
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NPO 法人 御堂筋・長堀 21世紀の会 
 

御堂筋「みち」の賑わい創造 

～世界に誇るブランドストリートに～ 

“おしゃれな大人の散歩まち”を目指して 

80 周年記念事業から生まれ変わる御堂筋の将来に向けて
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80 周年記念事業コンセプト



御堂筋サポーターズクラブ

近畿地方整備局
大阪市、大阪府大阪国道事務所

御堂筋特区の
設立に向けての準備

大阪市

大阪府 警  察

民  間近畿地方
整備局

大阪
観光局

80 周年記念事業スキーム
≪ひと≫のための道に≪再編≫

イチョウ並木が美しい御堂筋は、淀屋橋周辺・心斎橋界隈・なんば周辺などそれぞれ特徴的なエリアが集中する大阪市の中でも
きわめて優れた景観のエリアです。特に高級ブランド店などが集中し多くの人々が行き交う新橋付近は、中心部にして質の高い都会的イメージがあります。
御堂筋 80 周年を迎えるにあたって、さらなる大阪の発展の場にふさわしい御堂筋のあり方をこの新橋付近から検討していきたいと思います。

■シンボルゾーンの展開

新橋交差点
シンボル整備

80 周年

将 来 発信 応援 御堂筋特区による道の再編御堂筋ファンづくり
日常の賑いを演出

シンボルゾーンが起爆剤
となり整備が進む

80
周
年
記
念
事
業
が
ト
リ
ガ
ー
と
な
り
≲
再
編
≳
に
む
け
て
ス
タ
ー
ト

■ 80 周年記念を通じて
　将来へ受け継ぐ仕組みづくり

■御堂筋を再編していく
　ハード整備を支える特区の導入

サポーターズメンバー

支援支援

御堂筋まちづくり
ネットワーク

御堂筋・長堀
21 世紀の会

ミナミまち育て
ネットワーク

著名人
サーポーターズ

各団体を応援・競争・協働する
御堂筋イベントの実施

シンボル シンボル
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80 周年記念事業スキーム



シンボルゾーンの展開
新橋交差点  世界に誇る御堂筋交差点広場化

■新橋周辺の現状課題
　・インバウンドへの設備不足。トイレ不足、インフォメーション機能（沿道地権者の意見）
　・植栽桝の管理不足。周辺スーパーブランドから指摘
　・御堂筋を代表する名所としてのシンボル不足

Symbol
世界に誇る交差点広場

２つ合わさることによるゲート性

エリアマネジメント団体の維持管理による持続可能なシンボルゾーンの整備

Symbol
世界に誇る交差点広場
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シンボルゾーンの展開



© RIC COMMUNICATIONS 2014. ALL RIGHTS RESERVED. 

デジサイ設置案 

© RIC COMMUNICATIONS 2014. ALL RIGHTS RESERVED. 

SHINBASHI MIDO GATE 
御堂筋デジタル化プロジェクト 

待ち合わせ場所としての機能を高めるため、電光サイン付きの 

サインボードを設置。御堂筋の情報を掲示するとともに、 

時間やニュース、天気などの情報も提供します。 

①新橋交差点に象徴的デジタルサイネージを設置 
②御堂筋沿いの企業から広告を募り広告収入を得る。 
③沿道各ブランドの映像ファッションショーを A/W S/Sで年2回開催 
④大阪文化・芸術の発信拠点としての役割を担う 

御堂筋80周年企画のご提案 

美しいまち…「和」「おもてなし」「季節」を感じる交差点

明りも幻想的

田植え、刈り取りは
エコ教育化。
刈り取った藁で
季節限定の
オブジェづくり。

ガラス温室としての
オブジェ

色分けし
アーティスティックに

石垣と田んぼをデザイン化（オブジェ化） 大丸有地区内

赤坂サカス

桜 米 シダ

・世界に冠たるブランドが、日本の「和」と調和して、さらに絵になる光景を作る
・大阪は「クールジャパン（こてこてとも言う）」など現代的な展開であり、和は京都・奈良に譲っていたが、
　大阪でも「和」をスポット的に感じられる場所をつくり、インバウンド等に訴求する

朝倉郡筑前町

日本を象徴する植物
日本人の心に息づく季節感

分かりやすいシンボル
情緒的　並木ではない１本木としての華やかさ

生命感（イチョウと同じ太古からの植物）
グリーンの美しさ

「御堂筋８０周年記念事業」について（アイデア） 株 竹中工務店

名所としてアイコンになるもの（シンボルタワーから発想）

①シンボルタワー
②情報発信機能（サイネージ）

＋
③昇降機能（展望施設）
④何かしらの機能
インフォメーション（写真は茶室）
⑤対側とセットで展望ブリッジ
⑥キャノピーなどで空間をまとめる
⑦吹き抜け＋機能（ベンチ、サイン）
⑧地下との連絡機能、情報発信

＋
デザインされた植栽

① ②

③ ④ ⑤

⑥ ⑦ ⑧

「御堂筋８０周年記念事業」について（アイデア） 株 竹中工務店

名所としてアイコンになるもの（シンボルタワーから発想）

①シンボルタワー
②情報発信機能（サイネージ）

＋
③昇降機能（展望施設）
④何かしらの機能
インフォメーション（写真は茶室）
⑤対側とセットで展望ブリッジ
⑥キャノピーなどで空間をまとめる
⑦吹き抜け＋機能（ベンチ、サイン）
⑧地下との連絡機能、情報発信

