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水 辺

VISION

東 横 堀 川の活 動から見 えてきた水 辺の未 来

東 横 堀 川

東 横 堀 川ヒストリー
過 去からのバトン

歴 史 の 文 脈と地 域 の

〇 1585年、大坂城の惣構として開削される。

想 いを 受 け 継 いで

〇大坂城のある武家町と、町人町である船場をつなぐ要所として、公儀橋が架けられた。

東 横 堀 川 のまちづくりは

〇本町橋東詰には西町奉行所が立地した。

〇高麗橋は東海道 57次の終着点で、大坂の玄関口としてにぎわった。

大坂冬の陣図屏風
（東京国立博物館提供）

東横堀川は大阪の中心地を流れており、大阪城の

〇1868年、本町橋の東詰めに、初代大阪府庁が立地。

建設、新しい西洋文化の導入、水都大阪再生の

〇1870年、高麗橋が大阪初の鉄橋としてかけかえられて、人気の名所に。

スタートなど、新しい時代の幕開けに立ち会ってき

〇本町橋の東詰めに、大阪博物場（1875年〜）
や商品陳列所（1917年〜）
など

ました。そんな伝統を受け継いで、界隈の市民は

新しい西洋の文物を導入する施設が立地。

自立心が強く、若者やチャレンジしたい人に「やっ
てみなはれ」の精神で受け入れる文化が息づいて
います。水都大阪の再生がスタートした2000 年

〇1913年、現在の本町橋が現在の本町橋が架けられ、本町通に市電が開通。
本町橋と府立商品陳列所
（大阪市立図書館HPより）

現代：昭和〜平成

空間の規制緩和や、身近な環境づくりなど、
できる

〇1965年、阪神高速道路が川の上に整備される。

ことから試みを積み重ねてきました。市民・地域・

〇1968〜1976年、川を埋め立てて東横堀緑道が整備される。

事業者・行政がともに手を携えて、東横堀川の次

〇2000年、閘門式の東横堀川水門が建設される。

世代に向けた水辺づくりがスタートします。そして

2021 年、東横堀川初の水辺拠点「β本町橋」が

1965–

代、市民が中心となって、お掃除にはじまり、公共

阪神高速道路で覆われた東横堀川

水都大阪再生期

〇2001年、
「水都大阪の再生」
が内閣府第3次都市再生プロジェクトに採択され、
府・市・経済界が一体となって取組みがスタート。

〇2006年、大阪商工会議所の呼びかけで、地域住民やショップオーナーが集まり、

2001–

オープンします。

近代：明治〜大正時代

1868–

次 のフェーズ へ

1585–

近世：安土桃山〜江戸時代

東横堀川水辺再生協議会（e-よこ会）
を設立。

〇2007年、e-よこ会のメンバーを中心に東横堀緑道愛護会を設立。

「e−よこ逍遥」
〇2008年から、地域のイベント
を毎年開催。

〇2008年、川の水面を占用した初の小型船係留実験を実施。

〇水都大阪のシンボルイベント
「水都大阪2009」
にて、
水辺の公園に川舞台を設置して社会実験を実施。

〇2013年、本町橋両詰めの住民や企業を中心に、本町橋100年会を設立。
〇2015年、本町橋振興町会メンバーを中心に東横堀公園愛護会を設立。

e-よこ会による公園や川を活用した社会実験

〇2015年、東横堀川初の船着場「本町橋船着場」
が本設整備される。

〇2021年、
β本町橋が誕生。

2021年夏オープン予定のβ本町橋

← 内務省発行大阪實測図（1890（明治23）年）

2021–

これから

未 来 へのまなざし

プロフェッショナ ルインタビュー

みんなが 期 待するこれからの 水 辺とは
近年、水辺は都市の魅力となるにぎわい創出の場として注目を集めてきました。
一方で、
これからの時代は人口減少や地球環境問題、経済格差への不安など、社会課題が複雑化していきます。

