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PICK UP NEWS！

2019年度 名古屋駅地区街づくり協議会 事業計画

◎新たな都市づくりと名駅の将来像に関する検討

◎桜通の将来像実現に向けた具体的な取り組みに関する検討

◎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

◎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

◎会員イベント等の企画や他団体とのイベントの共同開催の検討・実施

◎国家戦略特区による道路占用事業の推進

◎道路占用事業における新たな展開の検討

◎駅前広場等の再整備計画および運営管理に関する検討

◎賑わい創出のためのイベント等の企画・推進

◎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

◎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

　4月17日（水）、ミッドランドホールにて第12回定期総会を開催し、2019年度の事業計画及び予算が承認され

ました。また、4月1日より賛助会員として、戸田建設株式会社様が入会されました。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！

　定期総会後には、街づくり講演会を行いました。「なんば駅前」の再整備計画に民間の

側で取り組んでおられる、南海電気鉄道株式会社の和田様をお招きし、「大阪ミナミ（道

頓堀・御堂筋・なんば駅前広場）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」と題し、ご講演いただきました。ミナミのエリマネ代表としての活動、また、南海電

鉄として道頓堀遊歩道の運営管理をされているお話や、公民連携で公共空間の活用を進

められており、御堂筋チャレンジや、なんばひろば改造計画といった社会実験のお話を、

映像も入れながらわかりやすくお話しいただきました。地域間競争に勝つために、そして

持続可能な運営のために、公・民が、互いに関与しまちを育てていきたいとおっしゃって

いましたが、地域の人との対話を大切にしながら活動を推進される、和田さんの熱い想い

や、お人柄溢れるお話は、参加者の皆さんからも大変好評で、今まさに計画が進む「名古

屋駅前の整備計画」においても、公・民の連携の必要性を感じる機会となりました。

街づくり講演会

2019年事業計画

公共空間の形成、交通、

景観に関する諸施策の検討

安心・安全街づくり活動の

取り組み

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

公共的空間の利活用に関する

検討・実施

名古屋駅地区の

魅力向上策の実施

協議会組織の強化、

行政機関

および他地域との連携



　2027年のリニア中央新幹

線開業（予定）に向け、名古

屋駅駅前広場の再整備プラ

ン（中間とりまとめ）が公表

されました。当協議会の活動

エリアである駅東側におい

ては、ロータリーモニュメン

ト「飛翔」の位置まで広場を

広げ、まちにつながる歩行者

空間、乗り換え空間等の整備

を図り、「This is NAGOYA」

を感じる新たな象徴的空間

の形成に向けて、今後広く

意見を聞きながら検討して

いくそうです。

　名古屋駅（名駅）は、その乗り換えの分かりにくさから「迷駅」と揶揄されることもしばしば。また、訪れた人

たちが集えるような広場空間も十分ではありませんでした。リニア開業を契機に、そういった課題が解決

され、スーパーターミナル駅にふさわしい名古屋駅になることを、私たち協議会も期待しています！

「名古屋駅駅前広場の再整備プラン（中間とりまとめ）」が

公表されました

名古屋市「名古屋駅駅前広場の再整備プラン（中間とりまとめ）」より

　4月より、にぎわい創出委員長を務めることとなりました三菱地所の桑久保

です。名駅周辺地区は再開発計画やリニア開業に向けて今後更なる発展が

期待されます。

　本委員会では公共空間の利活用に関する検討、名駅地区の魅力向上策の

実施等を行っておりますが、課題とも言えます「財源確保」や「新たな取り組み」

などを積極的に推し進めて、会員の皆様と一緒になって、快適で魅力ある、

にぎわいのある街にしていきたいと考えております。

　今後ともどうぞご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

新「にぎわい創出委員長」あいさつ

三菱地所株式会社

桑久保 達也 氏

「名古屋の顔づくりアイデア募集」ワークショップを実施しました

　名古屋駅駅前広場の再整備実現に向け、名古屋市が行った「名古屋

の顔づくりアイデア募集」への提案のため、都市再生委員会を中心とし

たメンバーでワークショップを行いました。

　「名古屋らしさとは」「これからの駅前広場はどうあるべきか」参加された

皆さんが将来の名古屋駅を真剣に考え、様々な意見が出され、協議会として

の意見を取りまとめました。

めいえき



その他活動報告

おもてなし花だん 第16期  花の植替えを行いました！

5月20～23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。今回は全国植樹祭2019に合わせ、

花の国あいちガーデニング協会様にもご参加いただき、植樹祭を意識したデザインの花だんを作成しました。

また、23日には、中央花壇サポーターの皆さんと、地域活動委員会のメンバー、名古屋市関係部局の方 と々共に、

中央花壇の花植えを行いました。ご参加いただいた皆さまありがとうございました！

都市再生委員会で札幌視察に行ってきました

都市再生委員会で札幌視察に行ってまいりました。札幌駅前通まちづくり株式会社様、札幌大通まちづくり

会社様の2つの街づくり会社と札幌市役所のまちづくり担当の方へのヒアリングのほか、2018年10月に

オープンしたばかりの交流拠点・札幌創世スクエアの視察なども行いました。

全市一斉クリーンキャンペーン・なごや2019
2019年5月25日（土） 参加

放置自転車追放キャンペーン
2019年5月9日（木） 参加

名古屋市の放置自転車追放月間に

合わせて行われた「放置自転車追放

キャンペーン」へ地域活動委員会

メンバーと参加しました。

名古屋市の市民・企業・行政がパート

ナーシップのもとに、“環境首都なごや”

