
令和4年3月24日（木）
名古屋能楽堂 会議室

第 １8 回
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１ 開会の挨拶

２ 新規会員の入会について

３ 会員の退会について

４ 会員の活動報告と今後の活動予定

５ 部会の活動について

６ 事務局報告

会議次第
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堀川まちづくりの会 会長

中部大学
松尾直規 名誉教授
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１ 開会の挨拶



候補者

（団体名）
市民まちづくり風の会
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２ 新規会員の入会について

《参考》
～堀川まちづくりの会規約 第５条第５項～
「新規入会は、堀川ラウンドテーブルにて承認を必
要とするものとする。」



（団体名）
御用水跡街園愛護会
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３ 会員の退会について



４ 会員近況・活動報告

『各会員の活動報告と今後の活
動予定一覧』をご覧ください。
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追加事項、訂正等ありましたら、
各会員さまよりお願いします



・堀川検定について
（名古屋工業大学

秀島教授）
・その他
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４ 会員近況・活動報告
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*堀川文化を伝える会 *レトロ納屋橋まちづくりの会
*堀川1000 人調査隊2010実行委員会 *堀川まちネット
*堀川文化探索隊 *名古屋観光コンベンションビューロー
*名古屋市河川計画課 （計７団体）

部会 全メンバー
・名古屋堀川ライオンズクラブ
・堀川1000人調査隊2010実行委員会
・堀川文化探索隊
・堀川文化を伝える会
・NPO法人堀川まちネット
・レトロ納屋橋まちづくりの会
・名古屋観光コンベンションビューロー
・名古屋市住宅都市局都市整備部 名港開発振興課
民…６団体 産…無し 学…無し 官…３団体(河川計画課含む）計9団体

第2回会議 令和4 年1 月19 日（水） 名古屋都市センター 会議室

参加者

５ 部会の活動について 第２回
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第２回

部会名が決定しました！

５ 部会の活動について
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①現地案内看板等の充実
・川側、陸側双方への看板（どこに何を置くかの検討）
・乗船中に自位置がわかる橋名板等設置

②デジタルコンテンツの充実
・ポータルサイト（堀川情報の目次的なサイト）を設け、
点在している既存コンテンツとのネットワークを構築
・動画コンテンツの充実（道案内、バーチャル乗船体等）

③その他
・堀川ガイド向けマニュアルの作成、ガイドの養成強化
・堀川沿川９区長による会合

第１回のふりかえり

５ 部会の活動について



第２回

1010

①現地案内看板等の充実（案）

船上からの『現在地＋観光案内』看板

堀川７橋＋α※への設置(一例)

陸上からの『観光案内』看板

設置方法および
詳細デザイン検討

概略イメージ作成

予算要求

その他の橋＋見どころへの設置

設置に向けた検討

先行

設置に向けた検討

業務委託

設置
工事

※認定地域建造物資産
(例：岩井橋) など

５ 部会の活動について



第２回
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・船からの目印として看板があると良い

・現在地がわかると良い

・各橋に納屋橋のような看板（堀川の鳥瞰図）があると良い

・設置場所を工夫して川からも陸からも見えると良い

・看板にＱＲコードを付けて音声ガイドができないか

・舟運のイベントと連携できると良い

・すべてを一度にできないので優先順位が必要

・手の付けやすいところから始めて、その後は市民の声も

参考にしながら良い方向を模索してはどうか

など

①現地案内看板等の充実に関する主な意見

５ 部会の活動について



第２回
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②デジタルコンテンツの充実（案）

５ 部会の活動について



第２回
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②デジタルコンテンツの充実（案）

５ 部会の活動について



第２回
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・ＡＲを活用してはどうか ⇒技術・費用面で難しい

位置情報とリンクした案内アプリの場合、まだハードルは低いか

・動画は、堀川自体の魅力紹介を優先するべきで、次に道案内な

ど付帯的なものを制作すると良い

・デジタルコンテンツを充実させた上で、各種媒体や現地の看板

からＱＲコードによりポータルサイトにアクセスできると良い

・文字が多いと読んでもらえないので、詳しく知りたい人向

けには、マップ等にＱＲコードを入れてはどうか

・ワカリホを簡素化し、紙版のポータルサイトとしてはどうか

・乗船イベントの予約サイトがあると良い

⇒まちづくりの会で運用はできないが各事業者へのリンクであれば可能

など

②デジタルコンテンツの充実に関する主な意見

５ 部会の活動について



第２回
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・新たな堀川ガイドブックの作成

令和３年度初めて実施された「堀川検定」と連携し、

「名古屋観光検定公式ガイドブック」を参考として作成

・大学・大学生との連携 （ボランティアガイドなど）

・沿川で活動する団体による、これまでにないような

斬新なシンポジウムの開催を検討（一例）

・堀川の全体像が分かる鳥瞰図を活用したリーフレット等を作成

主に乗船イベント等で有効活用

・地域のイベントなどと連携

円頓寺商店街など地域の取り組みと連携し、

堀川に来てもらうための入り口を拡大

③その他の取り組み案

その他の取り組みに関する主な意見

５ 部会の活動について



ココです

河川計画課
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堀川の魅力向上とにぎわいづくり

尾頭橋親水広場におけるイベント実施の社会実験

６ 事務局報告

位 置 図

尾頭橋親水広場

2021（令和３）年9月完成 

尾頭橋



河川計画課
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堀川の魅力向上とにぎわいづくり６ 事務局報告

