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　副会長に選任いただきました水谷でございます。名古屋生まれの名古屋

育ちですが、昨今の名古屋駅前をはじめとする再開発、街並みの変貌ぶりには

驚かされます。建物などのハードだけではなく、多くの人を引きつける賑わい

のある街になりつつあると感じます。

　名古屋の魅力ある街づくり、その中核となる名古屋駅地区の街づくり協議

会の活動に、微力ながらも貢献してまいります。よろしくお願いいたします。

新副会長あいさつ

中部電力株式会社

水谷　仁 氏

平成30年度 名古屋駅地区街づくり協議会 事業計画

■公共空間の形成、交通、景観に関する諸施策の検討

　 ◎名古屋らしい都市景観の形成に向けた検討

　 ◎回遊性を高める歩行者ネットワーク等の形成に向けた検討

■安心・安全街づくり活動の取り組み

　 ◎行政との協力、連携による地震・水害に対するエリア防災計画の策定推進

　 ◎共同防災訓練等による減災能力の向上、エリア防災計画の周知と検証

　 ◎浸水検知システムの運用

■名古屋駅地区のコミュニティー形成を目指した活動の企画運営

　 ◎清掃・緑化維持推進・違法駐輪対策等の定常的な活動の実施

　 ◎会員イベント等の開催、他団体とのイベントの共同開催の検討・実施

　 ◎名古屋駅地区の魅力向上、協議会活動をアピールするための広報活動

■公共的空間の利活用に関する検討・実施

　 ◎国家戦略特区による道路占用事業の推進

　 ◎財源確保施策の拡大検討と社会還元策の実践

　 ◎公共空間（公開空地、西柳公園など）の利活用検討

■名古屋駅地区の魅力向上策の実施

　 ◎賑わい創出のためのイベント等の企画・推進

■上記に関連した広報、イベントその他の目的達成に必要な事業

■ガイドライン2014改訂の検討、協議会創立10周年記念関連の企画・実施

■協議会組織の強化、行政機関および他地域との連携

　 ◎地区を代表するエリアマネジメント組織としての存在感向上

　 ◎会員相互の絆づくり・コミュニケーションの強化

　 ◎全国エリアマネジメントネットワークへの参画と、市内・他都市のエリアマネジメント組織との連携強化

　4月19日（木）、ミッドランドホールにて平成30年度定期総会を開催しました。

平成29年度活動報告、決算報告、平成30年度の事業計画および予算が承認され、

規約の改訂、役員改選、幹事選任についても承認されました。

　4月1日より賛助会員として、4社（キリンビール株式会社様、高島屋スペースクリエイ

ツ様、株式会社デンソー様、TOTO株式会社様）が入会され、正会員49社、賛助会員64

社となりました。今年度も活動へのご理解・ご協力をよろしくお願いいたします！



講演会報告 （2018年4月19日）

　名駅エリアの開発が一段落し、今後のリニア計画

や交通整備基盤方針の具現化など新たな整備・

開発フェーズに合わせたガイドラインの見直しを

行っていく上で、より相応しい体制にするべく、一部

組織の見直しを行いました。

　従来の「3つの委員会・2つのワーキンググループ」

から「4つの委員会」へと移行し、これからの活動を

より充実したものにしてまいります！

幹事長　中野 康子 （日本郵便株式会社）

幹事会

総　会

都市再生委員会地域活動委員会 にぎわい創出委員会安心・安全委員会

事務局運営会議

新幹事会メンバー （幹事会社13社とオブザーバー（名古屋市）

テーマ：『名古屋の地形環境と名駅の立地』

講師：海津正倫氏（奈良大学特命教授/名古屋大学名誉教授）

　当協議会では、行政と連携しエリアの防災・減災能力の向上を目指した活動を推進し

ておりますが、今回の講演では、活動エリアである名古屋駅地区がどんな土地なのか、

地形学や自然災害などを研究される海津正倫先生より「名古屋圏の地形形成過程や

名古屋駅の地理学的な観点からの災害に対する特質」について、お話しいただきました。

　改めて、この濃尾平野の地形の成り立ちを伺い、平野の地下には複雑な起伏を

持つ固い地層やそれを覆う軟弱な地層が存在していることを教えていただきま

した。また、地震や水害の被害状況の違いは土地の成り立ちや平野の地形と関係して

いるとの事でした。(名古屋駅付近の沖積平野は熱田台地を削って作られた土地で、

地下の浅いところには熱田台地を作る熱田層が存在しているそうです。）

　自分が住む場所や、働く場所の地形など、生活空間の土地条件を理解することで、いつ起きるか分からない

自然災害に備えることができるそうです。

引き続き当協議会では、会員の皆様と共にエリア防災・減災能力向上を目指した活動に力を入れていきたいと

思いますので、ご協力をお願いいたします。

　今年度より幹事長を務めさせていただくこととなりました日本郵便の中野で

ございます。本協議会が発足して10年が経ち、街がより大きくなると共に会員様

が113社となるまで本協議会も大きく成長いたしました。次の10年の街の姿を想

像しますと、リニア開発等に伴いさらに発展する街が想像できます。

　幹事会では街の未来に向けて協議会活動を推進し盛り上げていきたいと思い

