
第２４回 にぎわい創出部会 

2019 年 10月 9日（水）10：00～11：30 

御堂ビル B1階１号会議室 

次  第 

開会・出席者の確認 

１．御堂筋オータムギャラリー2019について 

２．まちづくり検討会（11/7）での活動報告

３．ホームページのリニューアルについて 

４．その他 

  以 上 



敬称略

【部会長】

積水ハウス株式会社 開発事業部　部長 神門　英昭

【メンバー】

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 人事部　大阪人事総務チーム　チーム長 上原　秀夫

今西土地建物株式会社 代表取締役社長 今西　頼久

ＮＴＴ都市開発株式会社 関西支店　建築・エンジニアリング部　担当課長 茨木　雅仁

ＮＴＴ都市開発ビルサービス株式会社 ビルサービス事業本部　関西ビル事業部　関西建築ｸﾞﾙｰﾌﾟ　担当課長 松下　大輔

ビルサービス事業本部　関西ビル事業部　関西ＰＭｸﾞﾙｰﾌﾟ 白土　桃子

大阪ガス株式会社 地域共創部門　近畿圏部　地域共創チーム　部長 三好　正人

地域共創部門　近畿圏部　地域共創チーム　係長 竹内　康之

大阪市高速電気軌道株式会社 執行役員（都市開発事業） 土肥　孝行

関電不動産開発株式会社 開発事業本部 賃貸二部 ビルグループ　マネジャー 岡田　靖司

銀泉株式会社 執行役員　ビル営業部長 山口　大介

京阪神ビルディング株式会社 営業部　課長 山本　晋司

京阪ホールディングス株式会社 京阪アセットマネジメント株式会社　常務取締役投資顧問部長 杉藤　智愛

京阪アセットマネジメント株式会社　投資顧問部　課長補佐 元持　大

積水ハウス株式会社 開発事業部　部長代理 中原　修司

積和不動産関西株式会社 法人事業部　部長 瀬川　浩一

学校法人相愛学園 広報・情報センター事務室　事務長 千原　康志 

株式会社創建 広報宣伝部　課長 木村　悟郎

太陽生命保険株式会社 西日本法人営業部／部長 江原　典彦

日本土地建物株式会社 都市開発事業グループ　次長 倉橋　良之

株式会社豆新本店 代表取締役 竹村　信泰

三井住友海上火災保険株式会社 関西総務部　人事総務チーム　課長（上席） 深川　徹

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 総務部（大阪）　次長 松井　英樹

明治安田生命保険相互会社 大阪本部　大阪総務グループ 主席スタッフ 浅村　真吾

株式会社ウェブシャーク 広報グループ 稲村　いつみ

株式会社MJE SS事業部　ゼネラルマネージャー 林　　哲也

SS事業部　billage運営事務局 阪田　大

株式会社かわべフードサービス 五苑マルシン株式会社　経営企画室　顧問 田中　正司

五苑マルシン株式会社　商品開発部　次長 比嘉　健

セント　レジス　ホテル　大阪 営業担当部長 ケータリング＆ウエディングセールス 松澤　理香

株式会社フラグスポート 大阪支店長 塚本　隆二

大阪支店次長 中井　博貴

株式会社三井住友銀行 大阪中央エリア ・ エリア支店長 渡部　慎一

大阪本店営業部　副部長 杉本　啓朗

株式会社モアイ 開発営業部長 井上　慶吾

株式会社りそな銀行 大阪営業部　第二営業部長 新井　正樹

大阪営業部　第二営業部　マネージャー 北川　正樹

公益社団法人関西経済連合会 産業部　参与 奥村　英之

独立行政法人都市再生機構西日本支社 都市再生業務部　事業企画課　担当課長 加茂　賢一

【コーディネーター】

株式会社ケイオス 代表取締役 澤田　充

【事務局】

株式会社竹中工務店 特任参与 髙梨　雄二郎

開発計画本部　西日本４Ｇ　副部長 大西　正英

開発計画本部　西日本４Ｇ　主任 仲村　侑記

開発計画本部　管理Ｇ　主任 滝川　優美

開発計画本部　西日本４Ｇ　 小林　美沙

第２４回　にぎわい創出部会　メンバーリスト

2019年10月
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敬称略

【部会長】

積水ハウス株式会社 開発事業部　部長 神門　英昭

【メンバー】

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 人事部　大阪人事総務チーム　チーム長 上原　秀夫

ＮＴＴ都市開発ビルサービス株式会社 ビルサービス事業本部　関西ビル事業部　関西建築ｸﾞﾙｰﾌﾟ　担当課長 松下　大輔

ビルサービス事業本部　関西ビル事業部　関西ＰＭｸﾞﾙｰﾌﾟ 白土　桃子

大阪ガス株式会社 地域共創部門　近畿圏部　地域共創チーム　部長 三好　正人

地域共創部門　近畿圏部　地域共創チーム　係長 竹内　康之
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都市開発事業部長兼事業企画課長 中塚　重雄

