
 
 
大阪経済記者クラブ会員各位 
 

２００７年４月２７日 １４時 
    社団法人 関西経済連合会 

& 

件  名 御堂筋７０周年関連イベントについて 
～平成１９年５月１１日に御堂筋は完成70周年を迎えます。～ 

  

 
    概  要 

   大阪のメインストリート・御堂筋の拡幅工事は大正１５年に 
 着工し、昭和１２年（１９３７年）に完成、５月１１日に竣工 
 式が行われました。 
  ７０周年となる平成１９年５月１１日より、各種イベント等 
 を通じて、御堂筋の歴史やにぎわい創出への取組を紹介し、そ 
 の魅力を広く発信していきます。 
 
   ５月に予定されている主な行事は以下のとおりです。 
 
 5/11(金) 御堂筋完成７０周年記念大清掃 
      （主催：御堂筋完成７０周年記念大清掃実行委員会） 
        問い合わせ：06-6441-0130 (関西経済連合会) 
 
 ５/13(日) 御堂筋オープンフェスタ2007 
       （主催：「御堂筋にぎわい空間づくり」実行委員会） 
        問い合わせ：06-6615-0677 
 
 5/16(水) 御堂筋７０周年記念シンポジウム 
       （主催：新しい時代の御堂筋協議会） 
        問い合わせ：06-6932-1421(大阪国道事務所地域調整課) 

 
   同時配布先    近畿建設記者クラブ    大手前記者クラブ 

 

 
  問い合わせ先 

  関西経済連合会 
  都市・文化グループ 天野 TEL０６－６４４１－０１３０ 
 秘書・広報グループ 西川 TEL０６－６４４１－０１０５ 

  国土交通省 近畿地方整備局 大阪国道事務所 
      副  所  長  椎原 孝治（内線２０５） 
     地域調整課長  吉村 英二（内線４６１） 
     電話：０６－６９３２－１４２１（代表） 

 



