中之島まちみらい協議会 活動実績報告
■平成２７年度（H2７.4.1～H2８.3.31）活動実績
１．会議等
・総 会（出席者：会員全社の代表委員）
：開催なし（H27.3.25 H28.4 月～5 月開催予定）
・幹事会（出席者：会員全社の幹事） ：３回開催（第 2７回～第 2９回）
・運営会（出席者：幹事会社６社の幹事）
：３回開催（第 3９回～第４１回）
２．分科会
・会員有志による分科会活動が定着し、昨年に引続き具体的な活動内容を協議。
・まちづくり分科会
（９社 17 名）
：５回（テーマ：防災、環境、まちづくり）
・プロモーション分科会 （8 社 12 名）
：５回（テーマ：ホームページ運営、他団体連携他）
３．活動
【防災】
（１）都市再生安全確保計画策定に関わる調整
・2014 年度に実施した基礎調査報告書をベースに、
「中之島地区 都市再生安全確保計画（素
案）
」を作成。都市再生安全確保施設の指定について施設所有者、行政と調整。
（２）2015 年度「中之島エリアの防災ワークショップ」
・大阪大学 CSCD との共同主催。中之島地区を３地区に分け、地区毎にワークショップを開催
し、近接したメンバー間でのコミュニケーション機会を増やすことで、安全確保計画策定後のエ
リア防災体制に繋がることを目指した。
H27. 9. 4 第１回 ６社 17 名（東エリア）
H27. 10. 2 第２回 9 社 20 名（中エリア）
H27. 10.16 第３回 ６社 14 名（西エリア）
（３）防災講演会
・H27.11.30 大阪市ならびに 24 社（オブザーバー含む）
、
計 49 名が参加
村上正浩（工学院大学建築学部まちづくり学科 准教授・内閣官房地域活性化統合事務局に設置
した都市再生の推進に係る有識者ボード防災ＷＧ委員）
「新宿駅周辺地域のエリア防災の取り
組み」
（4）都市再生安全確保計画制度 官民連携ワークショップ
・Ｈ27.12.22 内閣官房及び国土交通省都市局主催のワークショップに事務局 3 名が参加。
安全確保計画策定済みの都市の事例報告及び意見交換。
（5）淀川左岸水防団
・H27.11.30 第 28 回幹事会にて、水防団の組織と役割など、概要について紹介
【環境】
（１）中之島 eco2 連絡協議会との連携
・中之島での環境活動（打ち水、橋洗い）の案内・参加
（２）打ち水（中之島ウエスト）
・H27.7.17 中之島周辺各会場で打ち水イベントに参加
（３）中之島ガーデンブリッジ・なにわ八百八橋 橋洗い（同実行委員会）
・H27.10.3 中之島ガーデンブリッジの橋洗いイベントに参加
（４）クリーンアップ活動（中之島ウエスト）
・H27.12.10 に参加。中之島ウエスト「冬ものがたり 2015」で多くのご来街者を迎える
メインプログラム開催前の、おもてなしと地域美化への取り組み

【プロモーション】
（１）情報発信
・ホームページの運営（随時更新。中之島周辺情報、協議会活動等。
）
・月刊島民における協議会活動の記事掲載（10 月、11 月、12 月、１月：4 件）
（２）フォトコンテスト開催
・市民参加型の中之島の魅力発見・発信、ホームページの PR
・H2７.９.１８～11.30 開催 応募：1４７件
（３）ホームページのリニューアル
H27.12.12 リニューアル［レスポンシブ化、発信情報の充実、協議会情報
の充実］

４．官民連携
（１）官民協議会（大阪府、大阪市）
①中之島地域における「都市再生安全確保計画」策定に向けた行政との調整
1)大阪市 都市計画局など関係機関の協議
（H27.4/8, 6/16, 7/9 , 10/8 , 11/25, 12/10, 12/14, Ｈ28.1/13）
・安全確保計画（素案）及び整備計画（素案）の作成に伴う調整
・既存「大阪駅・中之島・御堂筋周辺地域都市再生緊急整備協議会」における「協議会会
議」下部組織として「中之島地域部会」設立（H28.3.18）に伴う関係先事前調整
②中之島地域の「特定都市再生緊急整備地域」における「整備計画」策定に向けた調整
（２）梅田・中之島・御堂筋のまちづくりに関するエリアマネジメント意見交換会
・大阪市内中心部における東西南北軸において民間主体のまちづくり活動（エリアマネジ
メント等）の活性化を受け、各団体の活動促進・大阪のブランド向上となる公共空間活用・
安心安全なまちづくりを目指した防災減災ネットワーク形成などが目的。
・H27.5.29 準備会
・H27.9.24 第１回 大阪エリアマネジメント活性化戦略及びアクションプログラムについ
て等 意見交換
・H28.2.25 第２回［予定］
（３）個別事象への対応
①中之島４・５丁目のまちづくり（大阪市都市計画局）
・Ｈ27.10.2. 4 丁目市有地の開発事業予定者募集（プロポーザル方式）にあたっての参考
資料として、
「中之島まちづくり構想」が採用される。
②MIPIM JAPAN 2015（国土交通省、大阪市都市計画局）
・国土交通省が後援する、不動産の国際見本市である MIPIM JAPAN 2015（H27.5.20～
21@ザ・プリンス パークタワー東京）にて大阪市ブースとして出展。中之島エリアとして
も参画し、大阪市ブースの中之島地区の説明対応として、まちみらい協議会メンバーが参
加（7 名）
③水防団員募集 告知協力
・H27.11.30 第 28 回幹事会にて、淀川左岸水防事務組合（特別地方自治体）の事務局長
による水防団員募集の告知