銀泉株式会社 執行役員　ビル営業部長 山口　大介

ビル営業部　副部長 青木　竜司

京阪神ビルディング株式会社 営業部　課長代理 城所　陽子

京阪ホールディングス株式会社 京阪アセットマネジメント株式会社　投資顧問部　課長補佐 元持　大

積水ハウス株式会社 開発事業部　部長代理 中原　修司

積和不動産関西株式会社 法人事業部　部長 瀬川　浩一
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三井住友海上火災保険株式会社 関西総務部　人事総務チーム　課長代理 亀井　貴美子

三井不動産株式会社 関西支社事業二部　事業グループ　主事 佐々木　彬

三井不動産ビルマネジメント株式会社 関西支店長 川又　淳

株式会社MJE SS事業部 マネージャー 渋谷 世子

SS事業部　billage運営事務局 阪田　大

株式会社かわべフードサービス 五苑マルシン株式会社　経営企画室　顧問 田中　正司

五苑マルシン株式会社　商品開発部　次長 比嘉　健
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株式会社竹中工務店 開発計画本部　西日本４Ｇ　副部長 大西　正英
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開発計画本部　管理Ｇ　主任 滝川　優美

開発計画本部　西日本４Ｇ　 小林　美沙

第２４回　にぎわい創出部会　参加者一覧

2019年10月
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御堂筋ピクニック＠パークレットについて ≪１０月25日（金）、26日（土）≫

香老舗
松栄堂

2019.10.9時点
御堂筋まちづくりネットワーク

スケジュール：
１０月２５日（金）

(10：00～12:00 芝生広場設営)
11：00～ キッチンカー営業開始（19:00まで)
(15：00～ ボタニカル教室準備開始）
16：00～ ボタニカル教室＠芝生広場（約40分間）
(～20：00 ピクニック終了。囲いをして解散。)

イベント： ①キッチンカー出店、 ②ボタニカル教室＠芝生広場、 ③まちかどコンサート（26日のみ）

１０月２６日（土）
(9：00～ 芝生広場の囲いを取り設営開始・ボタニカル教室準備開始)
10：00～ 幼稚園児によるボタニカル教室[1回目]＠芝生広場（約1時間）
(10：30～ まちかどコンサート設営)
11：00～ キッチンカー営業開始（18:00まで）
12：30～ まちかどコンサート①
14：00～ 幼稚園児によるボタニカル教室[2回目]＠芝生広場（約1時間）
15：00～ まちかどコンサート②
16：30～ まちかどコンサート③
(18：00～ 芝生広場撤収。)

パークレット

キッチンカー

田崎真珠 kashwére at home 

彫刻

まちかどコンサート

S＝1：200

コンテナ
ガーデン

目隠し植栽（H＝1.8ｍ）

2ｍ

15ｍ

芝生広場

＜会場配置図＞
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③まちかどコンサート
26日（土）12：30～ 15：00～ 16：30～
榎本有希（サクソフォン） 鳴尾牧子＆山本敦子（中国音楽） futarinote （ふたりのーと）(pops)

①芝生広場
壁面後退空間に天然芝を休憩スペースを創出。夜はコーン等で囲いをし、養生。
＜芝生広場内でのイベント＞
御堂筋芝生広場ボタニカル教室 1回につき約1時間
芝生の上で苔玉作りを行ってもらう。つくった苔玉はお持ち帰り頂く。無料。
10月25日（金）16：00～ 対象：不問
10月26日（土）10：00～ 14：00～ 対象：愛珠幼稚園の方々（保護者同伴）
主催： （株）グリーンチーム

②キッチンカーの出店
毎週水曜日、木曜日に出店中のキッチンカーがピクニックに併せて出店。
＊スムージーなにわ(スムージー)
10月25日、26日両日出店

＊石窯PIZZAANTHONY 25日出店
(石窯ピッツァ・ジェラート・ドリンク類)

＊旅する像(クレープ)
26日出店

2019.10.9時点
御堂筋まちづくりネットワーク
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愛珠幼稚園さまとの御堂筋芝生広場ボタニカル教室企画 

御堂筋の芝生の上で緑に触れる。 
都心に住む子供達に、御堂筋の身近な緑を通して、花や葉や土を触り、生命の大切さと住
んでいる船場・御堂筋への愛着を深めてもらいたい。 
そして、土曜日の御堂筋に、今までになかった「子供たちにとって居心地のよい場所」を
つくりだす(プレイスメーキング)ことにより、新たな都市魅力・景観の創出にチャレンジし
たい。 
そんな気持ちから御堂筋芝生広場ボタニカル教室を企画致します。 