近畿地方整備局大阪国道事務所 配布日時 平成１９年 ４月２７日

１４時

資 料 配 布

御堂筋７０周年関連イベントについて
～平成１９年５月１１日に御堂筋は完成70周年を迎えます。～件 名

大阪のメインストリート・御堂筋の拡幅工事は大正１５年に

概 要 着工し、昭和１２年（１９３７年）に完成、５月１１日に竣工

式が行われました。

７０周年となる平成１９年５月１１日より、各種イベント等

を通じて、御堂筋の歴史やにぎわい創出への取組を紹介し、そ

の魅力を広く発信していきます。

５月に予定されている主な行事は以下のとおりです。

5/11(金) 御堂筋完成７０周年記念大清掃

主催：御堂筋完成７０周年記念大清掃実行委員会）（

06-6441-0130 (関西経済連合会)問い合わせ：

５/13(日) 御堂筋オープンフェスタ2007

主催： 御堂筋にぎわい空間づくり」実行委員会）（ 「

06-6615-0677問い合わせ：

5/16(水) 御堂筋７０周年記念シンポジウム

（主催：新しい時代の御堂筋協議会）

06-6932-1421(大阪国道事務所地域調整課)問い合わせ：

－取 り 扱 い

配 布 場 所 近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ

国土交通省 近畿地方整備局 大阪国道事務所

問い合わせ先 副 所 長 椎原 孝治（内線２０５）

地域調整課長 吉村 英二（内線４６１）

電話：０６－６９３２－１４２１（代表）



御堂筋７０周年関連イベントについて
～平成１９年５月１１日に御堂筋は完成70周年を迎えます。～

大阪のメインストリート・御堂筋の拡幅工事は、大正１５年に着工し、昭和

１２年（１９３７年）に完成、５月１１日に竣工式が行われました。

７０周年となる平成１９年５月１１日より、各種イベント等を通じて、御堂筋の

歴史やにぎわい創出への取組を紹介し、その魅力を広く発信していきます。

■５月に予定されている主な行事

・5/11(金) 御堂筋完成７０周年記念大清掃

主催：御堂筋完成７０周年記念大清掃実行委員会）（

。 、 。美しい御堂筋は大阪の誇りです 歩道の吸殻・ゴミ拾い 彫刻洗いなどを行います

問い合わせ： (関西経済連合会)06-6441-0130

・５/13(日) 御堂筋オープンフェスタ2007

主催： 御堂筋にぎわい空間づくり」実行委員会）（ 「

歩行者天国（心斎橋～難波エリア）で御堂筋の真ん中を歩けるオープンフェスタが

今年から春の開催になりました 「高みの見物」ができる新企画も登場！新緑の美し。

い御堂筋を普段とは違った視点で楽しんで下さい。

06-6615-0677問い合わせ：

・5/16(水) 御堂筋７０周年記念シンポジウム

（主催：新しい時代の御堂筋協議会）

御堂筋の歴史を振り返り、これからの御堂筋に必要なものは何か、御堂筋をさらに

輝かせるための方策について話し合います。

問い合わせ： 1(大阪国道事務所地域調整課)06-6932-142

■６月以降の御堂筋周辺における主な行事

・IAAF世界陸上2007大阪 (8/25～9/2)

・大阪クラシック (未定)

・御堂筋パレード (10/14)

・光のルネサンス (12/1～)



   
   

 

 

「御堂筋完成７０周年記念大清掃」 
 

 

●開催主旨 

大阪の景観美化の意識向上を呼びかけ、御堂筋完成７０周年を機に、市民・企業・行政みんなが参

加する広範囲な御堂筋大清掃を呼びかけるとともに、御堂筋完成７０周年を祝う協賛行事としておこ

ないます。 

 

●開催日時：２００７年５月１１日（金）（御堂筋完成７０周年記念日） 

     （雨天時は、５月１８日（金）に延期） 

      ９：３０～１０：３０（９時１５分集合） 

 

●開催内容：・路上の吸い殻・ゴミ清掃 

      ・ガムとり 

      ・彫刻みがき 

 

●清掃範囲：大阪市役所前～難波 

 

●参  加：御堂筋沿道企業はじめ、実行委員会からよびかけた沿道市民、企業、 
まちづくり団体等からのボランティア、その他 

 

●主  催：御堂筋完成７０周年記念大清掃実行委員会 

      （関西経済連合会、大阪商工会議所、大阪国道事務所、大阪市） 

 

●問い合わせ：御堂筋完成７０周年記念大清掃実行委員会事務局 

       （社）関西経済連合会 都市・文化グループ ＴＥＬ ０６－６４４１－０１３０ 

 

 

彫刻みがき（H18.5.11） 一斉清掃（H18.8.11） 



   
   

 

御堂筋にぎわい空間づくり 

「御堂筋オープンフェスタ２００７」 
 

平成１５、１６年の社会実験を経て、本格実施となった御堂筋オープンフェスタは、今年で３回目

を迎えます。昨年１１月の「御堂筋オープンフェスタ２００６」には約２５万人が訪れました。今年

から春の開催となり、春の花々で彩られた花壇や様々なイベントなど、より充実した内容で皆様のご

来場をお待ちしています。 

 

●開催主旨：「御堂筋にぎわい空間づくり」事業は「新しい大阪文化の創造」をテーマに、大阪のシン

ボルである御堂筋の道路空間を活用し道路も含めたミナミ地域の回遊性を高め、また、

御堂筋を体感する機会を提供するとともに御堂筋周辺のまちづくり活動を促進すること

で、御堂筋の魅力を発信し御堂筋及び周辺地域のにぎわい文化集客機能の向上を図り、

大阪の都市再生に資することを目的とする。 

 

●開催日時：２００７年５月１３日（日）１２：４５頃～１６：００頃（雨天決行） 

（交通規制 １２：００頃～１７：００頃、本線車道は１２：３０～） 

 

●開催場所：御堂筋 長堀通（新橋交差点南側）～千日前通（難波交差点北側） 約８５０ｍ 

 

●主  催：「御堂筋にぎわい空間づくり」実行委員会 

 

● 企画・問合せ：「御堂筋にぎわい空間づくり」運営委員会 ＴＥＬ ０６－６６１５－０６７７ 

                   

※ 御堂筋オープンフェスタの魅力は、歩行者天国（新橋交差点～難波交差点）で、広い

御堂筋の真ん中を歩けること。さらに今年は「高みの見物」ができる企画（トンネル点検

車：写真参照）も登場！新緑のイチョウ並木が美しい御堂筋をこの日限りの視点でお楽し

みください。普段は見ることのできない風景が広がります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 トンネル点検車からの眺め（イメージ）。御堂筋の「長さ」が実感できます 

トンネル点検車 
（乗車制限あり） 
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御堂筋にぎわい空間づくり｢御堂筋オープンフェスタ２００７｣開催概要 

 

