中之島まちみらい協議会

平成２８年度活動実績報告

■平成２８年度（H28.4.1～H29.3.31）活動実績
１．会議等
・総 会（出席者：会員全社の代表委員）
：１回開催（H2８.４.18 開催）
・幹事会（出席者：会員全社の幹事） ：３回開催（第３０回～第３２回[書面開催]）
・運営会（出席者：幹事会社６社の幹事）
：３回開催（第４２回～第４４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）
：４回（テーマ：防災、まちづくり、環境、ｼﾃｨｾｰﾙｽ他）
・ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ分科会 （９社 12 名）
：４回（テーマ：ホームページ運営、他団体連携他）
３．まちづくり分科会による活動
【体制】
（１）
「大阪駅・中之島・御堂筋周辺地域 都市再生緊急整備協議会 中之島地域部会」開催
・第 1 回 H28.5.30 •第 2 回 6.24（書面開催） •第 3 回 8.29（書面開催）
（２）
「地域整備計画、外国企業等を呼び込むための地域戦略、都市再生安全確保計画」承認
・H28.6.24、大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域 都市再生緊急整備協議会が、
「中之島地域整備計画、外国企業等を呼び込むための地域戦略、中之島地域 都市再生安全
確保計画」の承認。
【防災】
（１）
「中之島地域都市再生安全確保計画に基づく災害時行動マニュアル等検討業務」
（「都市再生安全確保計画」にもとづき、国土交通省「都市安全確保促進事業」補助金を活用）

・災害時行動マニュアル（素案）策定に向けた調整（H29.3 災害時行動ﾏﾆｭｱﾙ(素案)策定）
・H28.10.21. 大阪市 都市計画局
・H29.2.20. 大阪市 都市計画局
（２） 中之島地区の防災に関する関係機関へのヒアリング（上記（１）の業務に含む）
・H28.11.18. 大阪国際会議場（大阪府都市魅力創造局、㈱大阪国際会議場）
・Ｈ28.11.21 大阪市中央公会堂
（大阪市経済戦略局文化部、サントリーパブリシティサービス(株)）
・H28.11.23. 北区役所地域課
（３） 中之島地区の防災に関するアンケートの実施（上記（１）の業務に含む）
・Ｈ28.12 月、防災への取組み状況や課題認識、都市再生安全確保計画に対する意見を聴取
するとともに、結果のフィードバックにより、会員の防災に関する情報の共有化、今後の
エリア防災への取組みに活かすことを目的に会員企業各社へ実施。
（４） 防災ワークショップの開催
・中之島エリアの企業間のコミュニケーション機会を増やし多面的かつ実効性あるエリア防
災の取組みを実施することを目標としてＨ26 年度より開催。
・Ｈ28.6.22 広域徒歩帰宅ルートを見ながら他企業の参加者と
チームを組み、意見交換
（場所：アートエリアＢ１、３５名参加）
・Ｈ29.3.16 災害時情報伝達図上訓練（上記３の業務に含む）
（場所：大阪大学中之島センター、５０名参加）

