VOL.

会報

13
2020.3.6

多くの人が訪れ・働き・学び・住みたい街へ

P ICK UP N EWS！
メイエキイルミ2019

2019年11月6日〜 一斉点灯

イルミネーションで冬の名駅を華やかに演出する「メイエキイルミ2019」を今年度も開催いたしました。
名駅エリアの企業・団体のほか、ささしまライブ地区（ささしまライブ24まちづくり協議会）のイルミネー
ションも一斉点灯、名駅南地区まちづくり協議会でもハンギングバスケットを使ったライトアップを行うなど、
エリアの連携も進んでいます。
ロータリーモニュメント「飛翔」は来年度の解体工事着工が予定されていますので、もしかしたら最後の
ライトアップ
（？）かもしれません。
フォトコンテストでは昨年を上回る2,000件以上
の投稿をいただきました！「 映え 」する写真ばかりで 、受賞
作品を選ぶ立場としては嬉しい悲鳴でした。
「メイエキをイルミネーションの人気スポットに！」これからも
皆様のご協力をいただきながら盛り上げていきたいと思います！

フォトコンテスト受賞作品

メイエキ賞

ささしま賞

名古屋ルーセントタワー賞

タワーズ・ゲートタワー賞

K I T T E名古屋賞

ナナちゃんストリート賞

名古屋三井ビルディング賞

大名古屋ビルヂング賞

ミッドランドスクエア賞

シンフォニー・センチュリー豊田ビル賞

O K B 大垣共立銀行賞

キャッスルプラザ賞

広小路名駅商店街振興 組合賞

グローバル ゲート賞

ストリングスホテル 名古屋賞

マーケットスクエアささしま賞

臨時総会・講演会

2019年10月23日開催

2019年度臨時総会では、上期の各委員会活動報告および
会計中間報告をしました。
また、臨時総会終了後には、街づくり講演会を開催いた
しました。
講師として、芳村直孝様（札幌駅前通まちづくり株式会社
常務取締役）、今枝政人様（名古屋市防災危機管理局危機
対策室 主査）にお越しいただき、地震への対応や防災に
ついてお話ししていただきました。
芳村直孝様には、
「 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〜」というテーマで、2018年の9月に発生した北海道胆振東部地震発生時の対応を中心にエリア防災の
取り組みについてお話いただきました。実際の発災時の体験を時系列に写真を交えて具体的に伝えていただき、
今後の対策検討やBCP策定に大変参考になりましたとのお声をたくさんいただきました。
今枝政人様には、
「 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」というテーマで、
名古屋駅周辺における大規模地震に備えるために必要な取り組みについてお話しいただきました。名古屋の
地形・地質、海岸線の変遷をふまえた南海トラフ巨大地震の被害想定、名古屋市の現状の取組状況などを
伺えて、大変参考になりました。

新春セミナー・新年会

2020年1月29日開催

新春セミナーと新年会を開催いたしました。
今 年 の 新 春セミナーは 、名古屋 大 学 発 のベンチャー
「Sonoligo（ ソノリゴ）」の遠山様にサブスクリプションサー
ビスについてご講演いただきました。
近年、話題となっているサブスクリプション（サブスク）。
名古屋でスポーツやアートを定額で楽しめるサービス「Sonoligo」を立ち上げた経緯や、上手くいくサブスクの
秘訣、これからの展望などをお話いただきましたが、若くして新しい事業を立ち上げられた遠山様に会員の
皆様も興味津々。質疑の時間いっぱいまで、多くの質問が寄せられていました。
続いて行われた新年会では、会員の方同士で懇親を深めていただけたことと思います。
これからも皆様のお役に立ちそうな内容のセミナーを開催してまいりますので、ぜひご参加くださいますよう、
よろしくお願いします！

各活動について

地域活動委員会

放置自転車追放キャンペーン

2019年11月1日開催

名古屋市の放置自転車追放月間に合わせたキャンペーンに参加
しました。啓蒙のティッシュや反射板、チェーンなどの自転車グッズ
を配りながら、自転車駐車の理解活動を行いました。

年末クリーンキャンペーン

2019年12月11日開催

年末恒例のクリーンキャンペーンを行いました。会員の皆様、清掃サポーターの皆様に加え、日本
教育財団（名古屋モード学園、ＨＡＬ名古屋、名古屋医専）の学生の皆様、名駅南地区まちづくり協議会
の皆様にもご参加いただき、合計400名での清掃活動となりました。

第17期 おもてなし花だん花植え
12月4日〜6日にかけて 、おもてなし花だんの花植えを実施いたしました 。中央花壇においては 、
12月5日に花だんのサポーターの皆様や市内の松元幼稚園の園児にも参加いただき、にぎやかな
花植えとなりました。

街歩き

2019年12月13日開催

「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周辺〜なごのキャンパス」を
歩きました。普段は近づけない飛翔や、リニア開通に向けた開発の状況を見て歩き、最後は10月28日
にオープンした、
「 なごのキャンパス」を見学しました。

飛翔

リニア上部空間予定地

なごのキャンパス

街歩き参加者の声
株式会社名古屋交通開発機構

浅井 真 さん
今回、初めての参加である街歩きが、自分の母校
でもある「なごのキャンパス（旧那古野小学校）」
でした。訪れるのは三十数年ぶり。1年生の時に
北校舎が完成し、その時の様子を今でもよく覚
えております。
ベンチャーハウスに生まれ変わった校舎は、小学
校の色彩は薄れましたが、大学の研究室を思わ
せる雰囲気があり、それはそれで懐かしく感じま
した。この地から、新たな価値が数多育まれ巣立
つことを願っています。

