中之島まちみらい協議会

2018（平成３０）年度活動実績報告

■2018 年度（2018.4.1～2019.3.31）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（第９回_2018.４.27 開催）
・幹事会（出席者：会員全社の幹事） ：３回開催（第３6 回～第３7 回・第 38 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４8 回～第 50 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 19 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（9 社 17 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】
「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 5 回 2019.3.15（書面開催）
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への構成員の追加ならびに御堂筋周
辺地域部会の設置について承認
【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）他エリアの防災に関する情報収集（上記（１）の業務に含む）
・2018.10.25 大阪ビジネスパーク（ＯＢＰ）防災訓練視察
［場所］ＯＢＰ～大阪城公園
・2018.12.3 一般社団法人横浜みなとみらい 21 へのヒアリング実施
[場所：横浜市西区みなとみらい]
（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。
・第１回 2018.09.12 [場所：堂島リバーフォーラム、19 名参加］
・第２回 2018.12.27 [場所：堂島リバーフォーラム、22 名参加］
（４）防災に関する特別講演の開催
（2018.12.11 第 37 回 幹事会同日開催）

・大阪府都市整備部河川室河川整備課長 美馬 一浩 様
テーマ： 「台風 21 号による観測史上最高の高潮について」
・大阪市北区役所地域課担当係長 谷山 耕司 様
テーマ： 「
『ジシン本』策定に関するミニ防災講座」
（ジシン本を会員各１部配布）

（５）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 2014 年度より開催。
・2019.2.26 メールを活用した災害時情報伝達図上訓練
[場所：大阪大学中之島センター、34 名参加］
～タイムラインに基づいた 2018 年度台風 21 号対応振り返り～
①大阪府都市整備部河川室参事 川上卓様による講演
②グループ分けによるディスカッション
③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 様による講評
【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
・全国エリアマネジメントネットワークシンポジウム 2018
①2018.05.08 in 広島 [NTT クレドホール]
②2018.06.05 in 東京 [大手町サンケイプラザ]
③2018.09.27 in 渋谷 [ヒカリエホール]
③2018.11.27 in 大阪 [グランフロント大阪]
・
「全国エリアマネジメントネットワーク 団体プロフィール」
（2019.3 以降発行予定）作成対応
・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」の時点改訂
・2019.3.29 基本構想や方向性について内容変更は行なわないが、開発の動きが活発化しているため
これらの動向の変化への対応を図るため時点修正を主な目的として改訂。
（３）中之島地域まちづくり検討会への参画
・大阪市北区中之島連合振興町会をはじめとする地元住民・企業を中心とした検討会。中之島のビジョ
ン策定を目指し、第１回～第６回開催。
【環境】
（１）中之島 eco2 連絡協議会
・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
・
「中之島 eco2 連絡協議会」の解散［書面表決：2019.3.29］
2016.2「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 中之島地域部会」により、
官民連携して中之島のまちづくりを議論する場が設置、中之島まちみらい協議会が引き続きプラッ
トホームとしての役割を担うこととして解散。
（２）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
・2018.4.20（第 9 回）
、2018.12.12（第 10 回）に参加。
（３）打ち水（中之島ウエスト）
・2018.7.27（第 6 回）中之島周辺各会場で打ち水イベントに参加
（４）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）
・2018.10.6（第 18 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
・2019.2.12 意見交換（大阪市都市計画局、㈱ロイヤルホテル）
【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。
「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。
2019 年度を目途に「大阪エリアマネジメント活性化ガイドライン」を策定すべくエリアブランド・
公共空間利用推進などを検討。
・大阪エリアマネジメント活性化会議
①2018.７.26 第４回（書面開催） ②2019.2.4 第５回開催
・大阪エリアマネジメント活性化会議 中之島部会の開催
①2018.6.19 第 7 回 開催
②2019.12.18 第８回 開催
（２）中之島アゴラ構想推進協議会
2016 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。
・2018.8.24 書面開催 「中之島アゴラ構想基本計画（案）
」の承認について
【社学連携】
大阪大学共創機構との連携事業
中之島周辺に拠点を置く、美術館やホール、科学館、図書館など 19 の文化施設や機関と連携し、専
門家やアーティストによる創造的な他者の視点で各所の魅力や可能性を紐解く以下プログラムへの共催
～2018 年度文化庁戦略的芸術文化創造推進事業「クリエイティブ・アイランド・ラボ中之島」～
①2018. 12.21【中之島夜会】 現代美術・アート × 中之島 in 国立国際美術館
②2019. 3.４ サイエンスアゴラ in 大阪 シンポジウム 都市防災備災の現状と展望 in 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。
）
・協議会会員企業向けアンケートの意見を視野に入れた考察により、発信情報の充実、気になるお店、
中之島散策、情報追加、閲覧環境の改善のため表示速度の向上
・月刊島民への協議会活動の記事掲載（8 月、10 月、12 月、２月、３月 計５件）
（２）第 1３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。
入賞作品の活用施策として、アートエリア B1 への展示ならびに
キヤノンマーケティングジャパン㈱の協力にてカレンダー作成。
[テーマ] 「中之島 みらいへの絆」
[開催期間] 2018.９.21～11.30
[応募件数] 152 作品（最優秀賞：1 点、優秀賞：5 点を選出）
[最優秀作品]
no music no life /by maxakichi

【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、2018,11.23 大阪万博開催決定
（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）
・
『中之島ウエストマルシェ』公開空地利活用社会実験の共催（2018.10.26～10.27）
・中之島ウエスト・冬ものがたり 2018 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。

６．その他 中之島・周辺における今年度の主な動き
○地域イベント
・中之島なつまつり 2018（2018.8.27）
・水都大阪フェス 2018 （2018.10.20～10.21）
○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

2018（2018.4.14～5.6）
2018（2018.7.27）
2018 中之島まるごとフェスティバル（2018.10.20～10.28）
2018（2018.11.26～12.25）

○大阪・光の饗宴（2018.11.4～2019.1.31）
［主催：大阪・光の饗宴実行委員会］
・ＯＳＡＫＡ光のルネサンス 2018（2018.12.14～12.25）
・中之島ウエスト冬ものがたり 2018（2018.11.26～12.25）
○行政等の主な動き
・中之島 4 丁目未来医療国際拠点マーケット・サウンディングの実施（2018.5.10）
参考資料の一つとして、「中之島まちづくり構想」が採用。
・大阪市が新しい美術館の正式名称を「大阪中之島美術館」に決定（2018.10.18）
・大阪中之島美術館が「サステナブル建築物等先導事業（省 CO2 先導型）
」に採択（2018.11.30）
・中之島 4 丁目用地における未来医療国際拠点整備・運営事業に関する開発事業者募集プロポーザル
優先交渉権者決定（2019.１.31）＜日本生命保険相互会社（代表事業者）
、 京阪ホールディングス
株式会社（共有者）
、 関電不動産開発株式会社（共有者）＞
以

上