（５）他エリアの防災に関する情報収集
・Ｈ28.11.10 新宿防災訓練視察
[概要]自衛消防訓練、医療救護訓練、現地本部訓練等
［場所］新宿西口 工学院大学１階のアトリウム）
・H28.11.15 大阪ビジネスパーク（ＯＢＰ）防災訓練視察
［概要］大阪城公園へ避難、テント設置、炊き出し、トイレ設置等
［場所］ＯＢＰ～大阪城公園
・Ｈ29.1.27 コスモスクエア地区情報伝達訓練 視察
［概要］災害発生時を想定した無線を使った情報伝達訓練
［場所］ＡＴＣ
（６）その他
・H29.３.７「大阪フィルの夕べ＆防災訓練コンサート」への参加
［概要］朝日ビルディング主催による、コンサートと大地震を想定した防災
訓練を組み合わせたイベント
［場所］フェスティバルホール
【まちづくり】
（１）協議会パンフレット改定
・H2８.９.1 パンフレット改定
（会員企業・運営体制、開発情報、まちづくり構想 他）
（２）全国エリアマネジメントネットワーク
・全国のエリアマネジメント組織による連携、エリアマネジメントに係る政策提案、情報
共有及び普及啓発することを目的に中之島まちみらい協議会として入会、以下へ参加
・Ｈ28.7.11
設立総会
[場所：経団連ホール］
・Ｈ28.11.18 シンポジウム 2016 in 福岡
[場所：ＪＲ九州ホール］
・Ｈ29.1.23
シンポジウム 2017in 関西
[場所：グランフロント大阪］
・Ｈ29.1.24
シンポジウム 2017in 関西“分科会” [場所：キャンパスプラザ京都］
・エリアマネジメントアンケートへの対応
【環境】
（１）中之島 eco2 連絡協議会との連携
・環境ビジョンのエッセンスを抽出した、
（仮称）スマートシティ中之島の策定の検討
・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）
・H2８.7.２９ 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）
・H2８.10.１５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）
・H2８.4.22、Ｈ28.12.13 に参加。ゴールデンウィークや中之島ウエスト「冬ものがたり」
にて多くの来街者を迎える前の、おもてなしと地域美化への取り組み
【シティセールス】
（１）MIPIM JAPAN－AISA PACIFIC ２０１６（国土交通省、大阪市都市計画局）
・国土交通省後援の不動産国際見本市『MIPIM JAPAN 201６（H28.9.8～9@グランフ
ロント大阪）』にて大阪市ブースとして出展。中之島地区の説明対応として、中之島まち
みらい協議会メンバーが参加協力
【官民連携】
（１）大阪エリアマネジメント活性化会議（大阪市）
・資産価値向上と経済活性のため、官民協働の都市経営の推進を目的に設置。
Ｈ31 年度「ガイドライン」策定に向け、エリアブランド・公共空間利用推進などを検討。
「活性化会議」のもとに「大阪駅周辺部会・御堂筋部会・中之島部会」の３部会を設置。

・H28.6.1
会議発足に向けた事務局打合せ
・H28.7.7
会議発足に向けた担当者会議
・H28. 8.24 第１回中之島部会
・H28.10.28 第２回中之島部会
・H29.1.１8 第１回活性化会議
・H29.3.２８ 第３回中之島部会
（２）中之島アゴラ構想推進協議会
・平成 28 年 8 月に大阪大学から市に提案のあった「中之島アゴラ構想」を踏まえ、その実
現に向け産学官が連携し協議することを目的に、府、市、大阪大学及び経済団体等ととも
に設置。
・H28.11.17 第 1 回協議会
・H29.2.8
第 2 回協議会
【社学連携】
大阪大学ＣＯデザインセンター（コ・デザインセンター）
・大阪大学ＣＯデザインセンター・de sign de>・中之島まちみらい協議会の共同企画によ
り、
「中之島夜会」を実施。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、クリエイティブ・シンキングの機会を提供し、人づく
りの貢献と創造的なまちの醸成を目指した（第１夜～第３夜はＨ27 年度に実施）
。
①H28. 6.10【第４夜 ４th NIGHT】 現代美術・アート × 中之島
森村泰昌展鑑賞@国立国際美術館、名村造船所跡地
②H28.12.2 【第５夜 ５th NIGHT】 建築 × 中之島
建築にまつわるクロストーク＠ダイビル本館１Ｆロビー
③H28.3.8 【第６夜 ６th NIGHT】 クリエイティブアイランド中之島の可能性
大学・企業人、国際文化の専門家・クリエイターによるクロストーク＠大阪市中央公会堂
４．プロモーション分科会による活動
【情報発信】
（１）ホームページ運営等
・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。
）
・歴史コンテンツにて、古写真による『中之島今昔寫眞（写真）集』
を追加するなど発信情報の充実、気になるお店、中之島散策、魅力スポット等の情報追加
・月刊島民における協議会活動の記事掲載（７月、1０月、12 月、３月、計４件）
その他月刊島民 100 号特別企画への座談会形式による取材対応