2019年12月13日に街づくり協議会毎年恒例の
「街歩き」に参加しました。
解体予定である名古屋駅の顔「モニュメント 飛翔」
の内部見学は、貴重な体験となりました。リニア
上部空間の視察の後、
「なごのキャンパス」の施
設見学を終えて感じたことは、快適でにぎわいの
ある魅力的な街づくりには、温故知新の精神で、
先 人の教えを大切に守りながら開発を進める
ことが非常に大切なのだと改めて
感じました。
高砂熱学工業株式会社

藤田 大二郎 さん

安心安全委員会

ぼうさいこくたい2019

2019年10月20日開催

ささしまライブで開催された内閣府主催の「 ぼうさいこくたい
2019 」で 、トークセッション「 水害から逃げきる 」に事務局長の
岸田が登壇いたしました。
東海豪雨や昨今の台風被害など、想定を上回る水害から身を守る
ためにどのような備えをしておくべきか、街づくり協議会からは
地下街が発達している名駅エリアでは、
「 名古屋駅地区地下空間
タイムライン」を策定し、エリアで水害対策を行っていることなど
を紹介させていただきました。
また、同日に開催された「退避施設誘導・受入訓練」には、多くの会員の皆様にもご参加いただき、
ありがとうございました。

名古屋中央雨水調整池見学会

2020年1月30日開催

名古屋市が地下50ｍに建設中の「中央雨水調整池」を見学して
まいりました。
直径6mを超えるトンネルを約5kmに渡って整備し、完成すると
1時間あたり6 0 m mの雨量では浸水被害を無くし 、東海豪雨級
（1時間あたり97mm）の雨では床上浸水を概ね解消できる効果が
期待できるそうです。こういった行政の取り組みに合わせ、私たちも
水害への備えを進めていきたいと思います。

その他活動報告
環境省 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
2020年2月21日
住みよいかおり環境を創出しようとする地域の取組を支援するため、
「か
おりの樹木・草花」を用いた「みどり香るまちづくり」の優良企画を支援
する取組として、平成18年度（2006年）から環境省が実施しているコンテ
ストで、今回は「東京2020公認プログラム」として特別賞が設けられまし
た。当協議会はおもてなし花だん事業の企画にて初めて応募したところ、
事業の継続性や公共性において評価いただき、また中部圏の玄関口にお
けるオリパラのおもてなしに期待するとして「特別賞」を受賞しました。

【外部会議への参加】

◎名古屋駅周辺まち巡り向上策検討会議（愛称

まっとナゴヤプロジェクト会議）

2020年2月6日
まっとナゴヤプロジェクト会議は、名古屋市の名古屋駅周辺まちづくり
構想に位置付けた、基本方針３「都心における多彩な魅力をもったまち
をつくり、
つないでいく」ことを推進し、名古屋駅来訪者に周辺エリアに
より滞在してもらう方策を検討する会議として、2019年8月から当協議会
を含めた名古屋駅周辺の街づくり団体等が集まり議論を重ねてきました。
今年度、今までの議論を「名古屋駅周辺のまちづくりの羅針盤」として
取りまとめ、2020年2月6日に、河村たかし名古屋市長へ提出しました。

◎地まちcam pus「 エリマネカンファレンス」
2020年2月10日
名古屋市まちづくり企画課主催の地まちcam pus「 エリマネカンファレ
ンス」に参加しました。今回は、日本都市計画学会エリアマネジメント
人材育成研究会の皆 様 から 、エリアマネジメントの進 め方のお話を
いただくとともに 、参 加された市内のエリマネ団体 等の皆 様と共に
各テーマに分かれて課題の共有と意見交換を行いました。

◎全国エリアマネジメントネットワーク
幹事会社として各会に参加し、国や他都市等の情報収集、交流をして
まいりました。
・幹事会（2019年7月23日、12月25日）、総会・シンポジウム（2019年9月3日）
・官民連携まちづくりDAY（2020年1月31日）
・エリマネサロン（2020年2月18日）

今年度の視察対応
全国エリアマネジメントネットワークでの活動を通じて、他都市のエリアマネジメント団体と交流を図っています。
互いの課題共有や、活動・運営に関する意見交換等を行っており、
今年度は4件の視察・ヒアリングがありました。
❶二子玉川エリアマネジメンツ様
（2019年5月31日）
❷広島駅周辺地区まちづくり協議会様
（2019年11月26日）
❸阪急阪神不動産様
（2019年12月6日）
❹博多まちづくり推進協議会様
（2020年2月13日）

●
❶

●
❷

●
❹

【国家戦略特区道路占用事業・公開空地活用】

◎エリアマネジメント広告の実績
バナーフラッグ
仮囲い広告
9月：劇団四季様
（パリのアメリカ人） 11月：愛知県様（G20）

※掲出料の一部は、清掃やおもてなし花だんの維持管理、安心安全活動など、公共還元に
充当しています。

SCHEDULE

◎公開空地の活用
JAPAN TAXI lounge
（2019年9月8日〜11日）

将来の名古屋駅前空間を見据え、
「 最先端
技術の体験」の機会の創出として、実施。

【注】新型コロナウイルス感染拡大の状況により、予定を変更する場合があります。

3月 27日（金）15 : 3 0 〜16:15
4月 8日（水）11 : 0 0 〜
16日（木）15 : 0 0 〜
名古屋駅地区街づくり協議会

活動報告会＠ミッドランドホール会議室

→中止とさせていただきます。

清掃活動
2020年度定期総会・講演会＠ミッドランドホール
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