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H O P E ゾ ー ン

緑とガス燈が
映えるまちなみ

 船場地区HOPEゾーン事業

まちなみガイドライン

通・筋、エリア（界隈）ごとの
個性を活かすまちなみづくり
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はじめに
三休橋筋のまちなみガイドラインとは

修景のポイント

三休橋筋の
「まちなみづくりの合言葉」
みんなで描く三休橋筋のまちなみのイメージ

船場(せんば)の中心を南北に貫く三休橋筋(さんきゅうば
しすじ)。青空に映える栴檀木(せんだんのき)が立ち並び、
夜はほのかなガス燈のあかりが灯ります。
「･････あれ、ここってこんなところだったかな？」

三休橋筋は、いま、より魅力的に生まれ変わっている途中。
そんな三休橋筋を中心に、沿道のお店や会社、お住まいの
みなさんの「もっと素敵なまちに！」という声が高まってい
ます。
この冊子は、そうした声に応えようと、三休橋筋を愛する
たくさんのみなさんのご意見をもとに、‘これからの三休橋
筋のまちなみづくり’の基本的な指針をまとめたもの。この
中では、三休橋筋の魅力をより高めるよう、まちなみの将
来的なイメージや、個々の建物・お店の外観等の整え方（修
景(しゅうけい)）のポイントなどを提案しています。
これらをヒントに、みなさんと一緒に具体的なアイデアを
出し合って、三休橋筋ならではの魅力的なまちなみづくり
を進めていければ・・・と考えています。
ぜひご一読いただき、ご理解とご協力をよろしくお願いい
たします。

※この冊子は、『船場のまちなみ作法～基本編～』に定める「まち
なみづくりの基本方針－２．通・筋、エリア（界隈）の個性を活かす」
に基づき、作成したものです。
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三休橋筋　まちなみづくりの合言葉

緑とガス燈が映えるまちなみ

太陽の光輝くもと、歩道に連なる‘栴檀木の緑のトン
ネル’と‘沿道の建物や空間の緑’が一体となった潤
いのあるまちなみづくり

夜は、道行く人々や建物を優しく照らす‘ガス燈の灯
り’に映えるまちなみづくり

三休橋筋編

.三休橋筋にふさわしい佇まいに整える1

建物の顔（正面玄関やショーウィンドーなど）は、歩行者空間との
つながりを意識し、三休橋筋側に向けるよう工夫しましょう。

建物の外観は、まち全体の雰囲気やガス燈の街というイメージを
意識し、上質で落ち着いたものとなるよう工夫しましょう。特に、
建物低層部(1,2階)や建物については、歩く人の視線やまちなみ
の連続性にも配慮しましょう。

歩道の栴檀木とともに、窓辺や玄関前のちょっとした空間等を緑
や花で飾り、みんなで潤いのある三休橋筋のまちなみを演出しま
しょう。

建物に附帯する看板・広告・テント等の形や色、設置場所などを
整理し、まちなみのまとまりをつくるとともに、上質で落ち着いた
雰囲気となるよう、その演出を工夫しましょう。 

ガス燈のほのかな灯りが映えるよう、建物からの灯り（外部・内部
とも）に配慮しましょう。

歩いて愉しいまちになるよう、歩く人を愉しませる配慮・工夫をし
ましょう。

この冊子の「合言葉」や「修景のポイント」は、三休橋筋のまちな
みづくりに向けた意見交換会やアンケート調査等でいただいたご
意見から、まちなみづくりを進めるうえでのキーワード等を整理し、
まとめたものです。
ご協力・参加いただいたたくさんのみなさん、本当にありがとうご
ざいました。

まちなみの大事なアクセントとなっている近代建築等は三休橋筋
だけなく、船場のまち全体にとっても貴重な財産です。｢まもる（維
持･修復･保全）｣・｢整える（阻害要因の改善）｣・｢活かす（演出･活
用）｣の3つの視点で再生・活用してきましょう。［参照：船場のま
ちなみ作法～建物編～］

これは、みんなが描く、これからの三休橋筋のまちなみの
イメージをあらわすものです。

この合言葉のもと、
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.緑とガス燈を活かす、まちを演出する2
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大阪市ＨＯＰＥゾーン事業まちなみ修景補助制度の対象となる範囲は三休橋筋に面した部分です。

という、広い船場の中でも、‘三休橋筋’でしかできない
まちなみづくりを一緒に考え、進めていきましょう。
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船場地区HOPEゾーン協議会
専門部会 （三休橋筋）