＋
デザインされた植栽

① ②

③ ④ ⑤

⑥ ⑦ ⑧

大阪ＬＯＶＥＲ

シンボルゾーンの展開

・交差点をシンボル化させる象徴的なファサードを持ったインフォメーションセンター

■人々が集い参加性を伴うアート空間■ Information：インバウンドへのもてなし

・集う人々にスポットをあてるアート照明
・大樹をアート化した出会いのスポット

・アイコンとなりフォトスポットとしても世界へ発
　信するショーケース

・地下空間と一体となったアクセス空間

・日本を代表する 1 本の華やかさを持つサクラなど
・世界の物が集まる商都大阪を発信する大樹

・デジタルサイネージ機能に沿道ブランドのデジタ
　ルファッションショーなどのコンテンツ

・デジタルサイネージとシンボルツリーが組み合わ
　さったイベント広場

■象徴的なショーケースとしての名所 ■緑豊かな大阪を発信する大樹や緑化
■エリアマネジメントを活性化させる
　これからの御堂筋の象徴

Symbol：世界に誇る交差点広場案

エリアマネジメント団体の維持管理による持続可能なシンボルゾーンの整備

新橋交差点  世界に誇る御堂筋交差点広場化
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シンボルゾーンの展開
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デジサイ設置案 
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SHINBASHI MIDO GATE 
御堂筋デジタル化プロジェクト 

待ち合わせ場所としての機能を高めるため、電光サイン付きの 

サインボードを設置。御堂筋の情報を掲示するとともに、 

時間やニュース、天気などの情報も提供します。 

①新橋交差点に象徴的デジタルサイネージを設置 
②御堂筋沿いの企業から広告を募り広告収入を得る。 
③沿道各ブランドの映像ファッションショーを A/W S/Sで年2回開催 
④大阪文化・芸術の発信拠点としての役割を担う 

御堂筋80周年企画のご提案 

名　　　称

ガラスタワー

単　価

100,000,000

合　計

200,000,000

数量

2 基

information + WC 沿道スーパーブランドとのコラボレーション 照明演出デジタルサイネージ

液晶ブラインドフィルム +3D マッピング

季節の演出

インスタレーションアート
※地下構造、基礎形状等は考慮しておりません

超概算コスト
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交差点シンボル案



御堂筋サポーターズ倶楽部・御堂筋特区  設立にむけて
≪ひと≫のための道に≪再編≫するために、ソフトで応援するサポーターズ倶楽部

ハード整備を実現する仕組みづくりとしての特区の導入

■御堂筋サポーターズ倶楽部 ■御堂筋特区

御堂筋特区の
設立に向けての準備

大阪市

大阪府 警  察

民  間近畿地方
整備局

大阪
観光局

各団体を応援・競争・協働する御堂筋イベントの実施

応 援

御堂筋サポーターズクラブ

近畿地方整備局、大阪市、大阪府大阪国道事務所
サポーターズメンバー

支援支援

文化人サポーターズ

　・葉加瀬太郎：音楽家
　・安藤忠雄：建築家
　・溝畑　宏：観光局長
　・鈴木 俊茂：大阪クラシック事務局長
　・河内厚郎：文化プロデュサー、人形浄瑠璃
　・文楽関係者
　・ヤノベケンジ：アーティスト
　・玉置 泰紀：ウォーカー総編集長
　・山崎亮：コミュニティデザイナー
　・石原来美 ：ディネ・アン・ブラン主催者
　・橋下徹：元大阪市長
　・秋元康：プロデュサー
　・山名清隆：博報堂
　・NMB48
　・おかけんた：吉本興業芸人、吉本興業アート部門

学識サポーターズ

　・嘉名光市：大阪市立大学准教授
　・長町志穂：照明デザイナー
　・小林重敬：都市計画家
　・増田昇：大阪府立大学教授

メディアサポーターズ

　・辛坊 治郎：ニュースキャスター
　・桂 文枝（桂三枝）：落語家
　・清水健：読売テレビアナウンサー

メディアサポーターズ

　・千島土地（芝川ビル）

御堂筋まちづくりネットワーク 御堂筋・長堀 21 世紀の会 ミナミまち育てネットワーク 著名人サーポーターズ

80 周年イベントを経て≪再編≫を実施していく
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御堂筋サポーターズ倶楽部・御堂筋特区  設立に向けて



ブランドプラザ
ブランド店舗前　

フランス／マルセイユ ノルウェー／オスロ東京／六本木 東京／丸の内 カナダ／トロント ,  Winter City festival 東京／秋葉原 アメリカ／ニューヨーク

韓国／ソウル札幌／大通すわろうテラス スロバキア／ブラチスラヴ,  BA  LIK Pavilion 

アメリカ／インディアナ州 ,  Georgia Street ニュージーランド／クライストチャーチ

アメリカ／インディアナ州 ,  Georgia Streetアメリカ／インディアナ州 ,  Georgia Streetイギリス／ロンドン東京／東京国際フォーラム東京／銀座

企業ビル前 2 街区ごとに 1 箇所 + コミュニティサイクル 新橋交差点の東西に 1 箇所イチョウが無いまとまったスペースに設置 新橋交差点、南エリア・北エリアに 1 箇所

企業プラザ

ベルギー／ セントニコラス ,  Redesign of Stationsstraat

カフェ前

オープンカフェ 駐輪場 インフォメーションコンテナショップ イベントスペース

ケータリング 植栽帯、菜園、待合スペース

S = 1 : 500

アート 公物管理 パフォーマンス バナー デジタルサイネージ

御堂筋サポーターズ倶楽部・御堂筋特区  設立にむけて
≪ひと≫のための道に≪再編≫するために、ソフトで応援するサポーターズ倶楽部

ハード整備を実現する仕組みづくりとしての特区の導入

80 周年イベントを経て≪再編≫を実施していく

シンボル

シンボル

80 周年記念事業がトリガーと
なり整備が拡大していく
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将来像


