第 16 号（発行日 平成 19 年 10 月 31 日）
◆ お知らせ① 港まちづくり協議会は、
「港まちの魅力づくり・にぎわいづくりと暮らしや
すい地域づくりをめざし、短・長期的な事業計画について、地域住民の意向を踏まえた検討
を行う」調査検討事業を「名古屋学院大学 水野研究室」に委託して行っています。その調
査検討事業の中で住民意向調査を行わせていただきますので、お知らせいたします。

会議の概要 第 14 回と第 15 回の会議の概要をお知らせします。

港まちの魅力づくり、にぎわいづくりと暮らしやすい地域づくりをめざし
て、地域のみなさんの思いをお伺いします。
みなさんの声をお聞きして、みなさんの思いを踏まえて、魅
力あるまちづくりに向けて事業を展開していきますので、ご協力のほどお願い
いたします。
調査対象は？ …… 西築地学区の全世帯です。
調査方法は？

回答された方全員に
もれなく

…… 名古屋学院大学の学生たちが
11 月 17 日(土)に全戸を訪問し
配布させて頂きます。そして、
翌週の 11 月 24 日(土)に回収に

（名古屋市指定の
ごみ袋 300 円相当分）

お伺いいたします。
実施主体：港まちづくり協議会
協
力：名古屋市

ご協力お願いいたします。

◆ 報告 10月1日に開催された冬のイベント事業選定委員会の結果についてご報告いたしま
す。(株)小林工芸社、(株)新東通信、(株)電通名鉄コミュニケーションズ、(株)マスター、(株)
良光の 6 社が参加しました。委員会で各社から提案を聴取し、各委員の採点結果を集計した
結果、一番得点の高かった(株)小林工芸社に決定しました。
◆ 会議の概要 第 19 回と第 20 回の会議の概要をお知らせします。
１０月３日に開催された第１９回会議の概要について
時間：午後 6 時～午後 9 時 20 分
１ 港まち活性化イベント事業の企画募集について
○提案公募によるまちづくりイベントについて、募集内容・応募・応募方法などを検討しま
した。
２ 平成２０年度事業について
(1) 既存事業の取扱いについて
○平成 19 年度に行った事業や行うことが予定されている事業について、
来年度どうするか
検討しました。検討の中で決まったことや委員の意見は次のとおりです。
Ａ 港まちの魅力づくり・にぎわいづくり事業
▼夏の集客イベント▼
☞来年度も「みなとまちカーニバル」を行うことに決めました。
☞時期は港まつりと同日に行いたいという意見が多かったですが、課題が多いので今
後検討することにしました。
☞予算の規模は、警備を充実させるために増やすことにしました。
▼冬の集客イベント▼
☞来年度も同じ時期にイルミネーションを行うことに決めました。
☞予算の規模は、イルミネーションの範囲を拡大したいので、少し増やすことにしま
した。
▼春の集客イベント▼
☞来年度も行うことを決めました。
☞予算の規模は、年度末の 3 月に加え年度初めの 4 月も行いたいので、増やすことに
しました。
▼地元住民からの提案公募によるまちづくりイベント▼
☞来年度は「提案公募によるまちづくり事業」として行うことに決めました。
☞予算の規模は、大幅に増やすことにしました。
Ｂ 暮らしやすい地域づくり事業
▼安心・安全のための地域パトロール▼
☞来年度も行うことを決めました。
☞パトロールの休憩場所が必要であり、費用がかさむ。また、パトロールとごみを拾
うことを分けたいのと、ごみを回収する車が欲しいので、大幅に増やしてほしいと
の意見があり、改めて検討することにしました。

(2) 提案をいただいた新規事業の取扱いについて
○会議の時間が遅くなってきたので、提案をいただいた新規事業については、検討の目安
として、内容で区分したものに対して、協議会の委員が 5 つ事業を選び、選んだ事業を
行いたいものから点数を入れる方法をとることにしました。
１０月１１日に開催された第２０回会議の概要について
時間：午後 6 時～午後 9 時 10 分
１ 冬のイベントについて
○イルミネーションは、港橋の西側を中心

平成 20 年度の提案事業を採点した結果

に展開し、名古屋港ならではのストーリ
ーを持たせ、時間になると巨大な船が現
れる演出を行うことなどを確認しました。

ついて
○募集内容・応募・応募方法などを決めま
した。詳しくは次のページをご覧くださ
い。
３ 平成２０年度事業について

アート・ギャラリー
魅力づくり・にぎわいづくり

２ 港まち活性化イベント事業の企画募集に

事業の主な内容

○ 来年度事業を検討するに際して、学区
の住民アンケートを行ってはどうかとい
う提案がありました。非常にいいことで

めていくということになりました。
○ 提案をいただいた新規事業について、
検討の目安として、協議会の委員が採点
した結果は右の表のとおりです。
○ 点数の多かった小学校の施設改善です
が、名古屋市の本来の予算で行うべきと

