
 

 

令和４年 12月６日 

富田林市 

独立行政法人都市再生機構 西日本支社 

南海電気鉄道株式会社 

 

－ 公民連携（富田林市×UR都市機構×南海電鉄）で共創型社会実験イベントを実施 － 

 「WALK AROUND KONGO ～あるく、くつろぐ、めぐる一日～」を開催 

 

富田林市（市長：𠮷村 善美）、独立行政法人都市再生機構 西日本支社（理事・西日本支社長：村上 

卓也 、以下「ＵＲ都市機構」）及び南海電気鉄道株式会社（社長：遠北 光彦、以下「南海電鉄」）の３者

は、令和５年１月２１日（土）、金剛駅前から金剛中央公園までの区間（ふれあい大通り、金剛銀座街商店

街、久野喜台１号公園、金剛中央公園）にて、３者連携共創型社会実験イベント「WALK AROUND 

KONGO ～あるく、くつろぐ、めぐる一日～」を実施します。 
 

本イベントは、ニュータウン問題が顕在化する金剛地区（高辺台、久野喜台、寺池台、以下「地区」）にお

いて、地区活性化に向けた賑わいづくり、公共空間の利活用の可能性等の検証を行い、地区のエリアブラ

ンディング、若者・子育て世代の定住促進等に寄与することを目的に実施するものです。 
 

また、本社会実験イベントは、社会実験イベント本番までのプロセスも含め、事業趣旨に賛同いただいた

民間企業、団体、市民との共創により実施をしており、マルチパートナーシップの推進による、地区活性化、

団地価値向上、沿線価値向上をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「WALK AROUND KONGO ～あるく、くつろぐ、めぐる一日～」実施内容】 

①ウォーカブルな空間づくりに関する社会実験「まちなかリビング」 

②次世代モビリティ試乗会 

③マーケット・マルシェ「ＫＯＮＧＯ ＳＴＡＮＤ」 

④歩道空間へのインスタレーション実施「いろどり KONGO」 

⑤シャッターペイント「みんなでアートな風景を作ろう！～ピュア金剛ありがとうイベント～」 

同イベントの公式サイトはこちら：https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/104/81110.html 

 

 

https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/104/81110.html


  背景                                            

■金剛地区の概要 

金剛地区は、富田林市の中心部から西へ 2～3ｋｍに位置し、高度経済成長期に急速な都市化に伴う住

宅難等に対応するため、ＵＲ都市機構（当時の日本住宅公団）により開発されたニュータウンです。 

開発後は、充実した都市基盤と良好な住環境を備え、人口が集積する富田林市の西の玄関口として発

展し、市全体の成長・発展を支えてきましたが、開発後半世紀以上が経過した現在、人口減少・少子高齢

化・施設の老朽化など、様々な課題が顕在化しています。 

 