完成したばかりの尾頭橋親水広場で、今後の活用に向けて検討を行うた
め、2021年11月 社会実験として飲食・集客イベントを実施

イベントの実施状況など
【来場者数】

◇パンマルシェは開始早々から行列ができ、早々に完売したたため商品を
補充したり、終了前に完売する店舗が続出するなど盛況
◇船の運航は多くの便で満席となり、乗ることができなかった方が1時間後
の次便を待っていただくなど盛況
◇「あったか！あつた魅力発見市」と連携した11/21(日)は、白鳥や
宮の渡し方面からも多くの人が来場

１１/１４(日) １１/２０(土) １１/２１(日) １１/２８(日) 合計

約1,000人 約800人 約1,300人 約600人 約３,８００人

イベントの内容
①パンマルシェ（のべ27店舗出店） ②船の運航 ③大道芸等のパフォーマンス

会場と船の運航の様子 あいち戦国姫隊も来場
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河川計画課
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堀川の魅力向上とにぎわいづくり

N

納
屋
橋

天
王
崎
橋

その他…親水広場、樹木など

★納屋橋地区ライトアップ整備★

６ 事務局報告

整備予定範囲
護岸

橋りょう

対象施設と整備スケジュール

旧加藤商会ビル

護岸

橋りょう

整備完了

整備完了

R3整備中

整備スケジュール （凡例）

・令和２年度末整備済 河川護岸(錦橋～納屋橋)、旧加藤商会ビル、橋りょう（錦橋・南側)

・令和３年度予定 河川護岸（納屋橋～天王崎橋）、納屋橋掘割跡、遊歩道

・令和４年度予定 橋りょう（納屋橋）、その他

R3整備中

錦
橋

南
側…

令
和
元
年
度
整
備

北
側…

整
備
時
期
未
定

納屋橋掘割跡



６ 事務局報告 堀川の魅力向上とにぎわいづくり
河川計画課

★納屋橋地区ライトアップ整備★

納屋橋～天王崎橋

【コンセプト】
大正時代を色濃く残した｢納屋橋｣と｢旧加藤商会ビル｣を軸に、
堀川全体に大正モダンな雰囲気の景観を創造
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納屋橋～天王崎橋 間は
令和4年3月25日(金)
点灯開始します!



６ 事務局報告 堀川の魅力向上とにぎわいづくり
河川計画課

★納屋橋地区ライトアップ整備★
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名古屋市は、ウクライナで犠牲となられたすべての方への哀悼の意を表するとともに
平和への願いを込め、令和4年3月4日、5日の２日間、中部電力 MIRAI TOWER及
び堀川の錦橋をウクライナの国旗の色（青・黄色）にライトアップしました。

錦 橋



河川計画課
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堀川の魅力向上とにぎわいづくり６ 事務局報告

新たな広報物品が完成

水切り袋
・生ゴミなど入れて使用
水を切って処理することで、ゴミの量を減らすこと
ができます。
・プラごみの発生を抑制
名古屋市ではプラごみの発生を抑制するため、
啓発物品においてもプラスチックをできる限り
削減する取り組みを進めています。
今回作成した物品もこの主旨を踏まえたものです。

★今後のイベント等で配布予定です★

木製しおり
・ホリゴンバージョンと納屋橋バージョンの２種類
・国産ヒノキを使用
かつての堀川が木曽ヒノキをはじめとした良質な
木材や物資の重要な輸送路として使われていたこ
とに思いを馳せて頂くことを目的としています。



河川計画課
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堀川の魅力向上とにぎわいづくり６ 事務局報告

堀川ギャラリーでの
放映許可を取得し
ました！

R4年４月より、
堀川ギャラリーで
放映予定です。

刈谷市のケーブルテレビ特番で堀川が紹介されました
■ 放送テレビ局 株式会社 キャッチネットワーク（ＫＡＴＣＨ） 【刈谷市】
■ 番 組 名 「東海の肖像（家康が目指した泰平の遺産 名古屋築城物語 編）」
■ （全1７編の内1編）
■ 概 要 名古屋城築城が築かれた理由、家康のまちづくり（碁盤割の町割り）

城下町の資材運搬のための名古屋城と熱田湊を結ぶ「堀川」
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4月 5月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 1月 2月 3月

市役所本庁舎地下１階（５/７～５/３１）

イオンモール熱田（８/２４）

堀川を知ってもらうため、
これ以外も 機会を捉えて
実施していきます。
ご協力お願します！

６ 事務局報告

連携事業

都市センター…R3年度は
改修工事のため使用不可

Ｒ４年度は、市民ギャラリー栄にて、堀川に関わる人物に焦点を当てた

企画展 「堀川をめぐる人びと」の開催を予定しています。
展示期間 令和４年 8月30日(火)～9月4日(日)

熱田図書館
（２/１９～３/１７）

堀川ギャラリー
（１０/２～１０/１７）
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イオンモール熱田

(R3年8月)

熱田図書館

(R4年2月～３月)

６ 事務局報告