ますので、皆様のご支援をよろしくお願いいたします。

新組織について



都市再生委員会

駅と街の連続性、街の回遊性、賑わいの面的広が

りなど、街の将来像を話し合い、その実現に向け

た戦略を検討します。

委員長　尾関 謙治
（名古屋鉄道株式会社）　

　当委員会では、名古屋市さんと連携しながら街

の将来像とその実現に向けた戦略を検討していま

す。今年度はリニア開業に向け街の整備が進めら

れる中、名古屋らしい都市景観づくりに向けた道

路空間の高質化の取組みなどを進めてまいります

。また、新設された運営会議で他の委員長の皆さ

んと連携しながらハード・ソフト両面で魅力にあ

ふれた「ターミナルシティ」の実現に向け取組んで

参りますので引続き会員の皆さまの、ご支援・ご

協力をお願い申し上げます。

地域活動委員会

名駅エリアにより多くのお客様をお迎えするため

に、街の持つ「魅力」を伝えたり、街の「ブランド

力」を上げるための活動を行います。

委員長　安部 文晴
（株式会社毎日ビルディング）　

　 事業企画委員会から地域活動委員会に組織が変

わったタイミングでの委員長拝命に身の引き締ま

る思いです。清掃活動、おもてなし花だんで名駅

の美観を添え、来訪者に分かりやすい街を目指すマ

ップ作り、歴史に学びながら活動するための街歩

き、防犯講演会…。これまでの実績を踏襲しなが

らステップアップを図りたいと思います。一層の魅

力ある地域を目指し、皆さまのご理解、ご協力をよ

ろしくお願いします。

にぎわい創出委員会

公開空地や公園など「公共的空間」を活用し街の

賑わいを創出する取り組みや、それを実施するため

の自主財源の開発・仕組みづくりなどを行います。

委員長　雛元 昌一郎
（三菱地所株式会社）　

　今年度の改組で誕生した当委員会は、読んで字

のごとく「にぎわい」を「創り出す」委員会です。

目指す姿に真っ直ぐ、わかりやすい名称でとても

気に入っています。この名に恥じぬよう、委員、事

務局の皆さんと、名駅を盛り上げるべく知恵と工

夫と体力を注ぎ込んでいきますので、協議会会員

の皆様、街を訪れる方々も、是非うまく巻き込まれ

、乗っかってみてください。その先にはきっとみん

なの笑顔が輝く名駅の姿があるはずです！

安心・安全委員会

行政と連携し、安全に関する名駅エリアの都市価値

向上と万全な備えに対する情報発信を行い、エリア

防災・減災能力の向上を目指した活動を行います。

委員長　玉田 伸一
（株式会社エスカ）　

　昨年度までWGとして活動してまいりましたが、

組織改変により「安心安全委員会」として活動す

ることとなりました。名駅地区のエリア防災向上を

目指して、今年度は行政の支援をいただき、直撃

台風によるシナリオでの図上訓練、帰宅困難者対

策の図上訓練等を検討、実施していきたいと考え

ております。微力ですが、「安心安全なメイエキ」

づくりに取り組んでいきますので、会員の皆さまの

ご協力をよろしくお願いします。

福岡視察

机上演習

年末クリーンキャンペーン

広告付歩行者案内看板 「メイエキの涼」

ポケットオアシス



活動報告・その他

第14期 おもてなし花だん

タイムラインとは？・・・

災害の発生を前提に「いつ」、「誰が」、「何をする

か」に着目して、防災行動とその実施主体を時

系列で整理した計画です。「名古屋駅地区地下

空間タイムライン」は、市からの情報を元に営業

中止の検討や避難誘導を行い、地下街浸水や

洪水からの「逃げ遅れゼロ」を目指しています。

　 5月2 3～ 2 5日にかけ て 、おもてなし

花だんの花の植替えを実施いたしました。

サポーターには13期に引き続き、会員企業

20社よりご継続してお申込みいただき、今

期は新しく名古屋西ロータリークラブ様が

加わりました。

　また、今回、タワーズガーデン下の中央

花壇においては、地域活動委員会のメン

バーをはじめ、名古屋市の関係部局の方々、

中央花壇サポーターのNTT西日本様、名古

屋西ロータリークラブ様の皆さんにお集ま

りいただき、一緒に花植えを行っていただ

きました！花植えは30分程度の短いもの

でしたが、ご参加くださった皆さんありが

とうございました！

国土交通省 中部地方整備局庄内川河川事務所HPより

「名古屋駅地区 地下空間タイムライン」が策定されました （2018年2月）

　国土交通省や名古屋市が中心となり、当

協議会も参加した「庄内川事前防災行動計

画（タイムライン）検討会」において、「名古

屋駅地区地下空間タイムライン」が策定さ

れました。地下街全体の防災行動をタイム

ラインとしてまとめたのは、これが全国初と

なります。このタイムラインをたくさんの方

に知っていただき、今よりもっと安心・安全

なメイエキを作っていきましょう！

2014年当時



I NFORMATION

「メイエキの涼 2018」を開催！
開催期間：６月30日（土）～7月31日（火）

名古屋駅地区打ち水大作戦 2018

開催日：7月20日（金）　［雨天予備日：7月27日（金）］