■社会実験イベント実施の背景 

上記の諸課題に対応し、地区の活性化、団地価値の向上、沿線価値の向上を進めることについて、３者

の思いが一致したことから、将来的なふれあい大通り周辺の都市空間再編に向けたスタートアップの取組

として、本社会実験イベントを実施する運びとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  概要                                            

１．名 称  ＷＡＬＫ ＡＲＯＵＮＤ ＫＯＮＧＯ ～あるく、くつろぐ、めぐる一日～ 

２．日 時 令和５年１月 21日（土） 11時～２０時 

３．場 所 ふれあい大通り、久野喜台１号公園、金剛銀座街商店街、金剛中央公園 

４．主 催 富田林市、UR都市機構、南海電鉄 

５．協 力 glafit 株式会社/ 東京海上日動火災保険株式会社/ トヨタカローラ南海株式会社/ 

株式会社中村製作所/ 昭和製線株式会社/ 株式会社山本土建/ 株式会社 UR コミュ

ニティ/ 日本総合住生活株式会社/ ふわふわキッズランド/ LLPまちかつ（12月６日時点） 

６．内 容 ①ウォーカブルな空間づくりに関する社会実験「まちなかリビング」 

 ②次世代モビリティ試乗会 

 ③マーケット・マルシェ「ＫＯＮＧＯ ＳＴＡＮＤ」 

 ④歩道空間へのインスタレーション実施「いろどりKONGO」 

 ⑤シャッターペイント「みんなでアートな風景を作ろう！～ピュア金剛ありがとうイベント～」 

■コンセプトキーワード  

＊『ウォーカブル』  

⇒「歩きやすい」、「歩きたくなる」、「歩くのが楽しい」、「回遊性の向上」  

＊『プレイスメイキング』  

⇒「人が滞留する空間づくり」、「居場所づくり」、「賑わい創出」、 

「地域（団地）価値向上」  

＊『駅まち LOOP』  

⇒「つながる駅とまち(駅や駅前広場と周辺市街地の一体感)」、 

「沿線価値向上」、「街の顔となる駅前空間の創出」  

＊『パートナーズ(partners)』  

⇒「多様なステークホルダーの参画」、「人づくり」、「共創」、「コミュニティ醸成」 



  イベント内容の詳細                                         

①ウォーカブルな空間づくりに関する社会実験「まちなかリビング」 

 歩行空間の活用可能性とその需要検証のため、公募により選定したストリートファニチャーをふれあい大

通り他、各会場に配置します。また、市民参加プログラム「MY ファニチャー」で作成した椅子（※）や、ご自

身のアウトドアチェア等を当日持参頂き、好きな場所で使って頂く実験（チェアリング）も同時開催します。 
 

■場 所：ふれあい大通り北側歩道（金剛駅前～金剛中央公園） 

■日 時：令和 5年 1月 21日(土) 11時～20時  

■対象者：すべての来場者  

■参加費 ：無料 ※自由にご滞在ください 

 

（※）市民参加プログラム「My ファニチャー」の設置について 

市民の皆さまにご参加いただける仕掛けとして、市民を対象とした椅子を制作する事前ワークショップを

開催します。 
 

■場 所：富田林市金剛連絡所２階ホール 

■日 時：令和４年１２月１７日（土）１３時３０分～１５時３０分 

■参加者：１３名（予定）  

 

②次世代モビリティ試乗会 

 次世代モビリティの導入可能性とその需要検証のため、金剛中央公園で、次世代モビリティ(４種類)の試

乗体験を行います。 
 

■場 所：金剛中央公園 グラウンド周遊道・青少年スポーツホール前 

■日 時：令和 5年 1月 21日(土) 11時～16時  

■参加費：無料 

■体験可能な次世代モビリティ 

機種・台数 試乗時間、体験人数 参加条件 

・電動バイク(GFR-02・2台) １０分、計５０人程度 ・原付もしくは普通自動車免許

証を所持 

・16歳以上 
・立ち乗り型スポーツスクーター

（LOM・１台） 

１０分、計５０人程度 

・近距離モビリティ(WHILL・2台) １０分、計２５人程度 ・小学生以上 

(小学生は保護者同伴) 

・歩行領域モビリティ(C+walk・1台) １０分、計２５人程度 ・身長 140cm以上 

  

 

 



■申 込：【申込期間】令和４年１２月１９日（月）９時～令和５年１月１３日（金）１７時 

         【申込方法】WEBページの申込フォームからお申込みください。 

WEB：https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/104/81110.html  

※事前予約制ですが、空きがあれば当日申込も可能です。 

 

③マーケット・マルシェ「ＫＯＮＧＯ ＳＴＡＮＤ」 

駅前の賑わいを生み出すコンテンツとして、「手作り」 「地産地消」 にこだわった生産者や飲食店、ハン

ドメイド作家等が出店するマーケット・マルシェ＆屋台を出店します。 

賑わいの核となる場所が乏しい金剛駅周辺の課題解決に向け、定期的なマーケット・移動販売の可能性・

ニーズを探ります。 
 

■場 所：久野喜台 1号公園 

■日 時：令和 5年 1月 21日(土) 11時～20時 

■入場料：無料 ※飲食、体験は有料 

■出店者数：３0ブース程度  

※当日は南海電鉄もブース出店し、人気の「すみっコぐらし×なんかいでんしゃ」のぬいぐるみなどを販売す

るほか、プラレール ラピートなどが当たるガチャも実施します。 

 

