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1.会の構成
（1）会員等（2020年4月現在）

・正会員：48法人　　・賛助会員：65法人

・地域活動サポーター：10法人　　・オブザーバー：名古屋市

（2）会議等

・総会（4/17）、臨時総会（10/23）

・幹事会、各委員会、各WG、運営会議（毎月1回開催）　

2.活動
（1）清掃活動・違法駐輪対策・喫煙マナー啓蒙活動

・原則 毎月第2水曜日

・名駅北、名駅南、桜通、錦通（西柳公園含む）、泥江町の５ルート

 を実施

 （4/10（中止）、5/8、5/25、6/12、7/10、8/7、9/11、10/9、11/13、

  12/11、20/1/8（中止）、2/12、3/11（中止））

  ※5/25 中村区クリーンキャンペーンに参加（参加者：45名）

  ※12/11 年末クリーンキャンペーンを開催（参加者：400名）

    （広小路ルートを加えた6ルートにて実施）

・ロータリーモニュメント「飛翔」の除草（7/24）

（2）おもてなし花だん

会員企業よりサポーターを募り、名古屋市の植栽帯に花を植え

管理していく取組み。

・第16期：サポーター23社（街協含む）176.86㎡

・第17期：サポーター22社（街協含む）176.86㎡

（3）街歩き（12/13）

会員企業のコミュニティを育むとともに名駅地区の歴史と魅力の

再発見。

・名古屋駅前ロータリーモニュメント「飛翔」～
　リニア上部空間予定地～なごのキャンパスルート（参加者：40名）

（4）キャンペーン参加

・中村土木事務所 放置自転車追放月間キャンペーン（5/9、11/1）

・愛知県中村警察署 合同パトロール（6/28）

（5）講演会（年2回）

■4/17開催

講演：「大阪ミナミ（道頓堀・御堂筋・なんば駅前）の公共空間の

　　　活用とエリアマネジメントの取り組みについて」

講師：南海電気鉄道株式会社

　　  なんば・まち創造部長　和田 真治  氏

■10/23開催 

①講演：「札幌駅前通地区のエリア防災の取組」

　　　　～北海道胆振東部地震発生時の対応と

　　　　　　　　　　　　　今後の帰宅困難者対策～
　講師：札幌駅前通まちづくり株式会社 常務取締役 芳村 直孝 氏

②講演：「名古屋駅周辺地区

　　　　　　大規模地震に備える事業所の取り組みについて」

　講師：名古屋市防災危機管理局危機対策室 主査 今枝 政人氏

（6）セミナー（20/1/29）

講演：「サブスクリプションサービス「Sonoligo」について」

　　　　～サックス奏者とプログラマー。

　　　　　　 ドイツ留学で見た文化的景色から学生起業へ～
講師：株式会社Sonoligo  代表取締役社長CEO  遠山 寛治 氏

（7）防犯講演会（8/6）（参加者：35名）

「交通講和、護身術実践」�

講師：愛知県中村警察署 交通規制課 課長代理 荻田 善雄  氏

　　 　　　　　　　   生活安全課 警部補 竹崎 裕恭  氏

　　 愛知県警察本部 　警部補 石川 香苗  氏

　　　　　　　　　 　巡査部長 迫 美樹  氏

（8）名古屋中央雨水調整池（整備工事現場）見学会

　 （20/1/30）

・内水はん濫対策の地下雨水調整池（令和3年完成予定）

（9）札幌視察（5/27・28）

公共空間の活用事例の視察・ヒアリング、および官民連携まち

づくりに関して、意見交換。

・札幌駅前通地区（札幌駅前通まちづくり株式会社）、札幌市、

 札幌大通地区、さっぽろ創世スクエア（再開発事例）

（10）名古屋市「名古屋の顔づくりアイデア」募集�

・提案書の提出（6/27）

・発表会登壇（7/28）

（11）「名古屋駅地区の水害に備えて」（水害ガイドブック）の発行（8月）

（12）エリア防災に関するお願い・意見交換

・エリア防災（水害）に関わるお願い（8/8）

・エリア防災（地震）に関わるお願い（20/2/3）

（13）ガイドライン2014改定の方向性の検討～とりまとめ（3月）

3.エリアの賑わい創出施策

（1）メイエキの涼2019（6/28～8/4）

名駅地区での夏のイベント開催を通じて賑わいを創出し、中部圏

の玄関口としての魅力向上を図る。

主催：名古屋駅地区街づくり協議会

共催：ジェイアールセントラルビル（株）、東和不動産（株）、名古屋鉄道（株）、

　　 日本郵便（株）、名工建設（株）、三井不動産（株）、三菱地所（株）

　　 後援：名古屋市

実施内容：名古屋駅地区打ち水大作戦（7/19、予備日7/26）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　→いずれも雨天中止
　　　　 浴衣deお得（6/28～8/4）