水辺に余白があれば、

誰もが自然と集まりつながることができる水辺が、新しい役割を果たすことにも期待が高まります。

自分の居場所をつくるドキドキが生まれる。
本当に何かやりたいというエネルギーやクリエイティビティを持っている人は、
きっちりと整備された水辺は面
白くないと感じてしまいます。水辺に土の部分を残しておくと、色んな人の発想を活かせる余白になるのでは

地域の声

e-よこ会

「行っ
ないでしょうか。東横堀川には、未開拓のワクワク感があります。都市には、子どもが少し背伸びをして

生き物が多様で自然に触れられる水辺を
都会でも風を感じ、子どもが遊び、水の音が聞こえ、生き物が生息できる環境をつくりたい。

水辺をずっと歩けるようにしてほしい

てみたい」
と思う、冒険できる場所があって良いと思います。
水辺のまち再生プロジェクト 笹尾 和宏さん・末村 巧さん

手すりを活用したクランピング

川沿いに降りれる場所を増やして、人が川沿いをずっと歩けるようにしてほしい。
中央大通で分断されている南北もつながるといい。

地域の人が何度も使う場に、

川・公園・道路・阪神高速の一体的な計画を

子どもも学生も集まって、遊びと学びが生まれる。

河川・公園・道路・下水・阪神高速など公共空間の関係者が

多くの子育て支援施設は屋内にあります。特にこの辺は保育園に園庭もないと思うので、
β本町橋が子育て

ばらばらに計画をつくるのではなく、一体的に考えるべき。
e−よこ会の新たな活動拠点β本町橋が楽しみ

支援的な役割を果たすといいですね。大人の目がたくさんあるので、親も子どもも安心です。子どもたちの意

市民の志が反映される水辺のまちづくりを

見を聞けるように、
ご意見箱や子ども会議などもあるといいと思います。散歩やランニングで立ち寄れるなど、

安易に水辺に建物をつくるのではなく、
もっと市民が議論に参加できる場が欲しい。
みんなの志が生かされる整備やまちづくりであってほしい。

まちの状況

62,332人

2015.3

554,911人

2020.12

※大阪市住民基本台帳より

32,902

2012

33,845
事業所

事業所

2014

課題解決のための規制緩和や機械を通して、公共に関係する事業創造を行うプレイヤーを育成することに貢
献してほしいです。
それがあらたな投資先を大阪の中につくり、大阪をさらに魅力的にすることにつながります。

民間が整備した干潟
（ウォーターズ竹芝HP）

501,345人

31,807

事業所

事業所

でなく官も、意義のある投資をしているんだという意識付けをしていくことが大事です。
そして行政には、地域の

ミズベリングプロジェクト事務局ディレクター 岩本 唯史さん

事業所数
514,818人

511,441人

31,316

2009

従業者数

人材を育成しながら投資を引き出すことができる。
20 年あれば、規制緩和と組合せながら、公共空間とその周辺エリアの価値向上にチャレンジできると思いま

す。基盤整備部分は行政が投資し、
それを呼び水に民間投資を呼び起こし、新しい価値をつくっていく。民だけ

働く人は減少し、事業所は少しずつ増加。
事業者数と従業者数の推移（中央区）

水辺の魅力を活かした店舗が増えている

10,489人

2016

※H28年度・H24年度：経済センサス活動調査 H26年度・H21年度：経済センサス基礎調査より

多様な生き物が生息する水辺で、
子どもにリアルな体験をしてほしい。
最近は学校現場でも急速に ICT 教育の導入が進んでいる一方で、実体験ができる場が軽視されがちです。
東横堀川にもし浅瀬をつくることができれば、
そこに水草が生えフナやコイが産卵し稚魚が育ちます。環境が

