中之島まちみらい協議会

平成 29 年度活動実績報告

■平成 29 年度（H29.4.1～H30.3.31）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（H29.４.27 開催）
・幹事会（出席者：会員全社の幹事） ：３回開催（第３3 回～第３4 回・第 35 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４5 回～第４７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 （８社 17 名）
：3 回（テーマ：防災、まちづくり、環境、ｼﾃｨｾｰﾙｽ他）
・プロモーション分科会 （８社 15 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）
「大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域 都市再生緊急整備協議会会議」開催
・第４回 H29.12.13（書面開催）
（２）
「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 幹事会(代表者会議)」開催
・第１回 Ｈ29.12.19
大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域の連携促進による更なる都市再生の質の向上を目指し幹事会
（代表者会議）が新設。（第４回 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
会議（H29.12.13）にて承認）
【防災】
（１）
「中之島地域都市再生安全確保計画に基づくソフト事業支援業務」
（「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）

・他地区のエリア防災体制に関する情報収集
・エリア防災体制強化に向けたワークショップの開催ほか
（２）中之島地区の防災体制に関するヒアリング（上記（１）の業務に含む）
・H29.5.17 大阪国際会議場（大阪市都市計画局、㈱大阪国際会議場）
（３）防災勉強会の開催（上記（１）の業務に含む）
実効性のあるエリア防災体制づくりを目的として、主に会員企業の防災担当者の参加を募り開催。
・準備会 H29.08.25 ［場所：堂島リバーフォーラム、 14 名参加］
・第１回 H29.10.10 ［場所：堂島リバーフォーラム、 19 名参加］
・第２回 H29.11.29 ［場所：大阪大学中之島センター、39 名参加］
特別講演 兵庫県立大学大学院 減災復興政策研究科 准教授 紅谷昇平様
「企業と地域の災害対応：都心地域におけるエリアの防災体制を考える」
・第 3 回 H30.3.16
[場所：関西電力本社会議室、11 名参加]
（４）防災 WS の開催（上記（１）の業務に含む）
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。
・Ｈ30.1.31 災害時情報伝達図上訓練
［場所：大阪大学中之島センター、50 名参加］

【まちづくり】
（１）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（費用負担個社対応分も含む）
・H29.4.20～28 エリマネ女子会主催 アメリカ東海岸ニューヨーク、フィラデルフィア BID 視察研修
・H29.9.6 第 2 回通常総会
［場所：よみうりホール］
・H30.2.2 全国エリマネ会議 with 都市再生推進法人等会議 [TKP ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ PREMIUM 京橋］
・エリアマネジメントアンケートへの対応
（２）
「中之島まちづくり構想」の改訂
・H29.9.30 中之島まちづくり構想策定当時から、
「(仮称)大阪新美術館」
「中之島アゴラ構想」
「なにわ
筋線」など開発の動きが活発化。これらの動向を踏まえ時点修正を主な目的として改訂。
（３）中之島３・４丁目地域熱供給プラントのネットワーク化及び未利用エネルギー活用によるエリア
エネルギーマネジメントシステム構築マスタープラン策定
H29 年度地域の特性を活かしたエネルギーの地産地消促進事業費補助⾦ (分散型エネルギーシステ
ム構築支援事業のうち構想普及支援事業)マスタープラン策定（経済産業省）を活用した事業であり、
委員として中之島まちみらい協議会（竹中工務店）が参画（H29 年 8 月〜H30 年 2 月）
。
（４）居住者増への対応
・H29.12.18 中之島６丁目超高層マンション（ザ・パークハウス中之島タワー）の開発事業者、管理
会社と意見交換を実施。

【環境】
（１）
「 Smart Future Island NAKANOSHIMA」を策定。
・H29.9.30 「中之島環境ビジョン」のエッセンスを抽出することに加え、防災面など、昨今、力点
を置いている活動の紹介も掲載したパンフレット策定。

