

土嚢 ２４袋 テント飛散防止用

植栽樹木 一帯 臨時送電線敷設用 市民館前高木一帯

ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾀｰ（管理員） 3名 共用施設からの机移動

拡声器 1台 本部使用 本部

実行委員会メンバー 15名 本部設営、本部及びステージ回りの人員
交通整理、ステージ出演者ケア

ステージから本部

1名 かえるきゃらばん応援 コスギタワー

一般ボランティア 8名 安全企画部へ編入

同上 2名 医療相談控え要員

軽トラック 1 ゴミ運搬、KSTからのテント運搬

同上社員 2名 各種作業

MST担当スタッフ 2名
MSTメイン担当員＝屋内総括、MSTサブ

担当員=ステージ出演者ケア

その他スタッフ 5名 メイン会場から公道付近の見回り警備担当

清掃補助（清掃会社） 3名 清掃員統括、運搬・清掃補助

救急箱 2箱 救護班へ貸出し 本部

ゴミ箱（70Lｺﾞﾐ袋120袋） ９箇所＋４缶
メイン会場用のゴミ箱を作成　９箇所のうち
８箇所は普通ごみ・空き缶各２個、１箇所は
各１個。飲み残し用に４缶（ザル付）。

（MST用務）

机 1台 MSTスタンプラリー用 ふれあい丘

机 6台 MST出店用 正面公道前

パーティーラウンジA 1室 スタッフ荷物置き場 1階共用部

土嚢 １２袋 テント飛散防止用

コミュ活 メンバーと家族 20名 スタンプラリー、出店、ランタンプロジェクト

住民 一般住民 60名 ランタンつくり

ＭＳＴ管理組合

ＭＳＴ管理組合

三井住宅サービス

住民

備品 数量 使用目的 使用場所

備品 数量 使用目的 使用場所

イス 50脚 メイン客席 メインストリート

テーブル 2台 ビール販売 売店

ビールサーバー 1台 ビール提供 本部

拡声器 2台 ビール販売 売店

缶バッジ作成セット 1セット 缶バッジ販売 レジデンス内

イス 4脚 お菓子配り レジデンス内

テーブル 2台 お菓子配り レジデンス内

ビール販売員 11名

お菓子配り員 6名

缶バッジ委員 16名

レジデンス管理組合



Classified - Internal use 

 
 

 

