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多くの人が訪れ・働き・学び・住みたい街へ

打ち水大作戦 2016（メイエキの涼 2016）
2016年7月20日 開催
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　今年 8 回目となる「名古屋駅地

区打ち水大作戦 2016」は、天候に

も恵まれ絶好の打ち水日和での

開催となり約360名の方に

ご参加いただきました。2010年

よりモード学園にて浴衣着付け

教室を開催しており、今年も学生

の皆さんが浴衣姿で打ち水に参加。また 2014 年より「小林豊子きもの学院」様のご協力をいただき、打ち水

参加者の浴衣着付けサービスを行っており、浴衣姿の方も年々増えています。

　また、今年は夏の名駅のイベントとして、7 月16 日（土）～ 7 月31 日（日）を「メイエキの涼 2016」
とし、期間中は有志企業による「浴衣 de お得」サービスを実施しました。サービス協力店舗は152店
舗！打ち水参加者の方や、期間中に浴衣姿で名駅に立ち寄られた

方にご利用いただきました。

　セレモニーの前には、キャッスルプラザの和田シェフ、安藤シェフに

よる涼やかな氷の彫刻の実演を行いました。長方形の柱が見る見るうち

に形になり、対の白鳥が完成しました。また氷の彫刻とともに、打歓人（だ

かんと）によるパワフルな太鼓演奏が会場を一層盛り上げていました。

　セレモニーの後は、各ゾーン（タワーズガーデン、名駅通りの東西

歩道）に分かれ打ち水を行いました。打ち水前と打ち水後では地面の

表面温度が 34.6度から32.2度（セレモニー会場）まで下がり、

涼しさを感じられたかと思います。ご参加いただきました皆様、あり

がとうございました！

YUKATA Award

BEST of 浴衣で賞 浴衣 de チームワーク賞

M E I EK I

勝手に！

三菱地所（株）様 （株）名鉄百貨店様



2016年7月11日 開催

■事業企画委員会より

幹事会、各委員会・WG  NEWS

引き続きご協力をお願いします！
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　全国のエリアマネジメント組織が連携して、学び合い、深め、広めて