　　　　 MEIEKI Street Party（7/19）

（2）メイエキイルミ2019（11/6～）

名駅通りを中心にエリア内の企業・団体が協力し合い、中部圏・名古

屋の顔としての風景づくりを願って、イルミネーションを一斉に点灯。

主催：名古屋駅地区街づくり協議会

共催：ジェイアールセントラルビル（株）、東和不動産（株）、名古屋鉄道（株）、

　　 日本郵便（株）、名工建設（株）、三井不動産（株）、三菱地所（株）

協賛：OKB大垣共立銀行、ささしまライブ24まちづくり協議会、

　　 （株）ナゴヤキャッスル、名古屋ルーセントタワー全体管理組合、

　　 広小路名駅商店街振興組合

実施内容：イルミネーション一斉点灯（11/6）

　　　　 SNSフォトコンテスト「メイエキイルミ2019」（11/6～12/25）

（3）公開空地の活用

①ミッドランドマルシェ

   （4/27、5/3〜5/5、5/25、6/22、7/27、8/24、9/28、10/26）

②Japan Taxi Lounge（9/9〜9/11）

11：名古屋中央雨水調整池（整備工事現場）見学会  12：札幌視察�  13：「名古屋駅地区の水害に備えて」（水害ガイドブック）  14：「名古屋の顔づくりアイデア」ワークショップ�  

15：「名古屋の顔づくりアイデア」提案書  16・17：MEIEKI Street Party  18：公開空地の活用  19：SNSフォトコンテスト「メイエキ賞」
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（3）街歩き（12/13）

会員企業のコミュニティを育むとともに名駅地区の歴史と魅力の

再発見。

・名古屋駅前ロータリーモニュメント「飛翔」～
　リニア上部空間予定地～なごのキャンパスルート（参加者：40名）

（4）キャンペーン参加

・中村土木事務所 放置自転車追放月間キャンペーン（5/9、11/1）

・愛知県中村警察署 合同パトロール（6/28）

（5）講演会（年2回）

■4/17開催

講演：「大阪ミナミ（道頓堀・御堂筋・なんば駅前）の公共空間の

　　　活用とエリアマネジメントの取り組みについて」

講師：南海電気鉄道株式会社

　　  なんば・まち創造部長　和田 真治  氏

■10/23開催 

①講演：「札幌駅前通地区のエリア防災の取組」

　　　　～北海道胆振東部地震発生時の対応と

　　　　　　　　　　　　　今後の帰宅困難者対策～
　講師：札幌駅前通まちづくり株式会社 常務取締役 芳村 直孝 氏

②講演：「名古屋駅周辺地区

　　　　　　大規模地震に備える事業所の取り組みについて」

　講師：名古屋市防災危機管理局危機対策室 主査 今枝 政人氏

（6）セミナー（20/1/29）

講演：「サブスクリプションサービス「Sonoligo」について」

　　　　～サックス奏者とプログラマー。

　　　　　　 ドイツ留学で見た文化的景色から学生起業へ～
講師：株式会社Sonoligo  代表取締役社長CEO  遠山 寛治 氏

4.国家戦略特区 道路占用事業の実施
■実施事業

（1）エリアマネジメント広告

①バナーフラッグ広告（2件）

②工事用仮囲い広告（2件）

③広告付歩行者案内板（2事業者による広告掲出・維持管理実施）

（2）公共還元事業

①歩道の清掃活動

②おもてなし花だんの維持管理

③ロータリーモニュメント「飛翔」へのライトアップ

④浸水検知システムの維持管理

5.外部会議への参加
■名古屋市主催会議への参加

（1）第7回 名古屋駅乗換空間等合同調整会議(11/19）

（2）中村区民会議（9/13）

（3）庄内川タイムライン検討会  第1回（7/16）、第2回（12/12）

（4）安全確保計画部会

①幹事会  第11回（3月 書面開催）

②企画運営分科会  第28回（8/29）、第29回（3月 書面開催）

③エリア防災検討会  第18回（8/29）、第19回（3月 書面開催）

（5）愛知県帰宅困難者等対策推進会議(9/12）

（6）名古屋駅周辺まち巡り向上策検討会議（まっとナゴヤプロジェクト会議）

　 第4回（9/4）、第5回（20/1/24）、市長提出（20/2/6）

（7）地域まちづくり交流会 地まちcampus
　　　　　　「エリマネカンファレンス」(20/2/10）
■名古屋市商工会議所主催会議への参加
・ナゴヤまちづくりプラットフォーム (20/1/21）
■全国エリアマネジメントネットワーク
①総会・幹事会
　・総会（9/3）
　・幹事会  第1回（7/23）、第2回（12/25)
②シンポジウム等�
　シンポジウムin大阪（9/3）　　　　
③エリマネサロン 第1回（20/2/18）
■国土交通省主催会議への参加（20/1/31）
　官民連携まちづくりDAY
　（国土交通省都市局×全国エリアマネジメントネットワーク）

6.共催・協賛・協力等
（1）名古屋駅地区防災講演会 共催（10/30）
　 主催：名古屋駅地区防火・防災管理協議会
　 共催：中村区防火管理者協議会

（2）「24時間テレビ」愛は地球を救う 協力（8/27・28）
（3）ぼうさいこくたい2019 協力（10/19・20）
　 トークセッション「水害から“にげきる”」登壇（10/20）

（4）ONE JAPAN Tokai ハッカソン 協力（20/2/15）

7.表彰等
・愛知県中村警察署より感謝状受領（20/1/11）
・第14回「みどり香るまちづくり」企画コンテスト（環境省）
 特別賞受賞（20/2/21）

連絡先：名古屋駅地区街づくり協議会 事務局　e-mail office@nagoyaeki.org

20・21：エリアマネジメント広告  22：ロータリーモニュメント「飛翔」へのライトアップ  23：まっとナゴヤプロジェクト会議市長提出  24：エリマネカンファレンス

25：全国エリアマネジメントネットワークシンポジウム  26：ぼうさいこくたい2019  27：ONE JAPAN Tokai ハッカソン  28：第14回「みどり香るまちづくり」企画コンテスト特別賞受賞
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