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記者配布資料               平成 25年 10月 2日 
大阪経済記者クラブ会員各位 

 

「水と光の首都大阪」の都市ブランド向上をめざして 

大阪商工会議所が「水都大阪フェス 2013」連携事業を実施 
～新たな観光拠点「中之島 GATE」、川沿い店舗の地先利用実験「本町橋・水辺テラス」、 

大阪市内最古の現役橋「本町橋 100年関連事業」～ 

 

 

 

 

 

○大阪商工会議所 都市再生委員会（委員長：錢高一善・㈱錢高組社長）は、一般社団法人水都

大阪パートナーズとともに、10月の「水都大阪フェス 2013」にあわせ、中之島西部エリアの観

光拠点化に向けた賑わい実験事業「中之島 GATE」や、東横堀川・本町橋周辺で川沿い店舗の地

先利用実験「本町橋・水辺テラス」、大阪市内最古の現役橋である「本町橋」100年関連事業等

を実施する。 

 

○中之島西部エリアの「中之島 GATE」では、10月 11日（金）～27日（日）に、大阪市中央卸売

市場の対岸エリアで、鮮魚の即売や、新鮮素材を使ったレストラン、ウォータースポーツ等を

実施。本事業は、平成 23年度に本会議所がとりまとめた「水都大阪の新たな観光拠点調査報告」

において提案したもので、24年度にも短期的な実験事業を実施。今年度の実験事業では、常設

の賑わい施設を運営するために必要となる環境整備について調査し、民間事業者による今後の

事業展開につなげる。 

 

     
 

○一方、平成 24年度に本会議所が、小型船の拠点として整備すべきと提言した東横堀川の本町橋

船着場とその周辺地域では、「本町橋・水辺テラス」として、川沿いの飲食店 2店舗が、建物と

護岸の間の河川空間（公有地）に客席を設ける実験を、平成 25年 10月～26年 9月までの 1年

間行う。平成 24年 10月と 25年 5月に、各 1か月間の実験を行なったところ、大変好評であっ

たことから、恒常的な活用をめざし、年間を通じた需要動向を探り、河川空間活用の規制緩和、

利活用の仕組みづくりにつなげていく。 

 

○また、大阪市内最古の現役橋である「本町橋」が 2013年に 100年を迎えたことから、近隣の住

民や企業等に呼びかけ、本町橋の環境美化や魅力発信に継続的に取り組む「本町橋 100年会」（会

長：西口佳克・本町 1丁目町会長、事務局：本会議所）を設立。10月 26日（土）に橋洗いやク

ルーズを行うほか、橋の欄干を活用して本町橋や界隈の古い写真を展示する「本町橋 いま・

むかし展」を開催する（11月 24日まで）。さらに、11月 5日（火）には、東名阪の各都市で 100

年を超える橋を見守る“橋守”を招き、「東京・大阪・名古屋 100年の橋フォーラム」も行う。 

【お問合せ先】大阪商工会議所地域振興部 中野・中村 
０６（６９４４）６３２３   

昨年の実験の様子 



 

- 2 - 

 

○本町橋船着場（暫定）周辺では、平成 19 年より下水道の整備工事が行われているが、平成 27

年には常設の船着場が設置される予定。小型船基地「本町橋 BASE」の実現に向け、毎週の清掃

活動を継続するほか、名橋としての認知度向上をめざし、周辺地域と一体となった魅力向上に

取り組んでいく。 

 

○さらに、10月 12日（土）と 26日（土）には、水辺の飲食店約 100店舗が参加し、それらを舟

で巡る「大阪水辺バル 2013」も開催。水の回廊各所に、川とまちをつなぐ「水辺のまち拠点」

をつくり、それらを回遊して楽しむ水都大阪ならではの観光魅力をめざす。 

 

 

１．「中之島ＧＡＴＥ」賑わい事業 

  期 間：１０月１１日（金）～同２７日（日） 

＜土日祝および11日＞11～22時 ＜平日＞17～22時 

主 催：一般社団法人水都大阪パートナーズ 

共 催：大阪商工会議所 

  内 容：・大阪市中央卸売市場の対岸エリアで、鮮魚の即売、新鮮素材を使ったレストラン、

ウォータースポーツ体験などを実施。 

      ・寿司、フレンチ、バーベキュー、イタリアン等、7店舗が出展。 

 

２．川沿い店舗の地先利用実験「本町橋・水辺テラス」 

  期 間：平成２５年１０月～２６年９月 

  主 催：東横堀川水辺再生協議会（事務局：大阪商工会議所） 

  共 催：一般社団法人水都大阪パートナーズ 

内 容：・本町橋船着場対岸の東横堀川沿いの飲食店２店が、各店舗に隣接する護岸と建物の     

間の河川空間（公共用地）を活用し、一体的な店舗として運営する「地先利用実験」

を実施する。 

      ・公共の河川空間に、テーブルや椅子等を設置し、客席として活用する。 
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３．本町橋 100年関連事業 

（１）橋洗い＆クルーズ＆橋上展示 

日 時：１０月２６日（土）10:00～12:30 

場 所：本町橋 

主 催：大阪市中央区役所 

共 催：本町橋 100年会 

内 容：本町橋の橋洗いと、落語家が案内する本町橋 

クルーズを実施。また本町橋や界隈の 100年 

を紹介する資料 100点を参加者で橋の欄干に 

展示（11月 24日まで展示） 

 

（２）東京・名古屋・大阪 100年の橋フォーラム 

日 時：１１月５日（火）18:30～20:30 

場 所：大阪産業創造館 会議室 

主 催：本町橋 100年会、土木学会関西支部「どぼくカフェ」 

内 容：東京の日本橋、名古屋の納屋橋、大阪の本町橋と、各都市で 100 年を超える名橋

を守る“橋守”を招き、次代への活性化策を探る。 

 