１． 開催月日及び開催場所 

   平成１９年５月１３日（日）  １２：４５頃 ～１６：００頃 

   御堂筋・長堀通 新橋交差点南詰 から 御堂筋・千日前通 難波交差点北詰 （約８５０m） 

 

２． テーマ ： 「新しい大阪文化の創造」 

 

３． イベント内容 

●オープニングセレモニー 

日 時 ： １２：４５ ～ １３：００ 

場 所 ： 御堂筋鰻谷交差点付近、特設ステージ 

 

 

実行委員長の關大阪市長の挨拶に始まり、御堂筋

完成７０周年と世界陸上の特別アピールを行います。 

  

昨年のオープニングセレモニーの模様    

●オープニングセレモニー・パレード 

 

 

日 時 ： １３：００ ～ １３：２０ 

場 所 ： 御堂筋鰻谷交差点付近からイベントエリ

ア最南端の難波交差点まで 

出演者 ： ・大阪学院大学吹奏楽部 

        ・セレモニー参加者 

・世界陸上大阪のマスコットキャラクター

｢トラッフィー｣ 

       ・各エリア代表 イベント参加者 

御堂筋オープンフェスタ２００７の始まりを告げるオー

プニングセレモニー・パレード。セレモニーに引き続

き、大阪学院大学吹奏楽部の先頭で、トラッフィーや

各ゾーンのイベント参加者たちが、御堂筋を行進しま

す。華やいだパレードをご期待ください。 

 【大阪学院大学吹奏楽部】 

コンクールや定期演奏会をはじめ、地域

のイベントにも数多く参加。シンフォニック

だけでなくマーチングバンドとしても活動し

ています。 

 

kk4249f1
タイプライターテキスト
　　　　

kk4249f1
長方形
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●御堂筋完成７０周年記念イベント - １ 

「御堂筋オープンフェスタ２００７ スタンプラリー＆クイズ」 

日 時 ： １３：００ ～ １５：５０ 

場 所 ： ◎スタンプラリー／ １．北地区 

２． 中地区 

３． 南地区① 

４． 南地区② 

「御堂筋」は、１９３７年５月１１日に完成し、今年で完成７０周年を迎えます。それを記念し

て、御堂筋のシンボル「銀杏」をデザインしたピンバッジ１万個を製作しました。当日、会場内

でクイズかスタンプラリーをクリアした方の中から、先着１万名に特製「イチョウのピンバッジ」を

プレゼントします。さらに抽選で景品が当たります。 

また、ピンバッジをお持ちの先着200名様に花で満ち溢れた写真スポットでプロのカメラマン

による写真をプレゼントします。 

７０周年記念・年間企画として１２月に実施される「光のルネサンス」にて、特製ピンバッジを

もらい、２種類のピンバッジが揃った方には、抽選で海外旅行をプレゼントします。詳しくは、１

２月に実施される「光のルネサンス」にて発表します。 

 

●御堂筋完成７０周年記念イベント – ２ 
「関西フィル・弦楽アンサンブル“心斎橋カーネーションコンサート”」 

第１会場  場 所 ： そごう心斎橋本店１階特設会場   １４：００ ～ （２５分間） 

第２会場  場 所 ： 大丸心斎橋店２階          ①１３：００ ～ （２５分間） 

        ②１５：００ ～ （２５分間） 

   内 容 ： 関西フィルハーモニー管弦楽団による、弦楽器を中心としたミニコ 

ンサートです。１２名編成と４名編成の２プログラムで「母の日」にふ 

わしい豊かな音色を奏でます。 

 

●御堂筋完成７０周年記念イベント – ３ 
御堂筋７０周年記念パネル展「御堂筋今昔」 

 

開通から７０年間にわたる御堂筋を個人から募った所蔵写真と産経新聞社所蔵の写真でつづる

「御堂筋今昔」を開催します。御堂筋オープンフェスタ以外の開催場所は下記のとおり。 

第１会場 場 所 ： そごう心斎橋本店 14 階  

開催日 ： ５月１日(火) ～ ７日(月) 

第２会場 場 所 ： りそな銀行御堂筋支店 

 開催日 ： ５月１４日(月) ～ １８日(金) 

 

 

 

特製「イチョウピンバッジ」イメージ 

kk4249f1
長方形
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●会場レイアウト図 

 

kk4249f1
長方形
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地区イベント／パレードが終わり次第、各地区にてイベントがスタートします 

