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多摩大学 多摩市観光促進プロジェクトチーム Tamauni

本日の流れ

とはTamauniとは
i発足背景• Tamauni発足背景

• Tamauni全体像

活動内容

•第6回せいせき多摩川花火大会現状把握調査・報告

• 10000枚ハッピーフォトモザイク計画活動・報告10000枚ハッピ フォトモザイク計画活動 報告

まとめと課題 そして・・・
• まとめ

• 成果の源
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• 頂いたコメント

Tamauniとは

T i発足背景・Tamauni発足背景
・Tamauni全体像
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Tamauni発足背景Tamauni
とは

多摩市役所 松本祐一
准教授 野 ゼ 期

多摩市役所
准教授 野田ゼミ20期

第6 せ せき多摩川花火大会

☆花火大会 関する現状把握
依頼内容

第6回せいせき多摩川花火大会

せいせき多摩川花火大会において☆花火大会に関する現状把握

☆花火大会の観客を多摩市のリピーターに☆花火大会の観客を多摩市のリピ タ に
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Tamauni発足背景Tamauni
とは

野田ゼミ20期企画案

☆花火大会に関する現状把握

アンケート調査

☆花火大会の観客を多摩市のリピーターに

10000枚ハッピーフォトモザイク計画
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枚 ッ ォト ザイク計画

Tamauni発足背景Tamauni
とは

大学にはもっと専門的に
学んでいる学生がいる。

僕らのゼミの
専攻は組織論 学 学 。

その学生達と組織をつ
くった方が良いのでは？

専攻は組織論
じゃないか？

くった方が良いのでは？

ゼミを跨いだゼミを跨いだ

プロジェクト
チーム

を作ろう!!
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を作ろう!!



Tamauni発足背景Tamauni
とは

プ ジ多摩市観光促進プロジェクトチーム
「 を結成!!「Tamauni」を結成!!
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Ｔａｍａｕｎｉの全体像Tamauni
とは

多摩市の観光促進多摩市の観光促進

第6回せいせき多摩川 10000枚ハッピー
花火大会調査・分析 フォトモザイク計画

Tamauni
浜田
ゼミ

酒井
ゼミ

樋口
ゼミ

出原
ゼミ

大森
ゼミ

豊田
ゼミ

野田
ゼミ
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ゼミ ゼミ ゼミ ゼミ ゼミゼミ

2010/01/11 せいせき多摩川花火大会調査結果報告

動 容活動内容

活動内容① 第6回せいせき多摩川花火大会現状把握調査 報告・活動内容① 第6回せいせき多摩川花火大会現状把握調査・報告
・活動内容② 10000枚ハッピーフォトモザイク計画活動・報告
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活動内容①～どうやって課題を解決するのか～

第6回せいせき多摩川花火大会調査第6回せいせき多摩川花火大会調査

花火大会に関する現状把握課題

花火大会で対面式のアンケ ト調査で解決を図る!!

花火大会に関する現状把握課題

花火大会で対面式のアンケート調査で解決を図る!!

目標枚数

102010/02/15 Tamauni活動報告

第6回せいせき多摩川花火大会調査活動報告

• 調査方法

調査票を使用した対面調査調査票を使用した対面調査

• 調査対象者

第６回せいせき多摩川花火大会来場者

• 調査実施日

２０１０年８月１０日（火）

• 有効回答数

• 調査目的
「第６回せいせき多摩川花火大会」の来場者の
現状把握および今後の運営に関する意識調査 • 有効回答数

８９８枚• 調査内容

現状把握および今後の運営に関する意識調査

目的達成!!

８９８枚第１問「せいせき多摩川花火大会について」

第２問「交通手段について」

第３問「せいせき多摩川花火大会の今後の運営について」第３問「せいせき多摩川花火大会の今後の運営について」

第４問「せいせき多摩川花火大会についてのご意見・ご要望」

第５問「来場者基本属性について」
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現状把握調査報告と分析及び施策提案

第6回せいせき多摩川花火大会実行委員様へ第 回 き多摩川花火大会実行委員様
現状把握調査報告と分析及び施策提案

せいせき多摩川花火大会史上「初」の現状調査を成し遂げる!!
今後の花火大会運営方針の重要な資料に!!

2011年1月11日 多摩市役所

今後の花火大会運営方針の重要な資料に!!

「分析」や「施策提案」
など、本来求められて
いた現状把握調査

以上の要望を頂いた!!
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活動内容②～どうやって課題を解決するのか～

10000枚ハッピーフォトモザイク計画10000枚ハッピ フォトモザイク計画

花火大会の観客を多摩市のリピーターに課題 花火大会の観客を多摩市のリピ タ に課題

他の多摩市の魅力を知 てもらおう!!他の多摩市の魅力を知ってもらおう!!

10000枚写真×笑顔×巨大×IT

自分が写っている写真が※フォトモザイクとして多摩市
の観光資源になることで、多摩市に関心を持ってもらう!!の観光資源になる とで、多摩市に関心を持ってもらう!!

巨大フォトモザイクを多摩市とインターネット上に掲示する!!
※フォトモザイクとは複数枚の写真で1枚の絵をつくるア トのこと
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※フォトモザイクとは複数枚の写真で1枚の絵をつくるアートのこと

活動内容②～どうやって課題を解決するのか～

10000枚ハッピーフォトモザイク計画

花火大会 日だけで問題 花火大会1日だけで
10000万枚集めることができるのか？

問題
10000万枚集めることができるのか？

NPO 夏祭り 学生

多摩市に関係がある人全ての

NPO 夏祭り 学生

多摩市に関係がある人全ての
笑顔の写真を集めよう!!笑顔の写真を集めよう!!