（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
・H2８.９.１６～11.30 開催 応募件数 199 件／66 名
最優秀賞：1 点、優秀賞：5 点 選出
【他団体連携】
（１）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（H28.7.26、H29.1.26）
・中之島ウエスト・冬ものがたり 2016 において、LED ライトによって木々を彩る参加型の
スマイルアートプロジェクト「ひかりの実」に参加。
５．個別案件
（１）大阪市景観シンポジウム（大阪市都市計画局）
・大阪市都市計画局主催の、
「大阪市 景観シンポジウム（H28.9.26@ヴィアーレ大阪）
」に
パネラーとして中之島まちみらい協議会から参加。
（会場聴衆：約 150 名）
（２）再開発コーディネーター協会 若手まちづくりフォーラム関西
・H28.12.2 中之島の視察対応 （37 名参加）

（３）日本ファシリティマネジメント協会（JFMA）機関誌への寄稿
・JFMA ジャーナル 7 月号「特集：リスクマネジメントと FM」に中之島地区のエリア
防災の活動を寄稿
６．その他 中之島・周辺における H28 年度の主な動き
○地域イベント
・中之島なつまつり 2016（H28.8.29）
・中之島まるごとフェスティバル（H28.10.28～11.6）
○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

2016（H28.4.16～5.8）
2016（H28.7.6～9.5）
2016（H28.10.28～11.6）
2016（H28.11.28～12.25）

○周辺イベント
・中之島オープンテラス（H28.6.1～10.30）
・水都大阪フェス 2016（H28.9.11～10.16）
・inochi 未来フォーラム（H28.10.12）
・道頓堀リバーフェスティバル（H28.10.22～10.23）
・ニコニコ町会議 in 水都大阪 2016（H28.11.13）
○大阪・光の饗宴（H28.11.20～H29.1.9）
［主催：大阪・光の饗宴実行委員会］
・ＯＳＡＫＡ光のルネサンス 2016（H28.12.14～12.25）
・中之島ウエスト冬ものがたり 2016（H28.11.28～12.25）
○行政等の主な動き
・中之島アゴラ構想の提案について（H28.8.25）
大阪大学は、中之島４丁目の市所有地を活用する「アゴラ構想」をまとめ府市に提案。
西尾総長が市長、知事に構想の趣旨を説明、３者で協力して事業化を目指すことで合意。
・中之島アゴラ構想推進協議会の設置について（H28.11.7）
大阪大学の提唱する「中之島アゴラ構想」の実現に向け、府市、阪大、経済団体が同協議
会を設置。当協議会も構成員の一員。
・中之島４丁目再生医療国際拠点検討協議会の設置について（H28.11.7）
再生医療国際拠点実現に向け、産官学が連携し検討を実施するとともに、国等へ提案・要
望することを目的に、府市、経済団体とともに設置。
・
（仮称）大阪新美術館の公募型設計協議の結果について（H29.2.9）
大阪市は、Ｈ33 開館を目指す（仮称）大阪新美術館の公募型設計競技を H28.8 より実施
し、2 月に公開プレゼンテーションを行ったうえで最優秀案及び次点案を決定。なお、公
募要領の参考資料として「まちづくり構想」が取り上げられた。
・大阪市景観計画変更および大阪市都市景観条例改正（Ｈ29.3 末改正、H29.10.1 施行）
中之島地区が、重点届出区域※に指定される。全ての規模の建築物や広告物等が届出対象と
なり、地区の景観形成方針や景観形成基準に適合する必要あり。
※重点届出区域…地域固有の特性をいかした重点的な景観形成方策を展開するエリア
以

上