●北地区（新橋交差点～御堂筋清水町交差点） 「アート」のゾーン 

①御堂筋アートグランプリ 

御堂筋が「一大アート空間」に変わる！ 

大阪をはじめ全国各地で行われるアートイベントの優秀者によるイベント。 

アートを志す３つの分野の人達のステイタスとなるグランプリ。 

Ａ 音楽ライブ／ 

出演：  ナイス橋本、ライムライト、cutman-booche、

MICRON’STUFF、チーム KGB(MC＆パフォーマンス） 

 

 

 

 
 

 ナイス橋本     

Ｂ ダンスバトル／関西を代表するダンスチーム８組によ

るダンスバトル 

出  演： MORTAL COMBAT、E.XMEN、C4、 
AIR REAL、日本の兄弟、Hirakata、 
Faith→Exist、body carnival 

JUDGE： MACHINE、KNIT、FUJI 
D J：   DJ TEE  

    DJ TEE 

Ｃ アート 

１０人の新星アーティストによるペインティング「１０スターズライブペインティング」 

御堂筋界隈に設置された１０体の白い星型オブジェに、当日１０人の新星アーティ

ストがその場でライブペインティングを行います。 

出  演： DRAGON、上田バロン、Cａｂ、河田潤一、 
木村達彦、KENTARROW、オブチ、 
福田誠吾、渋谷忠臣、buggy(タニグチタツヤ) 

 

②ワールドパフォーマンス 

◎ アートパフォーマンス 
出演： ヒューズ・ロジャー・マシュー、 

新聞女、KEN HAMAZAKI 
 

 
    2006 年の模様 

kk4249f1
長方形
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◎ ライブパフォーマンス 
Capoeira-west、ぶっきら兄弟、HamanaH 

 

 

③カフェ（オープンテラス） 

   RIVERCAFEによるオープンテラス 
 

 

 

 

●中地区（御堂筋清水町交差点～御堂筋八幡町交差点） 「ファッションとスポーツ」のゾーン 

 さまざまな文化が花開く街――大阪・御堂筋のど真ん中で、ストリートファッションショー

をはじめとしたイベントを開催します。ご家族揃ってお楽しみください。 

 

① ファッションショー 
LE CIEL BLUE（ル･シェル･ブルー）発のデザイナーズブランド
｢MANIANIENNA（マニアニエンナ）｣によるストリート・ファッションショー。 

 

 

②大阪エヴェッサイベント 
Ｂｊリーグ２００５～２００６シーズン優勝に輝いた

「大阪エヴェッサ」の選手を招き、バスケットの楽

しさを知っていただくとともに、スポーツを通じ健

全な青少年の育成に貢献するために様々なイベ

ントを実施します。 
  

 大阪エヴェッサ 

③フラワーショー 

フラワーアーティスト・フランソワ・ガルニエと、ファッションデザイナーとの花を使った

パフォーマンスステージが御堂筋を鮮やかに彩ります。 

 

④御堂筋眺望体験 

国土交通省の所有するトンネル点検車両と照明車を展示します。普

段乗ることができない特殊車両に乗って、上空からの御堂筋の眺望

を是非この機会に体験してください。 

⑤オープンテラス 

イスやテーブルを設置し、来場者への憩いと休息の場所を提供します。  
 トンネル点検車両 

 

kk4249f1
長方形
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【「ＩＡＡＦ世界陸上競技選手権大阪大会」ＰＲゾーン】 

①体験コーナー 

５メートルダッシュの体験コーナーを配置します。 

②その他ＰＲなど 

公式マスコット「トラッフィー」によるＰＲ，「ＩＡＡＦ世

界陸上２００７大阪大会」の見所紹介、クイズ大会等を

実施します。 
 

    公式マスコット「トラッフィー」 

 

 

●南地区①（御堂筋八幡町交差点～道頓堀橋北詰） 「ジャズ」のゾーン 

ジャズをこよなく愛するジャズメンによるスイングタイムをお楽しみください。大阪の名店に

よる屋台もこちら。 

 

①ジャズフェスティバル 

大阪ミナミといえばジャズの発祥地。今年は、ミナミの

街の活性化と国際交流をテーマにしたジャズフェステ

ィバルを開催します。高校や大学の学生バンドから社

会人バンド、さらには海外からのバンドも招聘し３ステ

ージ、１パレードを実施します。 

出演： Black Bottom Brass BAND、South Side Jazz、
Conte Basic Orchestra、北陽高校ジャズバン
ド部、New Standard Jazz Orchestra、Happy 
big J  