４．「大阪水辺バル 2013」  

  日 時：１０月１２日（土）、２６日（土）11～29時（営業時間は各店舗により異なる） 

  場 所：天満橋、北浜・淀屋橋、東横堀、道頓堀、大正、中之島ゲートの６エリア 

  参加店：６エリアの飲食店約 100店舗 

  主 催：一般社団法人水都大阪パートナーズ 

  共 催：大阪商工会議所 

  参加者（見込み）：のべ約４万人（チケット１冊 10枚×4000冊） 

内 容：・参加者は、10 枚つづりのチケットを購入し（前売り 3,200 円/冊）、上記６エ

リアを船で巡りながら、飲食を楽しむ。 

   以 上 

                                       

＜添付資料＞ 「東京・名古屋・大阪 100 年の橋フォーラム」フライヤー  
          

  

【本町橋・水辺テラス】 

（昨年の様子】 

高い護岸で川面は見えないもの

の、屋外の開放的な空間として

好評だった 

 
「本町橋 いま・むかし展」 

展示イメージ 



本町橋 100年会　事務局（大阪商工会議所地域振興部 ℡ 06-6944-6323）
お名前、参加人数、電話番号をご記入のうえ、FAX 06(6944)6330
もしくは chishin@osaka.cci.or.jp　にてお申し込みください。

本町橋
100年会

参加費 無料

2013 年 11月 5日 18:30 ～ 20:30日　時

大阪産業創造館 15 階 会議室

本町橋 100 年会・土木学会関西支部ＦＣＣ

場　所

プログラム

主　催

無　料参加費

問合せ
・申込み

大阪・本町橋

名古屋・納屋橋東京・日本橋

【第 1部】「世界のクラシカルな橋の魅力」
国内外のクラシカルな橋の魅力や使い方などを紹介します。
講師：京都大学大学院工学研究科准教授　久保田善明氏

【第 2部】「東京・名古屋・大阪　100年の橋」
東京・名古屋・大阪の各都市で、100 年を超える橋を見守り、
活性化に取り組む団体の取り組みを紹介します。

コーディネーター：京都大学大学院工学研究科准教授　高橋良和氏
パネリスト：《東　京》　名橋・日本橋保存会 事務局　福島深雪氏
　　　　　　《名古屋》　レトロ納屋橋 100 年実行委員会事務局長　丹坂和弘氏
　　　　　　《大　阪》　本町橋 100 年会コーディネーター　河村岳志氏

火

今年100歳を迎えた、「大阪・本町橋」。
「名古屋・納屋橋」も今年 100年、そして「東京・日本橋」は 2011 年に架橋 100年を迎えています。

これら名橋をはじめ、世界のクラシカルな橋の魅力を紹介するとともに、
3橋の“橋守”を招き、次代へとつなぐ活性化策を話し合います。

フォーラム

東京・名古屋・大阪

年の橋橋100100100 100



【日 時】2013 年 10月 26日（土）
　　　10:00 ～ 11:00 橋洗い
　　　11:00 ～ 12:30 落語家の案内による本町橋クルーズ
　　　その後、本町橋欄干に資料展示。

【期 間】2013 年 10月～ 2014 年 9月

《場所》 シティプラザ大阪　南側エントランス広場集合　《参加費》 無料　《定員》 70 人
《主催》 大阪市中央区役所　《共催》 本町橋 100 年会
《問合せ・申込み》
　本町橋 100 年会　事務局（大阪商工会議所地域振興部　℡ 06-6944-6323）
　お名前、参加人数、電話番号をご記入のうえ、FAX06(6944)6330 もしくは
　chishin@osaka.cci.or.jp　にてお申し込みください。　《締切》 10 月 18日（金）
　

《場所》
Bacaro MA DECOR（イタリアン） ℡ 06-6264-6202
　　　　中央区本町 1－1－3本町橋西ビル地下 1階 

四川彩秀（中華） ℡ 06-4705-0123
　　　　中央区安土町 1－2－4　ミツルプラザ地下 1階

 

本町橋
100年会
本町橋
100年会
本町橋
100年会

　2013 年 5月に、大阪市内最古の現役橋である「本町橋」が 100年を迎えたことから、
本町橋周辺の住民や店舗、会社などが集まり、名橋・本町橋の認知度向上に取り組もうと、
「本町橋 100年会」を設立しました。
　「平成の太閤下水工事」終了後、2015 年に整備予定の「本町橋 BASE」に向け、
継続的な美化活動や魅力発信事業に取り組み、新たな賑わいづくりをめざします。

◎毎週水曜日に、本町橋をお掃除しています。一緒に本町橋をきれいにしませんか？
◎活動にご関心の方は、事務局までご連絡ください。　【事務局】大阪商工会議所地域振興部　℡ 06-6944-6323

Bacaro MA DECOR

四川彩秀

本町橋　橋洗い＆ 落語家が案内するクルーズ ＆ 橋上展示

本町橋・水辺テラス

本町橋をみなできれいに洗った後は、落語家の案内で本町橋を船
上から眺めるクルーズ。
さらに本町橋や界隈の 100 年を紹介する資料 100 点を参加者で
欄干に展示します。（11月 24日まで展示）

本町橋近くの川沿いに立地する２つの店舗が、水辺のテラス席を
設けます。
1か月限定で、昨年 10月と今年 5月に実施したところ、大変好評
だったことから、今回は、10月から 1年間（予定）に期間延長して
行います！
東横堀川独特の落ち着いた水辺空間を、ぜひお楽しみください♪

橋100 年祝 本町橋関連事業100100100
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