備品 数量 使用目的 使用場所

正面エントランス 一帯 スタンプラリー・こどもでみせ 1階屋外

ロビー 一帯 呈茶会・呈茶会準備 1階共用部

パーティーラウンジA 1室 スタッフ荷物置き場 1階共用部

パーティーラウンジB 1室 法政二高、BAMBIES荷物置き場 1階共用部

オープンデッキ 一帯 法政二高、BAMBIES待機場所 1階共用部

シアターリビングA 1室 MORITAさん控室 3階共用部

ゴミ置き場 一帯 メイン会場のゴミ引き受け 地下2階共用部

長机 9つ スタンプラリー受付用　呈茶会用　こどもで
みせ用

ロビー　正面エントランス

椅子 21脚 スタンプラリー受付用　カエルキャラバン受
付用　キックターゲット受付用

ロビー　正面エントランス

ホワイトボード 2台 呈茶会 ロビー

キッズルーム品物 2個 こどもでみせ用

リヤカー １台 ゴミ運搬用 1階から地下2階共用部

拡声器 １個 交通安全管理部へ貸し出し ＭＳＴからも１個

管理員 ２人
呈茶会・スタンプラリー用机、台車等備品
の搬出入

フロント １人 ボランティアスタッフの受付

日常清掃員 ３人 メイン会場から公道一帯の清掃

委員 13人 スタンプラリー・呈茶会・こどもでみせスタッ
フ

委員家族友人・知人 6人 スタンプラリー・こどもでみせスタッフ

子供 20人 こどもでみせスタッフ

ポット 2台 お茶碗温め用、お茶点て用
SFT屋内統括スタッフ ２名 屋内統括

MST担当スタッフ 2名
MSTメイン担当員＝屋内総括、MSTサブ

担当員=ステージ出演者ケア

その他スタッフ ５名 メイン会場警備

清掃補助（清掃会社） ３名 清掃統括、ゴミの運搬・清掃補助

ゴミ箱（70ℓｺﾞﾐ袋120袋） ９箇所＋４缶

メイン会場で使用するゴミ箱を作成　９箇所
のうち８箇所は普通ごみ・空き缶各２個、１
箇所は各１個。飲み残し用に４缶（ザル
付）。

救急箱 ２箱 救護班へ貸し出し

住民ボランティア 24人

SFTスタンプラリー2名、NPOスタンプラ

リー4名、屋外統括4名、出演者世話係6

名、交通安全管理3名、安全衛生部5名

ステーションフォレ
ストタワー
管理組合

ステーションフォレ
ストタワー
コミュニティ委員会

三井不動産
住宅サービス

備品 数量 使用目的 使用場所

正面エントランス 一帯 スタンプラリー・お菓子配布 1階屋外

ロビー 一帯 スタンプラリー・お菓子配布 1階共用部

ベンダールーム 1室 デジタルコスプレ七変化 1階共用部

プロジェクター 2台 デジタルコスプレ七変化 1階共用部

ステレオ 1台
円形緑地“ヴェルデガーデン”オープンに

ング
1階共用部

お花 120ポット
円形緑地“ヴェルデガーデン”オープンに

ング
1階共用部

長机 3台
スタンプラリー受付用・デジタルコスプ
レ用

ロビー・ベンダールーム

椅子 4脚 スタンプラリー受付用・デジタルコスプ
レ用

ロビー・ベンダールーム

委員 14人 スタンプラリー受付用・デジタルコスプ
レ用

ロビー・ベンダールーム

委員 1名 メインステージ司会 メインステージ

委員家族友人・知人 6人
スタンプラリー受付用・デジタルコスプ
レ用

ロビー・ベンダールーム

ザ・クラッシィタ
ワー
管理組合

ザ・クラッシィタ
ワー
コミュニティ委員
会



Classified - Internal use 

 

 

たくさんのご協力を賜りました。本当に、ありがとうございました。                 以上 

備品 数量 使用目的 使用場所

敷地 一帯
スタンプラリー・カエルキャラバン・キック
ターゲット・移動販売車　開催

西側～南側一帯

テント ３張り
１）コスギタワー　スタンプラリーポイント雨
除け　２）コスギフェスタ本部用　３）ミッドス
カイタワー出店用

１）コスギタワー南側　２）メイン
会場市民館前　３）メイン会場
封鎖道路上

無線機 10台 交通安全管理部連絡用 メイン会場封鎖道路付近

長机 ５つ
スタンプラリー受付用　カエルキャラバン受
付用　キックターゲット受付用

西側～南側一帯

椅子 １２脚
スタンプラリー受付用　カエルキャラバン受
付用　キックターゲット受付用

西側～南側一帯

水栓 南西１つ カエルキャラバン　水消火器充填 敷地南西

電源 南西屋外１つ
キックターゲットのエアゴール空気充填・南
側水消火器空気充填

敷地南西

延長コード １台 電源接続用 敷地南西

来客用駐車場 ２台 フロンターレ１台　プラスアーツ１台 北側新設駐車場

カルチャーブース ２部屋
フロンターレスタッフ控室・プラスアーツス
タッフ控室

カルチャーブース　１・２

伊藤忠アーバン 管理員 ５人
メインエントランス付近見守り　アトラクショ
ン補助　機材の搬入補助　テント設置　ゴミ
のケア

敷地一帯

スタッフ ２人 スタンプラリー受付 南側テント内

昼食 ８人分
フロンターレスタッフ用弁当（カルビ弁当＋
焼き立てパン＋アイスコーヒー）

カルチャーブース

移動販売車 ４台
焼肉カルビ弁当　クレープ　タコライス　ピ
ザ

南側一帯

住民ボランティア １７人
キックターゲット２名　　カエルキャラバン
１５名

南側～西側

カエルキャラバン費用 全額負担

スタッフ ６人
水消火器２名　ジャッキアップ２名　案内２
名

カエルＴシャツ 20枚 ボランティアスタッフに贈呈

プラスアーツ 特別企画アレンジ
コスギフェスタ用に企画をアレンジし、　カ
エルキャラバン参加者におもちゃを無償提
供

サイン入りＴシャツ １枚
仮装コンテスト　グランドチャンピオン賞品
用

ふろん太 １体
キックターゲット会場付近、および仮装コン
テスト会場でパフォーマンス

キックターゲット運営
午前・午後の運営　（スタッフ８人派遣・参
加賞と賞品の提供）　＊謝金１万５千円

藤子不二雄記念館クリアファイル＋シールセット 100枚 仮装コンテスト参加賞用

川崎フロンターレ

コスギタワー
管理組合

アスク

大和ライフ

備品 数量 使用目的 使用場所

スタッフ 8人
ステージ警備4人　着ぐるみ2人　カメラマン

1人　挨拶・審査員1人

A３ラミネート 約20枚 案内看板 キックターゲット　本部前

看板文字印刷 3枚
規制告知看板、本部看板、キックターゲット
場所変更看板、告知用巨大パンフ

パンフレット折り 5000枚 コスギフェスタ用パンフレットの折り作業

カラー印刷 500枚 ハロウィン用地図印刷

裁断 500枚 ハロウィン用地図裁断作業

寄付金一覧作成 1枚 コスギフェスタ寄付金掲示用一覧 本部前
幸区役所道路公園
センター

捨て看板 １個 交通規制告知看板枠 MST南側歩道

川崎市総務部秘書
課

電報 1通 市長からの祝電

音楽のまちかわさ
き実行委員会

着ぐるみ貸出 1体 メインステージ付近でのパフォーマンス
（ミュートン）

メインステージ　本部前

川崎市交通局 着ぐるみ貸出 1体 メインステージ付近でのパフォーマンス（ノ
ルフィン）

メインステージ　本部前

豊田さん 着ぐるみ運搬・保管 2体 会場への運搬、保管

立て看板作成 4個 規制告知看板、本部看板、キックターゲット
場所変更看板

案内看板作成 約20枚 案内看板作成作業、木材購入

川崎市まちづくり局

芳賀さん