☆イベント概要
●主催:(株)グリーンチーム
●協力:(一社)御堂筋まちづくりネットワーク
●日時： １０月２６日土曜日 10:00 、14:00 一回あたり１時間程度
●場所：本町ガーデンシティ前 芝生広場（２日間だけ建物足元に出現する芝生広場）
●内容：芝生の上で苔玉作り(つくった苔玉はお持ち帰り頂く) 参加費用：無料
●参加募集:愛珠幼稚園さまから園児保護者にお声掛け頂き、自由参加を受け付け

(園児募集チラシを 75 部作成し園長様にお届け) 
●定員:各回 10 組 20 名程度
●愛珠幼稚園さまに園児用イス 20 脚お借りし、25(金)から芝生広場の休憩スペースとする

(24(木)16-17 時にお預かり 28(月)朝返却) 
●10 月 25 日金曜日についても、別途グリーンチームの教室企画を検討

以上 
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【御堂筋オータムギャラリー 2019 広報活動について】 

 

◎タブロイド誌  10,000部印刷 

主な配架先 ・大阪市内各区役所、サービスカウンター 

・御堂筋天国開催会場にて配布 

・広報連携先イベント会場にて配布 

 

◎ポスター作成  Ｂ２サイズ １５０枚 印刷 

大阪メトロ 全駅に１０月末日まで掲載 

 

 

◎ＷＥＢでの告知 

 facebook、HP 

 御堂筋サポーターズ倶楽部webマガジン 

 船場経済新聞web 

 大阪スケジュール 

 

 

◎フリーペーパー・ガイドブック等への情報掲載 

 生きた建築ミュージアム2019公式ガイドブック 

（関連イベントとして） 

 船場ガイドブック（船場イベントカレンダーに掲載）  

 船場まつり イベントブック（関連イベントとして）  

 船場博覧会 （関連イベントとして） 

 

 

 

以上 
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御堂筋コンテナガーデンツアーについて（報告） 2019.10.9 にぎわい創出部会

概要

 主催・・・（株）グリーンチーム（御堂筋コンテナガーデン維持管理業務委託先）

 目的・・・淀屋橋–本町間の御堂筋コンテナガーデン選りすぐりの5箇所から6箇所を歩
いてまわりながら解説するツアーを実施することによる、御堂筋コンテナガーデンに
ついての一般の方への認識・認知の向上

 日時・・・9月21日（土）9:30-10:30

 参加人数・・6名（募集は5名）

当日の様子（（株）グリーンチーム facebookより）
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にぎわい創出部会 

≪２０１９年度部会活動中間報告≫ 

 

活動目標 

ビジネスエリアに相応しいにぎわいの創出を、実証実験等を通じて可視化、促進する。 

 

1．美化緑化の充実 

コンテナガーデンを常に華やかで良好な状態に維持管理し、沿道の景観保持、 

エリア価値向上を図る。 

・ 一斉清掃・・5/29（418 名参加）、10/24（◎◎◎名参加）  

・ コンテナガーデン植えたし・・6/6（5 カ所）、7/25（20 か所）、10/17（20 か所） 

 

5/29 一斉清掃 

 

7/25 コンテナガーデン植えたし 

 

2.御堂筋スプリング/オータムギャラリーの企画・推進 

・ 4/5  御堂筋天国（桜 sake フェスタ） 

・ 5/15～6/15 第 5 回 大阪 御堂筋アート展 

・ 8/1   御堂筋パークレットオープニングセレモニー 

・ 8/1～ 御堂筋パークレット前にキッチンカーの設置 2020/1/8 まで 

・ 8/30  御堂筋天国（夏まつり） 

・ 10/25 御堂筋天国（大人ハロウィン） 

・ 10/25～26 御堂筋ピクニック ＠ パークレット 

・ 12/13 御堂筋天国 冬 （クリスマス） 

 

8/1 御堂筋ﾊﾟｰｸﾚｯﾄｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ 

 

8/30 御堂筋天国 夏まつり 
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3．効果的な情報発信 

・ホームページ、facebook での情報発信の継続 

・ホームページのリニューアルを 10 月下旬に実施。より充実した情報の発信を行う。 

 ＜新ページの特徴＞ 

・ スマートフォンに対応 

・ セキュリティ強化（SSL を採用） 

・ 会員専用ページでの各種会議体等の共有 

 

 

○ 部会開催 

第２３回（7/12）、第２４回（10/9） 
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