（２）中之島 eco2 連絡協議会との連携
・中之島での環境美化エコ活動（クリーンアップ、打ち水、橋洗い）の案内・参加
（３）クリーンアップ活動（中之島ウエスト）
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
と環境美化への取り組み
・H29.4.2（第７回）
、Ｈ29.12.12（第８回）に参加。
（４）打ち水（中之島ウエスト）
・H29.7.21（第５回）中之島周辺各会場で打ち水イベントに参加
（５）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）
・H29.10.14（第 16 回）中之島ガーデンブリッジの橋洗いイベントに参加
【シティセールス】
国際競争力強化・シティセールス支援事業に関する検討
・H29.6.19 意見交換（㈱ロイヤルホテル、㈱京阪ホールディングス）
（MIPIM 開催も中止となり、シティセールスの機会がなかった。
）

【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。
Ｈ30 年度「公開空地等の活用によるエリアマネジメント活動促進要項」策定を見据え検討。
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。
・H29.6.01 第５回 中之島部会の開催
・H29.7.10 第２回 大阪エリアマネジメント活性化会議の開催
・Ｈ30.2.14 第６回 中之島部会の開催
・H30.3.22. 第 3 回 大阪エリアマネジメント活性化会議の開催
（２）中之島アゴラ構想推進協議会
H28 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。
・H29.12.25 第３回協議会
【社学連携】
大阪大学２１世紀懐徳堂
昨年度まで、大阪大学 CO デザインセンターとの共同企画により、「中之島夜会」を実施していたが、
今年度から、窓口が CO デザインセンターから２１世紀懐徳堂へ変わり、現在企画を調整中。
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、コラム『新之介の中之島凸凹地形散歩』の連載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（10 月、11 月、12 月、３月、計４件）
（２）第 12 回 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、今年度より
instagram での応募も採用。
・テーマ: 「私の新★発見 中之島」
・開催期間：H29.９.22～11.30
・応募件数：307 作品（最優秀賞：1 点、優秀賞：5 点を選出）
[最優秀作品] うたかた／さかさま by 中臣

（３）アンケートの実施
・中之島のまちへの評価ならびにホームページの改善点の享受等を目的としたアンケートを実施。
次年度の施策に活用。ご協力：２２社１８４名、対象：会員企業従業者（協議会関係者以外）

【他団体連携】
（１）2025 日本万国博覧会誘致委員会
大阪での万博誘致の実現に向け、オフィシャルサポーターへ登録、中之島エリアにおけるまちの機運
醸成への取組みに協力
（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）
中之島ウエスト・冬ものがたり 2017 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）遠藤克彦建築研究所訪問
・H29.6.9 (仮称)大阪美術館の設計担当である遠藤克彦建築研究所が大阪オフィスを開設したため
中之島まちみらい協議会として表敬訪問。

６．その他 中之島・周辺における H29 年度の主な動き
○地域イベント
・中之島なつまつり 2017（H29.8.28）
・水都大阪フェス 2017（H29.10.7～10.29）
○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 2017（H29.4.15～5.7）
・中之島ウエスト 夏ものがたり 2017（H29.7.6～9.3）
・中之島ウエスト 秋ものがたり 2017 中之島まるごとフェスティバル（H29.10.28～11.5）
・中之島ウエスト 冬ものがたり 2017（H29.11.27～12.25）
○大阪・光の饗宴（H29.11.12～H29.12.31）
［主催：大阪・光の饗宴実行委員会］
・ＯＳＡＫＡ光のルネサンス 2017（H29.12.14～12.25）
・中之島ウエスト冬ものがたり 2017（H29.11.27～12.25）
○行政等の主な動き
・
（H30.1.4）中之島アゴラ構想に関する大阪大学創立 90 周年・大阪外国語大学創立 100 周年記念
事業募金について
第３回 中之島アゴラ構想推進協議会［2017(平成 29)年 12 月 25 日開催]において、大阪大学が
同構想の実現に向けた募金開始を公表。
・
（H29.5.23）なにわ筋線計画について
５者（大阪府、大阪市、西日本旅客鉄道株式会社、南海電気鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社）にお
いて、大阪・関西の成長に必要な鉄道ネットワークの強化に向け、取り組みを協力して進めていくこ
とで一致。
・
（H29.4.24）万博誘致における取組みについて
2025 年の大阪・関西での国際博覧会の実現に向け、BIE（博覧会国際事務局）への立候補表明文書
を提出。これを受けて、大阪市では、全市を挙げて市内の機運醸成の取組みを推進。
以

上