多様なほど、いろいろな生物が棲みつきます。ぜひ子どもたちに
「こんなところに、
こんな魚がいるなんて！」
と

オンラインフォーラム
東横堀川から描く
次世代のパブリック
2021.2.23 14：00〜16：00
ゲスト：若林恵 (黒鳥社 コンテンツディレクター)
コーディネーター：佐久間康富 (和歌山大学 准教授)
登壇：杉本容子 (一般社団法人水辺ラボ 代表理事)

公共空間をユーザー目線のロジックモデル実装に向けた実験場に。
スモールビジネス・プレイヤーの育成を。

いうインパクトのある実体験をしてもらいたいです。釣りもできるとよいですね。
まずは何が生息しているのか
など、観察や調査からはじめてみるとよいでしょう。
国土交通省淀川環境委員会委員 河合 典彦さん

淀川でのしじみ採り体験

若林：河川や公園を利活用する時、
「 誰に何を届けるのか」
というユーザー目線のロジックモ
デルが必要です。商都大阪ですら経済政策がないと感じています。公共空間を使って、
ス
モールビジネスを育てたり異質なものを混ぜ合わせてプレイヤーを育てること、実装に向け
てトライアンドエラーを繰り返す場であることが、真の公共空間のあり方です。
杉本：β本町橋では、企業や若者と公共空間との接点づくりを目指しています。皆で一緒に
やりながら、
じわじわ実装にチャレンジしたいです。
佐久間：このフォーラムで、
β本町橋が、
わいわい議論をしたりトレーニングをしたり、
ビジネス
が生まれるようなプラットフォームになるイメージが沸きました。

公園ごとにルールを考えれば、
地域ならではの使いやすい公園になる。
東横堀緑道にはたくさんの禁止看板がありますが、一度公園の使い方を考える会をやってみるといいと思い
「なんのための公園か」
ます。みんなでできること・できないことを考えると、
がはっきりしてきます。管理を含め
「なんのための公園か」を共有できれば、市民・事業者・行政が一緒になって、
た関係者の間でしっかりと
みど
りのまちづくりを推進する“仕組み”を構築することができると思います。
大阪府立大学大学院生命環境科学研究科教授 加我 宏之さん

地元お母さんのアイデア提案

（船場2030提案コンペHP）

www.suito-osaka.jp

公園で遊ぶ親子が増えてきた

2010.3

105,761人

8,681人

6,609人

須磨離宮公園ちゃぷちゃぷ
（神戸市HP）
プールで遊ぼう

水辺づくりの先進地大阪なら、

年少人口

92,779人

72,943人

5,630人
2005.3

人口総数

くれば地域とつながれる場所になることを期待します。
神戸女子大学家政学部家政学科教授 梶木 典子さん

人口は増加する傾向に。20 年間で子どもの数は2倍に増えた。
人口総数と年少人口の推移（中央区）

地域の人が何度も使う場にすることも大切です。地域連携の場を求めている学校もたくさんあるので、
ここに

オンラ インフォーラム・プロフェッショナルインタ ビュー 水 都 大 阪 Ｗｅｂサ イトで 全 体 版 公 開 中

変わっていくまちと複 雑 化する社 会

これからの 水 辺 の 考え方

東 横 堀 川 水 辺ビジョン

日常をアップデートする水辺は暮らしの価値を育む

世界に学ぶ将来に実現したいシーン

東横堀川の水辺は、
いろんな活動と主体が集まる実験場と考えよう。
そこに関わる人とともに川とまちを耕し、発酵させ、受粉し、水辺から暮らしの価値を生み出していこう。