④歩道空間へのインスタレーション実施「いろどり KONGO」 

ふれあい大通りを変化のある歩くのが楽しい道とする仕掛けとして、沿道の植栽に飾り付け(インスタレー

ション)の演出を行います。 
 

■場 所：ふれあい大通り北側歩道(久野喜台 1号公園前～寺池台 1丁目東) 

■日 時：令和 5年 1月 21日(土) 11時～20時 

■参加費：無料 

■内 容：ふれあい大通りのデザインモチーフとなっている富田林 

市の伝統工芸品「竹すだれ」と「石川のさざ波」をモチー 

フとした事前制作のオーナメント（※）を設置します。 

 

（※）オーナメントについて 

市民の皆さまにご参加いただける仕掛けとして、市民を対象とした事前ワークショップを開催（全 3回）。 

オーナメントの制作や飾り付けなどを行います。 

■場 所：富田林市金剛連絡所２階ホール 

■日 時：令和４年 12月 10日（土）13時～15時、令和 5年 1月 14日（土）10時～正午 

■参加者：１５名程度（予定） 

※1回目のワークショップは、11月 26日に実施し、６名が参加しました。 

 

 

イメージ 

イメージ 

https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/104/81110.html


⑤シャッターペイント「みんなでアートな風景を作ろう！～ピュア金剛ありがとうイベント～」 

令和 4年度中に解体が開始される「ピュア金剛（旧公設市場）」のありがとうイベントとして、建物をキャ

ンパスに子どもたちが自由な発想で絵を描き、いつもの風景を楽しくいろどる事前ワークショップ(※)を１２

月に開催します。 

令和 5年 1月 21日のイベント当日は、 事前ワークショップにてみんなで描いた壁画をお披露目するとと

もに、風船型の色画用紙に「夢」をテーマに子どもたちが絵を描くワークショップを開催します。当日のワー

クショップの詳細は後日公式サイトにてお知らせします。 
 

■場 所：金剛銀座街商店街（ピュア金剛跡） 

■日 時：令和 5年 1月 21日(土) 11時～16時 

 

（※）事前ワークショップについて 

■日 時：令和４年１２月 17日（土）10時～12時⇒小学生～高校生対象 

       ※未就学児を対象としたワークショップは、12月 3日に実施し、２５名が参加しました。 

 

 

 

 

 

 

  関連イベント                                                          

本社会実験イベントと同日・同会場にて以下のイベントも開催されます。相互に連携することにより、回遊

性を持たせながら、地域全体に賑わい・交流を創出します。 

①金剛マルシェ～地場産やさい市～ 

  日 時  令和５年１月21日（土）11時～１６時 

  場 所  金剛銀座街商店街 

  主 催  金剛マルシェ実行委員会 

②金剛きらめきイルミネーション 

  日 時  令和４年11月27日（日）から令和５年１月22日（日） 

※点灯時間は、１７時から２２時まで 

    場 所  ふれあい大通り、久野喜台１号公園 

    主 催  富田林市 

  お客さまのお問い合わせ先                                                          

TEL：06-６７７７-５１８４（株式会社ダン計画研究所） 

Mail：dantoshimachi@gmail.com 

mailto:dantoshimachi@gmail.com


  その他                                                                

・参加時にはマスクをご着用ください。  

・感染症拡大や天候の状況などにより、内容変更または中止させていただく場合があります。 

 

  本件に関するこれまでの取組み                                   

日にち 取組み概要 関連の報道発表資料、サイト等 

平成29年 

10月1０日 

富田林市金剛地区再生指針推進協議会にUR

都市機構、南海電鉄が委員として参加（以降

現在まで参加） 

https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/104/43938.html 

 

令和３年

10月11日 

富田林市とUR都市機構との包括連携協定の

締結 

https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/104/64423.html 

 

令和４年 

6月30日 

金剛地区エリアブランディング公民連携事業実

施業務に関する受注候補者選定を開始 

https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/104/76337.html 

 

令和４年 

９月16日 

金剛地区エリアブランディング公民連携事業の

協力事業者選定を開始 

https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/104/79807.html 

 

 

以上 
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