５．社学連携
大阪大学ＣＳＣＤ（コミュニケーション・デザイン・センター）
・大阪大学 CSCD・中之島 BANKS de sign de>・中之島まちみらい協議会の企画委員会
によって、
「中之島夜会」を企画立案・実施。中之島の場のポテンシャルを活かし、知性
と感性を磨く異なる他者との出会いへと誘う本企画を通じて、クリエイティブ・シンキン
グの機会を提供し中之島の活性化に資する人づくりの貢献と創造的なまちの醸成を目指し
た。
①H27. 08.21【第１夜 1st NIGHT】 現代美術・アート × 中之島
展覧会参加・意見交換@国立国際美術館、堂島リバーフォーラム、中之島 BANKS
②H27.10.23 【第２夜 2nd NIGHT】 鉄道 文化・アート × 中之島
展覧会内覧会参加・作家と対話＠アートエリアＢ１（京阪電車なにわ橋駅構内）
③H27.11.06 【第 3 夜 3rd NIGHT】 音楽 × 中之島
ホール支配人、楽団広報責任者、音楽催事責任者と対話@中之島フェスティバルタワー
・Ｈ27.12.20 シンポジウム「成熟する社会の生態系（ネットワーク）～クリエイティブ
アイランド中之島の共創に向けて～」
（主催：大阪大学 場所：国際会議場）協力。
６．他団体連携
（１）中之島・御堂筋ＳＢＪ連絡協議会（近畿風景街道推進のための沿道ｴﾘﾏﾈ組織の連絡会）
・幹事会出席（H27.6.5）
（２）中之島ウエスト・エリアプロモーション連絡会（商業施設の協働販促ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ団体）
・情報交換会 オブザーバー参加（H27.8.26、H28.1.26）
・中之島ウエスト・冬ものがたり 2015 において、LED ライトによって木々を彩る参加型の
イルミネーションプロジェクトスマイルアートプロジェクト「ひかりの実」に参加。
（３）水都大阪パートナーズ
・大阪市内のロの字河川を 6 つの船着き場に停留して巡る新しい交通機関「よってこ！リバー
ライン大阪環状船」の試験運航への、モニター協力。
（H27.11.2）
（４）イベント情報の発信に関する包括協議
・ＨＰでのイベント情報の発信に関して、以下の団体と包括的な情報授受について協議。
① 中之島ウエスト・エリアプロモーション連絡会
② 水都大阪パートナーズ
③ 大阪大学・中之島センター（２１世紀懐徳堂）
④ 国立国際美術館
⑤ 大阪市立科学館
⑥ アートエリアＢ１運営委員会
⑦ 中之島 BANKS
⑧ 月間島民プレス（ナカノシマ大学）
■その他 中之島・周辺における H27 年度の主な動き
○施設オープン
・新ダイビル開業（H27.7.11）
○地域イベント
・堂島リバービエンナーレ（H27.7.25～8.30）
・中之島なつまつり 2015（H27.8.28）
・中之島まるごとフェスティバル（H27.10.30～11.7）

○集客施設合同プロモーション
・中之島ウエスト 春ものがたり
・中之島ウエスト 夏ものがたり
・中之島ウエスト 秋ものがたり
・中之島ウエスト 冬ものがたり

2015（H27.4.4～5.10）
2015（H27.8.28）
2015（H27.10.30～11.7）
2015（H27.11.28～12.25）

○水都大阪 2015 ［主催：水と光のまちづくり推進会議］
・inochi フェスタ（H27.10.31）
・水都大阪ミナミフェスティバル（H27.11.7）
・ニコニコ町会議 2015in 大阪なんば（H27.11.8）
・水辺のまちあそび
［中之島オープンテラス（H27.6.20～11.15）、中之島・夕市（H27.10.9～10.17）、
水都大阪フェス 2015（H27.9.18～10.12）
］
○MIZBERING 世界会議 IN OSAKA（H27.10.9～10.11）
［主催：ミズベリング世界会議運営会議］
・水都大阪パートナーズ、大阪商工会議所、大阪府・市他の後援・協力により実施。国内外の
ミズベ先進都市の情報収集ならびにその魅力の体感プログラムを展開。
・関西光ネットワーク交流会議［事務局：光のまちづくり推進委員会］より期間中に、関西
各地の光のまちづくりを紹介。展示物、ポスター等を出展。
○大阪・光の饗宴（H27.11.29～H28.1.17）
［主催：同実行委員会］
・ＯＳＡＫＡ光のルネサンス 2015（H27.12.12～12.25）
・中之島ウエスト冬ものがたり 2015（H27.11.28～12.25）
○行政の主な動き
・大阪市 新美術館のデザイン分野において大阪工業大学と包括的連携協定締結（H27.9.24）
・大阪市 中之島 4 丁目用地
開発事業予定者募集（プロポーザル方式）
（H27.10.2～H28.2.16）
計画提案審査結果通知日（H28.3.4）
価格提案審査日（H28.3.16）
以

上