スモールビジネスをはじめられる

持続可能な社会に貢献できる

暮らしの価値

好きになる・関心が拡がる

生息できる 繁殖できる

のびのびと遊べる
実体験から学べる

経済
健全な投資ができる

地域につながれる

アイデアや情報に出会える

社会

見守られる

ネットワークが拡がる

環境
環境を維持できる

仕組みが生まれる

水辺から生まれるイノベーション

地域
住民

シニア

事業者
企業

若者・
学生

子どもがのびのび遊び・学び、

若者・学生・やってみたい人が

企業・事業者が

環境や社会に興味を持って

チャレンジし、経験を重ね、

公共的な事業に投資して

創造的に関わっている

スモールビジネスが育っている

新しいサービスが生まれている

廃材で遊べるクリエイティブ・リサイクルセンター

伝統的造船技術を活かした浮島

鉄道・バスからタクシー、
ライドシェア、
シェアサイクルまで

露天風呂・サウナ・住宅も
（コペンハーゲン）
maritimearchitecturestudio.com

一つのアプリで検索・予約・決済できる

（レッジョエミリア）
http://blog.bellellieducacion.com

（フィンランド）
MaaS（Mobility as a Service）
whimapp.com

行政

団体・

NPO

子ども
専門家

多 様な主 体 のオープンプラットフォーム

観光客

学校

アイデア

専門知識

外国人

資本

ネットワーク

想い
生き物

活動の場とつながりの醸成

地域で働く人・住む人の

ふらっと立ち寄って、市民と

誰もがフラットに議論に参加し、

日常の中でサスティナブルな行動が

観光客がごちゃまぜに楽しめて、

市民・行政・企業が、

スタンダードになっている

ハッピーな気分を分け合えている

ともにまちづくりを進めている

人々の運動でエネルギーを生み出す屋外ジム
（イギリス）
image supplied by kind permission of

目抜き通りの路上で1000人のロングテーブル
（ヘルシンキ）
Photograph by Yhteismaa. fi
who arranged the huge resident dinner

The Great Outdoor Gym Company Ltdʼ

活 動でにぎわう水 辺

1
Spend

自由にくつろぐ、
楽しむ、使える。

2
Encounter

誰かと出会い、
つながり、集まれる。

3
Challenge

自由な発想で
チャレンジできる。

まちの開発の最新情報を知ることがインフォセンター
（ハーフェンシティ）

5
Feel

4
Polish

実装に向けて
磨き上げられる。

「よくなっている」
と
体感できる。

SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）は、
「誰一人取り残さない（ leave no one behind）」
持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標です。
東横堀川でも、
それぞれができる活動を持ち寄り、
暮らしの中に浸透させていくことで、世界の一員として
小さくても役割を果たしていきたいと考えています。

あなたも水 辺からはじめられる
東横堀川の新拠点「β本町橋」
は、都心の水辺・公園を最大限活用して、
「遊ぶ」
「 学ぶ」
「 働く」
「 暮らす」
ことの可能性を広げるための施設です。
動力船・人力船・マリーナ・キオスク・キッチン・屋台・レンタルスペースなど多彩なツールがそろい、
多彩な得意をもった人たちが集まっています。
「やってみたい」
あたなも、東横堀川で、小さな
からスタートしませんか。

2021年夏オープンのβ本町橋

水辺で小商いができるレンタル屋台

大阪市中央公会堂
キタハマ
ミズム

中之島
ローズポート

八軒屋浜

北浜
天満橋

［問合せ先］β本町橋

阪神高速道路
本町出口

大阪市中央区本町橋 4 番 8 号

道頓堀川

谷町四丁目

中央大通
谷町筋

Osaka Metro 堺筋線・中央線「堺筋本町駅」より徒歩5分
本町橋船着場から徒歩 30 秒、阪神高速本町出口すぐ

松屋町筋

東横堀川

［アクセス］

阪 神 高 速1 号 環 状 線

堺筋本町

堺筋

https://hommachibashi.jp

本町通

N

発行：水都大阪コンソーシアム
（構成団体：大阪商工会議所、公益社団法人 関西経済連合会、一般社団法人 関西経済同友会、大阪府、大阪市、公益財団法人 大阪観光局、大阪シティクルーズ推進協議会）

責任編集：一般社団法人水辺ラボ

2021.03