    2006 年の模様 

②夢屋台（飲食・物販） 

大阪が誇る老舗の名店による夢の屋台が登場します。この日だけの特別メニューをご堪能ください。 

【出展予定】 

今井（うどん）、料亭つる井（野菜てんぷら）、夫婦善哉（ぜんざい）、さ川（イカ団子の味噌か

け）、みつる（牛タン串焼き）、吉風（餃子）、四季のおでん（おでん）、是々（ｚｅｚｅコロッケ）、大

寅（手にぎり棒天）、福寿堂秀信（カキ氷・わらびもち）、河内ワイン（ミナミワイン） 

 

③オープンテラス 

椅子やテーブルを設置し、来場者への憩いと休息の場所を提供いたします。 
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●南地区②（道頓堀橋南詰～難波交差点） 「ダンス」のゾーン 

恒例となった社交ダンスとよさこい踊りのステージは、大人から子どもたちにも大人気のイ

ベントです。青空のもと是非ご一緒に…。 

 

①ダンス／社交ダンス、よさこい踊り等ダンスのコラボレーション 

社交ダンス(２５組)、よさこい踊り（７組）が参加し、

パワーアップしたステージにご期待ください。 

出演： 兵庫よさこい連、めちゃんこ夢邪気、ひめ

じ花の会、桃組、ピンクチャイルド、道具

屋筋まいど連、大阪府立今宮高校 

 

 
    2006 年の模様 

②トランポリン実演会 

阪南大学クラブトランポリン競技部のジュニア選手２名と一般選手２名による

パフォーマンスをご覧ください。 

 

 

 

 

一般からのお問合せ電話番号、並びにホームページ 

大阪市コールセンター 気軽になにわコール  06-4860-7285 

URL： http://www.tourism.city.osaka.jp/openfesta 
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～御堂筋の将来像 生誕１００周年に向けて～ 

「御堂筋完成 70 周年記念シンポジウム」 
大阪のメインストリート・御堂筋は、交通機能だけでなく、「憩いの場」「アートに触れる場」「四季

を感じる場」など、多面的に様々な表情を持つ「みち」へと進化し続けています。さらに、３０年後

の１００周年を展望して、「世界の御堂筋」として「御堂筋ブランド」を築いていくために、さまざま

な分野の方々に意見を頂戴し、御堂筋に関心を持つ市民の皆さま一人一人が御堂筋の将来像を心の中

に描くための情報交流の場としてシンポジウムを開催致します。 

 

●開催日時：平成１９年５月１６日（水） １６：００（開場１５：３０）～１８：３０（予定） 

 

●開催会場：大阪市中央公会堂 

 

●主  催：「新しい時代の御堂筋」協議会 

 

●定  員：３00 名 ※定員になり次第申し込み受付終了 

 

●プログラム 

 

15:30～16:00  開場、受付 

16:00～16:05  開会挨拶 

關 淳一（大阪市長） 

16:10～16:50  基調講演 「御堂筋の歴史・いま・そして明日へ」 

橋爪 紳也 （大阪市立大学都市研究プラザ教授） 

16:50～17:00  ビデオメッセージ 

           リシャール・コラス（シャネル㈱代表取締役社長、欧州ビジネス協会会長） 

           有森 裕子 （オリンピックメダリスト） 

17:00～18:25  パネルディスカッション「御堂筋の将来像 １００周年に向けて」 

白石 真澄 （関西大学政策創造学部教授） 

飯田 恭敬 （京都大学名誉教授） 

高林 喜久生 （関西学院大学経済学部教授） 

面出 薫 （ ㈱ライティングプランナーズアソシエーツ代表取締役） 

18:25～18:30  閉会挨拶 

           布村 明彦（近畿地方整備局長） 

 

●申し込み：（締め切り） 

◆ホームページより申し込みの場合 ：平成１９年５月１５日（火） １８時まで    

申し込まれる方は『http://www.midosuji.info/70/』にアクセスして 

下さい。 

 

◆郵送・ＦＡＸより申し込みの場合 ：平成１９年５月 ９日（水） １８時まで 

                              （郵送は５月９日消印有効） 

●問い合わせ：御堂筋完成７０周年記念事業実行委員会 事務局 

             （国土交通省 大阪国道事務所 地域調整課内） 

ＴＥＬ ０６－６９３２－１４２１ ＦＡＸ ０６－６９３２－１４３３ 

（平日１０：００～１８：００まで）URL:http://www.midosuji.info/70/ 
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