の実現を目指して行うクリーンキャン

ペーンに参加しました。



INFORMATION

詳しくは へ！

実施場所

名古屋駅地区打ち水大作戦2019
開催日：7月19日（金）　［雨天予備日：7月26日（金）］

名古屋グランパス
クラブスペシャルフェロー

楢﨑 正剛  氏

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11回目。街づく

り協議会会員や学生の皆

様と、涼やかにおもてなし

をいたします。

SPECIAL
GUEST

楢﨑氏が、参加者と共に打ち水を行います。

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2019”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、15施

設（180店舗）が参加しています。

　

「メイエキの涼」Webサイト

「メイエキの涼 2019」を開催！
開催期間：６月28日（金）～8月4日（日）

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2019」を開催しております。今年11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「MEIEKI Street Party」を開催。「メイエキ

の涼」が、都心を楽しみ賑わいを創出する夏の風物詩として、

多くの来街者に感じていただけるよう努めてまいります。

MEIEKI Street Party
開催期間：7月19日（金） 16:00～21:00

夏をもっと楽しくする一夜限りのパー

ティー会場が駅周辺に登場！都会の

真ん中でビール片手にDJのプレイする

音楽をお楽しみください！

①ＫＩＴＴＥ名古屋 1F東側外構（名駅通側）

②大名古屋ビルヂング 1F名駅通側商業エントランス横

③ミッドランドスクエア 1F南側広場

うちわデザインイメージ

浴衣deお得
開催期間：

6月30日（土）～7月31日（火）

太鼓演奏や、ナゴヤキャッスルのシェフによる氷の彫刻実演も！

（C）N.G.E.

http://www.nagoyaeki.org/meiekinoryo2019/
http://www.nagoyaeki.org/meiekinoryo2019/


名古屋駅地区街づくり協議会　会報VOL.12　2019年 7月12日 発行　　

発行元：名古屋駅地区街づくり協議会 事務局  e-mai l off ice@nagoyaeki .org  ホームページ http://www.nagoyaeki.org/

今 後 の ス ケ ジ ュ ー ル

2019年7月→2020年1月SCHEDULE

16:30～
16:00～21:00

16:45～
10:00～20:00

15:30～16:30

9:30～10:30

10 :00～20:00

9:30～10:30

10 :00～20:00

11:00～12:00

10 :00～20:00

18:30～
11:00～12:00

11:00～
10:30～
11:00～12:00

16:00～

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

（金）

 

（金）

（土）

（火）

（木）

（土）

（火）

（水）

（土）

（水）

（水）

（木）

（水）

（木）

（水）

（水）

（水）

C
O

L
U

M
N

名駅エリア オススメランチ情報

レアル グランデ
（名駅3 大名古屋ビルヂング3階）

（レアル定食1,350円）

Bicerin 
MIDLAND SQUARE

（名駅4 ミッドランドスクエア2階）

（ランチ1,400円）

仕事に疲れ、ゆっくりしたい時に

オススメのランチ。数量限定の

ラザニアと一流

バリスタが淹れ

るエスプレッソ

は絶品！〈名鉄

不動産 青山さん〉
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名古屋駅地区打ち水大作戦2019

MEI EK I Street Party（KITTE名古屋、大名古屋ビルヂング、ミッドランドスクエア）

（打ち水大作戦 予備日）

ミッドランドマルシェ

防犯講演会

清掃活動

ミッドランドマルシェ

全国エリアマネジメントネットワーク

①総会：13:00～13:45  ②シンポジウム：14:30～17:30

清掃活動

ミッドランドマルシェ

清掃活動

臨時総会・講演会

メイエキイルミ 一斉点灯（予定）

清掃活動

おもてなし花だん「中央花壇」花植え

年末クリーンキャンペーン

清掃活動

新春セミナー・新年会

昼からガッツリ食べたい時にとっておきの

一軒。レアル定食は「からあげ、もも焼き、

サラダ、お漬物、お味噌汁、とろろ、ごはんの

セット」でボリュームMAXなランチセット。

ごはんおかわり1杯無料でコスパも高い。

夜は、備長炭で焼き上げる

焼き鳥と、一番搾り生ビール

や、よなよなエールとの相性

もバッチリです。〈キリン

ビール 清水洋平さん〉

http://www.nagoyaeki.org/
https://www.facebook.com/welcomeieki/
https://www.instagram.com/welcomeieki/