メンバー

サポートメンバー

宿谷良一 協議会理事 三休橋筋部会（リーダー）
 （株）ヤラカス舘 三休橋筋商業協同組合

守田宣昭 協議会理事 
 和田哲（株） 三休橋筋商業協同組合

稲村栄一 協議会理事 大阪ガス（株）

大橋達夫 協議会会長 集英連合振興町会会長
橋本英男 協議会副会長 船場連合振興町会会長
岡本浩典 協議会役員補佐
 辰野（株） 三休橋筋商業協同組合

森吉裕志 協議会役員補佐 大阪ガス（株）
その他
三休橋筋商業協同組合　
三休橋筋愛好会
三休橋筋沿道のみなさん等

主なメンバー

発足・目的
平成20年（2008）8月25日の協議会設立と同時に、大阪市と地
域が連携して進めるプロムナード整備や三休橋筋商業協同組合の
活動など、まちなみづくり・まちづくりが活発な三休橋筋について、
それらの動きとあわせた今後のまちなみづくりを検討するために
設置された部会

※この冊子は「大阪市HOPEゾーン事業協議会活動補助金」を受け発行するものです。 design by alt.design associates

大阪のイメージ・魅力を高める歴史的・文化的な雰囲気に恵まれた地域において、地域で活躍する様々なメンバー
から成る「協議会」を中心に、地域と行政が連携・協働してまちなみづくりに関わる活動を展開しながら、地域特
性を活かした建物やオープンスペースの修景整備等、具体的なまちなみづくりに取り組んでいく事業。

HOPEゾーン事業

平成23年３月発行　　　発行者  船場地区HOPEゾーン協議会　　　企画・編集  船場地区HOPEゾーン協議会・大阪市都市整備局

船場地区HOPEゾーン協議会　三休橋筋部会では、
１人でも、１社でも、１店でも多くのみなさんと一緒
に三休橋筋のまちなみづくりを考え、進めていきた
いと考えています。そのため、大阪市と連携し、次の
ような形でお手伝いをしていきます。

｢船場のまちなみ作法｣や船場でのまちなみづくり、船場地区HOPEゾーン協議会の
活動に関わるお問い合わせ、ご相談等はお近くの協議会役員まで。

Email　hope@3984st.com

船場地区HOPEゾーン協議会
三休橋筋部会リーダー　宿谷良一
（㈱ヤラカス舘　専務取締役・三休橋筋商業協同組合） まで

この「冊子」についてのお問合せ、
三休橋筋でのまちなみづくりについてのご相談は

電話　06-6208-9221・9222
大阪市北区中之島1-3-20　大阪市役所6階

大阪市都市整備局
企画部住宅政策課（まちづくり事業企画） まで

大阪市の｢HOPEゾーン事業(船場地区)｣に
ついてのお問い合わせは

これから、
三休橋筋のまちなみづくりを
進めるにあたって

①相談システム
この｢作法｣に沿って、三休橋筋のまちなみづくりを考え
たいけれど具体的な方法が分からない場合等、当部会に
ご相談ください。また、検討中の計画がまちなみに合っ
ているのか否か、当部会が窓口になり、地域としてのま
とまりを作るお手伝いをします。

②まちなみに合った
　デザインの提案・ルールづくり
この「作法」に沿った修景整備案の検討・提案を行うと
ともに、そうした活動を通じて、具体的な基準や全体の
デザインルールを考えるなど、「緑とガス燈に映えるまち
なみづくり」の実現に向け、積極的に関わっていきます。

③PR活動、各種イベント、
　ワークショップ等の開催など
この「作法」の周知・広報と合わせ、三休橋筋の魅力や
修景事例の紹介・PRに努め、広く内外に船場、三休橋筋
の良さを発信していきます。また、三休橋筋沿道のみな
さんに参加頂けるようなイベントやワークショップ、各種
勉強会の開催なども展開し、みんなでまちなみづくり・
まちづくりを進めていきます。

※意見交換会やアンケート調査で出た沿道のみなさんからの声をまとめました。この「作法」で示す“まちなみ”という観点からのまちづくりの
　枠には収めきれない、地域としての今後の大きな目標です。当専門部会も、まちの一員として、みなさんと一緒に考えていきたいと思います。

歩きやすい歩行空間づくりやま
ちの美化、まちの質と格の向上
に向け、まちの使い方に関する
共通ルール・認識づくりに取組
むなど、まちぐるみで実践的な
活動を進めましょう。

マナー向上
歩いて愉しいまち、大人が楽
しめるまちとして、三休橋にふ
さわしい質の高いにぎわいにつ
ながる取り組みを進めましょう。

にぎわいづくり
三休橋筋の魅力情報を広く内
外に発信し、たくさんの人に
船場の魅力、三休橋筋の魅力
を知ってもらいましょう。

まちの魅力のPR

より魅力的な‘三休橋筋’のために～まちなみづくりとあわせて、地域みんなで取り組んでいくべきこと～

http://3984st.com

http://3q-ave.seesaa.net


