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多くの人が訪れ・働き・学び・住みたい街へ

P ICK UP N EWS！
2020年事業計画
第13回定期総会は4月に書面開催を行い、以下の通り事業計画及び予算が承認されました。今年度はコロナ
禍において活動することとなり、これまで通りの活動とはいかないかもしれませんが、このような状況だから
こそできる活動を進めていきたいと思います。引き続き、活動へのご理解・ご協力をよろしくお願いいたします！

2020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

◎新たな都市づくりと名駅の将来像に関する検討
◎自転車利活用等に関する検討、行政との連携

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
◎会員イベント等の企画や他団体とのイベントの共同開催の検討・実施

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
◎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利活用等に関する検討

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

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
◎名古屋駅地区の価値向上に向けたアクションプランの検討

ガイドライン2020（仮称の策定・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
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都市再生委員会 事務局

都市再生委員会
委員長

後藤 俊幸 氏

（名古屋鉄道 株式会社）
鈴木氏

黒田氏

7月より都市再生委員長を務めさせていただくこととなりました名古屋鉄道の後藤です。コロナ禍の影響に
より世の中は加速度的に変化しています。悲観的な話も多いですが、新しい時代に向けてポジティブシンキングで
取り組んでいきたいと思います。
名古屋市や他の委員会の皆さまと共に既成概念にとらわれない発想で名駅エリアの将来像とその実現に
向けた戦略を検討してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
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委員長
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価値 が問われ 、名古屋 駅地区を訪れる方々の目的

本年度も、ゲリラ豪雨による内水氾濫を想定した

意識が大きく変わると目されています。

検討や 、震 災 発生後の D C Pの検討など 、さらなる

にぎわい創出委員会として将来に向けてどういう

当地区の価値向上へ向けて検討をすすめてまいり
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活動報告
「まちづくりガイドライン2014」改訂の方向性を出しました
4月定期総会（書面開催）と同時に、
「 まちづくりガイドライン
2014」改訂の方向性について会員の皆様に資料を送付いた
しました 。リニアが開業し 、駅前が 整 備された「 2 0 3 0 年の
名古屋駅地区」を見据え、エリアの価値向上のために街づくり
協議会ができる役割は何なのかを議論しています。現在の
4つの戦略（空間形成・安全性向上・環境負荷低減・コミュニ
ティ形成 ）に加え 、街の価値向上のための活動を「 バリュー
アップ 戦略 」としてまとめていく予定です。会員の皆さまに
もご意見をいただく機会を設け、2021年4月の策定・公表を
目指し、引き続き議論してまいります。

第18期おもてなし花だん花植え

飛翔ブルーライトアップ

5月27日〜28日にかけて 、おもてなし花だんの花植え

2020年6月1日〜6月30日

を実施いたしました。中央花壇においてサポーターの皆

新型コロナウイルス感染症の治療に尽力されている医療

さまと実施している花植えは、密接・密集を避けるため

従事者の皆様へ、感謝と敬意を表し、全国各地で行われ

中止し、あいち花の国ガーデニング協会様のみで花植えし

ているブルーライトアップを「飛翔」にて実施しました。

ていただきました。環境省の「みどり香るまちづくり」企
画コンテストで特別賞をいただいた、オリパラをイメージ
した花壇はとっても素敵なので、ぜひご覧ください。

ONE JAPAN ハッカソン協力
大企業の若手・中堅有志団体「ON E JAPAN Tokai」による第
2回アイデアソン・ハッカソンが開催され 、当協議 会は課題
提供者として協力しました。
「 テクノロジーで自慢できる名古屋
を創りあげる」をテーマに、2月にアイデアソン、5月にオンラ
インにてアイデア発表会が開催され、9チームのうち4チーム
が当協議会の課題にて取り組み、発表。選考の結果、
「 名古屋
駅地区街づくり協議会賞」は、位置情報を利用して、地下街を
歩いている人が地上を可視化して見ることのできるアプリの
開発を提案した「もぐらでGO！」チームとしました。
当協議会としても歩行者案内板事業を行っており、連携の可
能性がある事 、アイデアの中で最も実現可能性が高いこと
が選定の理由で、今後、このチームの方と、街の中で試験的
に実際のものができないか検討していきます！

清掃活動の新ルール
密集、密接を避け、安心して参加いただけるようにルールを作成しました！

参加する際のお願い
◎活動の再開をするにあたり、大きな集団となら
ないよう、1社あたりの参加人数を制限させて
いただきます。
→上限5名/社まで
※人数制限の解除は今後の状況を見て判断いたします。

◎参加者の情報を保健所等関係機関に提供する
場合があります。あらかじめ参加者全員の了承
を得てください。
◎清掃活動前に 、体温を測るなど各自で体 調
チェックをしてください。
（発熱、咳、喉の痛みなど、体調に不安がある
場合は参加をご遠慮ください。）
◎清掃活動中は、他の人との適切な距離（2m以
上）を保ってください。
◎清掃活動中は、多数の方が集まっての近距離
での会話は避けるようにしてください。
◎参加者は、必ずマスクを着用してください。
ただし熱中症予防のため、清掃活動中は、人と
の距離（2ｍ以上）を十分に確保したうえで、マ
スクを外すなど、各自でご留意ください。

皆さまに安心してご参加いただけるよう準備しておりますが、
何かお気づきの点等ございましたら、
事務局（office@nagoyaeki.org）までご連絡ください。

参考：厚労省「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント」

SCHEDULE
9月 9日（水）9 : 3 0 〜
10月 14日（水）11 : 0 0 〜

清掃活動 （原則第2水曜日）
清掃活動

20日（火）15 : 0 0 〜15 : 45
16 : 0 0 〜17:3 0
11月 11日（水）11 : 0 0 〜
12月 9日（水）10 : 3 0 〜
1月 13日（水）11 : 0 0 〜

臨時総会
街づくり講演会
清掃活動
年末クリーンキャンペーン
清掃活動

25日（月）16 : 0 0 〜
新春セミナー
今 後 の ス ケ ジュール
17 : 45〜
新年会

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、予定を変更する場合があります。
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