2位

8点

6位

12 点

4位

空き店舗貸し出し

3点

12 位
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江川線バナー
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12 位

―日替わり店主
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0点
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0点

生ごみリサイクル

7点

朝の通学時声かけ

西築地オレンジネットから提案のあった

小学校の施設改善

(プランターづくり)
街灯の充実
その他

のではとの意見があり、今後検討を進め
ていくことになりました。

0点
0点

の意見があり、環境整備費を活用するこ
とは見合わせることになりました。
○ 来年度の事業の方向性は、ＮＰＯ法人
「オレンジ邸」を軸に、色々な提案内容
をできるだけ盛り込んでいくことがいい

11 位

江川線植栽

コミュニティビジネス
暮らしやすい地域づくり

たら来年度事業の予算に間に合わないこ
とや、調査検討事業で住民意向調査を行
う予定になっていることから、検討を進

順位

19 点

子育て・高齢者交流サロン

すが、今からアンケートを取って集計し

点数
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3位

広報誌の発行

9点

5位

マップ作成

3点

12 位

まちづくり勉強会

0点

※採点はあくまで目安程度であり、
これにより来
年度事業を全て決定するものではありません。

◆ お知らせ② 港まちづくり協議会では、提案公募によるまちづくりイベント「港まち活性
化イベント事業」を応募しますので、お知らせいたします。

港まち活性化イベント事業の企画募集
１ 募集の内容
築地口からガーデンふ頭にいたる江川線及びその沿道を活用したイベントの実施と運営管理に関する企画
提案とします。美術、音楽、演劇、パフォーマンスなど分野は限定しませんが、以下の要件を満たすことが
必要です。
○築地口からガーデンふ頭にいたる江川線及びその沿道を活用したものであること。
○入場料は徴収せず、誰もが自由に参加、鑑賞できる企画であること。
○平成 20 年 3 月 29 日(土)、30 日(日)を含む期間において実施すること。 詳しくは、協議会のホーム
２ 応募資格
ページをごらんいただく
次の要件の全てを満たす団体・グループとします。
か、協議会事務局までお問
○構成員が 5 名以上あること。○過去にイベント等の開催実績があること。
い合わせください！
○平成 20 年 4 月 30 日（水）までに取り組みの成果を報告できること。
３ 委託期間及び金額
優れた企画提案として選定された事業を、実施するために要する経費を支払います。
(1) 委託期間：委託期間は契約の日から平成 20 年 3 月 31 日（月）までの間とします。
(2) 委託金額：１団体当たり 50 万円（取引にかかる消費税及び地方消費税を含む。
）を限度に支給します。
４ 応募方法・応募期限等
(1) 応募方法
以下の資料を郵送または、事前に連絡のうえ持参により提出してください。提出資料はＡ４サイズにま
とめてください。
○所定の様式による「企画提案書」
○団体・グループの会則または規約､会員名簿及び活動実績の分かる資料
（企画提案書の様式は港まちづくり協議会のホームページからダウンロードできます。
）
(2) 応募期限
平成 19 年 10 月１5 日（月）から平成 19 年 11 月 30 日（金）午後７時まで
郵送の場合は平成 19 年 11 月 30 日（金）必着
(3) 応募先・問い合わせ先
下記の港まちづくり協議会事務局までお願いします。

□ 港まちづくり協議会では、ボートピア名古屋設置に伴い名古屋市に交付さ
れる「環境整備協力費」を用いたまちづくり事業を、住民と行政との協働に
より検討・実施しています。協議会の委員は、西築地学区連絡協議会より推
薦の 6 名と港区役所の区民生活部より 3 名の合計 9 名で構成されています。ま
た、専門委員は 2 名です。
□ 港まちづくり協議会の会議は傍聴できます。傍聴のルール、会議の開催日
や会場など詳しくは下記の協議会事務局までお問い合わせください。
＜港まちづくり協議会に関するお問い合わせ先＞
港まちづくり協議会事務局
〒455-0037 港区名港一丁目 14 番 23 号 コーラルまるさんビル２F
電話：052-654-8911 FAX：052-654-8912 E メール：minato-machi@view.ocn.ne.jp
★上記の事務局に会議資料を設置し、どなたでも閲覧できるようにしています。
★港まちづくり協議会の情報はインターネットでも見ることができます。
URL http://www.minato55.jp/