イベント その他
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活動内容②～どうやって課題を解決するのか～

10000枚ハッピーフォトモザイク計画

目的を達成するために2つの目標を掲げた

HPの訪問者数
10000人

コメント回収数
500枚

掲示場所
多摩大学 関戸公民館

10000人500枚

多摩大学 関戸公民館
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10000枚ハッピーフォトモザイク計画報告

フォトモザイクの原画

聖蹟 夜景せいせき
多摩川

ォ ク 原画

テーマは聖蹟
桜ヶ丘 多摩大学

多摩川
花火大会 「多摩市の魅力」

多摩大学

旧聖蹟
パルテノン

多摩

多摩川 桜 作者：井出桃子
（桑沢デザイン研究所）旧聖蹟

記念館サンリオ
ピューロランド

多摩

紅葉

（桑沢デザイン研究所）
Tamauniメンバーの
友人であることから

多摩
モノレール

イルミネーション

乞田川

紅葉
今回の企画に参加。
原画の他にもロゴの

デザインした

永山駅
多摩センター駅

京王
小田急

唐木田

デザインした。
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京王
小田急
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10000枚ハッピーフォトモザイク計画報告

写真構成
せいせき多摩川花火大会：約2500枚

写真構成
き多摩川花火大会 約 枚

多摩市イベント ：約2200枚
・パルテノン多摩野外映画祭

落合夏祭り・落合夏祭り等

多摩市団体 ：約2000枚
・多摩ゴルフ協会等多摩 ルフ協会等

多摩大学 ：約3000枚
・サークル
入試部提供・入試部提供

写真投稿 ：約800枚

実際に見てみましょう!!
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実際に見てみましょう

展示について

雲雀祭雲雀祭

展示日：11月6・7日
時間：10時～17時
場所：多摩大学多摩キャンパス場所：多摩大学多摩キャンパス

閲覧者数 ：555人※閲覧者数 ：555人※

コメント回収数：88枚
※集計者が時間によって異なるため、同じ人が含まれている可能性がある
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雲雀祭展示の様子

花火大会で写真を撮らせていただいた 多摩市長がモザイクア ト花火大会で写真を撮らせていただいた
ご家族自分達を探しに多摩大学へ

多摩市長がモザイクアート
を見るために雲雀祭に来客
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展示について
関戸公民館

設置日 ：11月8日
公開日 ：11月9日～
所在地 ：多摩市関戸4-72 ヴィータ・コミューネ所在地 ：多摩市関戸4-72 ヴィ タ コミュ ネ

（OPAの入ったビル）7階、8階
開館時間 ：9時～22時

事務受付：9時～17時
（祝日は事務受付を行っていません）

休館日 ：毎月第1・第3月曜日休館日 ：毎月第1 第3月曜日
（但し、祝日と重なった場合は開館）
年末年始（12月29日～1月3日）、臨時休館日

コメント回収数：2月14日現在 枚

雲雀祭と関戸公民館合わせて 枚
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ホームページの成果①

HP訪問者曜日別数HP訪問者曜日別数

計計4169441694回回

BUT! 内7割くらいがロボットのため、人が来た回数はBUT! 内 割くら が ボットのため、人が来た回数は

推定12000人!!
目標達成!!

検索ロボットとは、
YahooやGoogleが独自に配備している複数の巡回ロボットシステムの事です。
世界中のWEBサイトを巡回してその中身を確認し、そのサイトが何のキーワードに
関する情報を配信しているのか数ある同じ内容のサイトの中で順位をつけると何番
になるかなどを定期的に記録しています。
この巡回ロボットが算出した順位が検索エンジンのリストとして表示されます。

212010/02/15 Tamauni活動報告

ホームページの成果②

tamauniで検索するといろんなエンジンでトップに!!

Googleではg
｢tamau｣の
時点で時点で

TamauniのTamauniの
予測をして
くれる!!
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様々なメディアに取り上げられた!!

11月1日 東京新聞夕刊 掲載!!

朝 新聞 月 旬 掲載

月 読売新聞朝刊 掲載

朝日新聞に7月下旬 掲載!!

11月13日 読売新聞朝刊 掲載!!

多摩テレビ 11月21日～28日 1日4回放送!!

「たまりばてぃ通信」100号（11月25日発行）に掲載!!
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まとめと課題 そして・・・まとめと課題、そして・・・

・まとめ

・成果の源成果の源

・頂いたコメント
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まとめ

多摩市役所からの依頼

花火大会に関する現状把握
花火大会の観客を

多摩市のリピーターに多摩市のリピ タ に

TamauniTamauni
第6回せいせき多摩川花火大会調査 10000枚ハッピーフォトモザイク計画

目的達成 目的達成？目的達成 目的達成？
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「？」の正体

Tamauni

どのくらいフォトモザイクを見に来てくれたのかどのくらいフォトモザイクを見に来てくれたのか、
花火大会の観客の方々がどのくらい来たのか

正確に数値化することができなかった。

最大の反省最大の反省
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まとめ

TamauniTamauni
第6回せいせき多摩川花火大会調査 10000枚ハッピーフォトモザイク計画

成果成果

現状把握以外に
花火大会以外の

現状把握以外に
も独自の視点で

イベントの来場者
も多摩市に関心

独自 視点
の分析、施策提

案を実施

も多摩市に関心
を持ってもらう機

案を実施
を持ってもらう機

会を提供
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まとめ

成果の源 ～枠にとらわれないこと～

依頼に対する
内部

依頼に対する
解決方法

～望まれたことを超える～

innovation
挑 ～望まれたことを超える～

ゼミの枠を超えた
組織形成

挑
戦

組織形成
～ワンタスク・ワンストレッチ～ 外部

i ti

戦

innovation
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課題
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自分たちが多摩市の魅力に・・・Tamauni

ご ござご清聴ありがとうございました。
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