いくとともに、行政との連携を深めることを目的とし、「全国エリ
アマネジメントネットワーク」が設立されました。

　これは、2011年より有識者や全国のエリアマネジメント組織、国、

自治体等が集うサロンが大丸有地区（東京）にて開催され、2012年には

名古屋・大阪・東京とリレーシンポジウムを経て、今後のエリアマネジ

メントネットワーク活動を本格的に進めるために必要な「提言」を
10項目にまとめ発表。昨年からは設立準備委員会を発足し、当協議

会もメンバーとして準備を進めてきました。また並行して札幌、仙台、

名古屋（本年4月、当協議会主催）にてリレーシンポジウムを開催して

きており、7月11日の設立総会後のリレーシンポジウムは、全国から
約530人の方が参加し、盛大に行われました。

　なお、名古屋市内からは、ささしまライブ24まちづくり協議会、広小

路セントラルエリア活性化協議会、錦二丁目まちづくり協議会も会員

となり、オブザーバーとして名古屋市、賛助会員として名古屋まちづくり公社も加入しています。

　当協議会はこの組織の幹事会メンバーとして、また部会活動としての「大都市部会」のメンバーとして、

活動に協力・連携していきます。

全国エリアマネジメントネットワーク発足

ゴミは「可燃物」と、「その他」で分けて拾ってください。ゴミ集積所

で分別し回収します。また、集積所では資源ごみとして「缶」「ビン」

「ペットボトル」の3つに分類をしています。

POINT

①

お渡ししているゴミ袋ですが、複数人で参加される会員企業の方、

または参加者同士で袋をシェアして拾っていただくと、袋の無駄

がなくなり助かります。

POINT

②

拾えないような大きなもの、拾っていいかどうか迷うものなど、お

気づきの物・場所がありましたら、集積場所にて、またはメールにて

事務局までご連絡ください。確認し、中村土木事務所へ連絡します。

POINT

③

もし遺失物を拾われましたら、事務局までお渡しください。その際、

時刻と場所もご教示ください。

POINT

④

可燃（赤） 不燃（緑）

資源：ビン（水色） 資源：ペットボトル（水色）

資源：缶（水色）

清掃は、スタート前に用具（軍手・火ばさみ・ビニール袋(2枚）をお渡し、その後各ルート（4つ）に分かれて行います

※色は指定ゴミ袋の色です。

清掃活動について

毎月第 2水曜日に開催している清掃活動へは、毎回170名を超す方にご参加いただいています。有難うござ

います。また清掃活動では、おもてなし花壇の除草や、違法駐輪へのタグ貼り、喫煙マナー向上活動もあわせ

て実施しています。そこで今回は、清掃時にご協力いただきたいポイントについて、ご紹介します！



■都市再生委員会より

地下街基本方針が改定されました

■安心安全街づくりWGより

Q. 改めて、浸水検知システムとはどんなもの？

センサーで水位を測定し、一定レベルに達したらメールでお知らせするシステムです（当協議会会員で登録した方）。

また、水位の変化をクラウド上で確認することもできます。

植栽帯内

（センサー No2）

集水桝

（センサー No1）

地表
車道

Q. どこに設置されているの？

2013年5月の提言を踏まえ、都市再生委員会では地下街

接続（地下街と建物の接続）の弾力的運用について、名古屋

市と継続的に意見交換を行ってきました。本年8月1日、

「名古屋市地下街基本方針」が改定され、地下街接続の要件

が大幅に緩和されましたので、概要をご紹介します。

◎積極的な地下街接続が可能となり、

　周辺街区へのアクセス性向上が期待されます

地下街と建物の接続を【原則認めない】から【公共性があり、十分

な安全性を確保できる場合には認める】へと変更されました。

◎多様な接続形態により、

　吹抜けによる地上部の分断が緩和され、

　地上の連続性が確保されます

桜通ユニモール14番出口付近に設置しています。車道の集水桝の中（センサー No1）と、植栽帯（センサー No2）に

設置し、段階を踏んで冠水状況をウォッチしています。

設置位置

ユ ニ モ ー ル

N

接続形態が【吹抜けのみ】から【吹抜け、または状況により附

室構造など事業者で選択可能】へと変更されました。（必要と

なる吹抜け面積も大幅に縮小されました）

※詳しくは、名古屋市のWEBサイト「地下街に関する方針・基準」にてご確認ください。

　

浸水検知システムの実証実験を行っています

近年、ゲリラ豪雨の多発や大型台風による浸水被害が全国各地でおきており、社会問題化しています。名古屋

駅周辺においても、2000年の東海豪雨に続き、2013年8月と9月にも集中豪雨で一部の道路が冠水していま

す。また今年の8月2日にも局地的な豪雨や落雷などで鉄道がストップし、名古屋駅に滞留者があふれていま

した。浸水する前に注意喚起できないか、注意喚起できれば事前に準備することができるのではないか？…

そんな想いから、当協議会では昨年より「浸水検知システム（浸水センサー）」の実証試験を行っています。（こ

れ、全国に先駆けて民間主導で実施しているんですよ！）このセンサーについて、今回は詳しくご紹介します！



2016年11月→2017年3月SCHEDULE
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名駅街協 facebook

ぜひ「いいね！」　 を！

facebookで「名古屋駅

地区街づくり協議会」

で検索！ホームページ

からも見られます！
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ミッドランドマルシェ（公開空地利活用、毎月第 4土曜開催）

名古屋駅前　イルミネーションスタート

清掃活動（毎月第 2 水曜開催）

街歩き（四間道コース）

第 11 期「おもてなし花壇募集」スタート

エリアマネジメントネットワークシンポジウム in 福岡

ミッドランドマルシェ（公開空地利活用、毎月第 4土曜開催）

年末クリーンキャンペーン

ミッドランドマルシェ（公開空地利活用、毎月第 4土曜開催）

エリアマネジメントネットワークシンポジウム in 大阪

ミッドランドマルシェ（公開空地利活用、毎月第 4土曜開催）

街づくりセミナー、新年会 @ キャッスルプラザ

活動報告会、拡大幹事会
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名駅エリア オススメランチ情報

大衆焼肉
ホルモン酒場とりとん
名駅３丁目店

（名駅3丁目）

通常のランチメニューはカレー丼、鶏ちゃん丼、からあげ
丼、どて煮丼がそれぞれ600円です。大盛りは＋50円。
スペシャルメニュー（800円）もあり、今回はローストビー
フ丼。器が大きくて底が深いので、普通でも結構量が
あります。大盛りだと私は食べ切れません（瀬戸さん）

10 : 00～20 : 00

11: 00～12: 00

15: 30～

10 : 00～20 : 00

10 : 30〜

10 : 00～20 : 00

10 : 00～20 : 00

午後

10月

11月

12月

1月

3月

中旬

下旬

どんな状況になると、発動（メーリングリストによる送信）するの？

センサー No1 は、車道の冠水が始まりそうなとき。センサー No2 は、歩道の冠水が始まったときです。水位の上昇と

ともに 2 段階にわけて、登録のメールに連絡がいきます。

Q. 将来的にはどうしたい？

会員の希望に応じて、増設も検討したいと思いますが、費用をどうするかが課題です。会費以外で費用がまかなえる

といいですね。

Q.

からあげ丼
大盛り

（650円）

ロースト
ビーフ丼

（800円）

若手勉強会のご紹介

毎月第3木曜日に、会員企業と行政関係者の『若

手（40代まで！）』を対象とした「若手勉強会」を行

っています。講師を招いてお話を聞いたり、協議

会活動に関わるワークショ

ップや意見交換などを行っ

ています。年齢の近い人た

ちが集う気さくな会です。

ご興味のある方は、事務局まで！