　名駅エリアの賑わい創出と魅力向上を目的とし、夏のイベント「メイエキの涼2018」を

開催いたします。今年10回目を迎える「打ち水大作戦」や、「浴衣deお得」サービス、

公開空地を活用した飲食スポット「ポケット・オアシス」に加え、涼やかなフォトスポットを

撮影して応募する「メイエキの涼SNSフォトキャンペーン」も開催します。

ぜひ、ご参加、ご利用くださいね！

※詳細は、当協議会WEBサイトにてご確認ください。

名駅通の参加施設（KITTE名古屋、大

名古屋ビルヂング、ミッドランドスクエア）

の公開空地に、メイエキの夏を涼みなが

ら楽しんでいただく、飲食スペースを設

置します。期間限定のスポットを是非

お楽しみください！

ポケット・オアシス

開催期間：7月20日（金）～7月22日（日）

浴衣deお得　

開催期間：6月30日（土）～7月31日（火）

期間中に、「浴衣にて来店されたお客

様」に加え、「“メイエキの涼うちわ”を

持参し来店されたお客様」へのサービス

を実施します。今年は名古屋駅周辺、

16施設（181店舗）が参加予定です。

2009 年より環境意識の向上、地域コ

ミュニティの形成を目的として開催し

ており、今年で10回目。今年度は、さ

らに多くの名駅エリアで働くオフィス

ワーカーにご参加いただき、涼やかに

おもてなしをいたします。

メイエキの涼SNSフォトキャンペーン  涼しげなフォトスポットを撮影し、投稿しよう！　

開催期間：6月30日（土）～7月31日（火）

うちわデザインイメージ

SNS（インスタグラム）への写真投稿キャンペーンを実施いたします。メイエキの涼2018の期間中、対象施設内に

涼しげなフォトスポットが出現します！ハッシュタグ「#メイエキの涼2018」をつけて投稿された写真の中から、

抽選で12名様に素敵な賞品をお贈りします。

WEB サイト

http://www.nagoyaeki.org/meiekinoryo2018/
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2018年6月→10月SCHEDULE

15日

22日

30日

11日

20日

27日

28日

8日

初旬

22日

25日

12日

22日

27日

28日

10日

中旬

合同パトロール

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）

メイエキの涼2018

清掃活動（毎月第2水曜開催）

名古屋駅地区打ち水大作戦2018

（打ち水大作戦　予備日）

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）

清掃活動

防犯講演会

水害机上訓練

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）

清掃活動（毎月第2水曜開催）

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）

全国エリアマネジメントネットワーク総会

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）

清掃活動（毎月第2水曜開催）

臨時総会

10:00～20:00

〜7月31日（火）

9:30～10:30

10 :00～20:00

9:30～10:30

13:30～17:00

10 :00～20:00

9:30～10:30

10 :00～20:00

11:00～12:00

10 :00～20:00

9:30～10:30

6月

7月

8月

9月

10月

（金）

（金）

（土）

（水）

（金）

（金）

（土）

（水）

（水）

（土）

（水）

（土）

（木）

（金）

（水）

新旧事務局長あいさつ

事務局長 退任挨拶

藤井 修

　当協議会には設立準備から数えて約11年関

わってきました。設立時は事務局次長として、

2014年6月からは事務局長として、本当に多くの

方々に支えられ、何とか任を果たすことができま

した。ご指導とご協力を賜りました全ての方々に

深謝するとともに、引き続き事務局を支えてくだ

さいますようお願い申し上げます。また、当協議会

が10周年を機にさらなる進化を遂げ、明日の名駅

地区を築いていくことを心より祈念しております。

新 事務局長

岸田 晃彦

　名古屋駅地区が、仕事、買い物、観光、休憩他

どんなシーンでも安心安全で、楽しく、気持ちよく

過ごせる魅力溢れる街になることを夢見て、協議

会が“明るく 楽しく 元気よく”活動できるように、

次の10年もチーム事務局で皆さまといっしょに

走り続けたいと思っています。そして、10年後も

協議会があってよかったと思われるように・・・。

今後もご支援よろしくお願いします。

バ
ト
ン
タ
ッ
チ
!

編集後記

10周年を迎えた、当協議会。新組織発足に伴い、新たな気持ちで活動を見直す

節目の年となりそうです。引き続き会員の皆様のご協力をお願い申し上げます。




