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キタ歓楽街環境浄化推進協議会
〒530-0056 大阪市北区兎我野町 9番 23号 聚楽ビル 6F
tel 06-6312-1551   fax 06-6312-1556　mail kitakanrakugai@gmail.com
facebook  https://www.facebook.com/kitakan.kyogikai

事務局
補助

阪急東通第一商店会／阪急東通第二商店会／阪急東通第三商店会／阪急東中通商店街振興組合／パークアベニュー堂山商店会／阪急東中央商店街振興
組合／曽根崎お初天神通り商店街会／曽根崎中央商店会／兎我野町町会／太融寺町振興町会／兎我野町商店会／小松原町振興町会／堂山町町会／神山
町振興町会／曽根崎１丁目振興町会（東･西）／曽根崎 2 丁目北振興町会／曽根崎 2 丁目南振興町会／大阪府旅館ホテル生活衛生同業組合北支部／大
阪府飲食業生活衛生同業組合北支部／曽根崎防犯協会北野地区支部／曽根崎防犯協会曽根崎東地区支部／曽根崎防犯協会曽根崎ビル防犯部／大阪地下
街（株）梅田管理事務所／野崎町振興町会／南扇町振興町会／角田町振興町会

●地区に移転したり、地区で事業をはじめるときには、町
会や商店会に入会しましょう。ビルやマンションを建設し
たり、取得したときには、ビル自主規制部会に入会し、自
分の財産を守りましょう。
●具体的な活動に参加できなくても、情報を共有し、役割
分担したり連携したりすることにより、まちの環境を守り
ましょう。
●働いている人の迷惑行為はまちのレベルの低下を招き、
長い目で見ると経営者が損をすることになるので、まちの
ルールやビルのルールを守る気風を育てましょう。

●キタ歓楽街環境浄化推進協議会では、「まち案内エスコート」をはじめ、「まち歩き」「壁
画アート」など楽しくかつ大阪の役に立つ活動をおこなっ
ています。誰でも参加できるので、Facebookやウェブペー
ジの募集を見て参加してください。
●皆さんが、こんな場所がもっとあったらいいなと思う場
所の情報は、意欲のある人のビジネスチャンスになります。
素敵な店、好きな場所を SNS 等にどんどん書き込んでく
ださい。
●違法な行為や迷惑な行為は、お客さんのニーズがあるか
ぎり、なくなりません。店が営業できているから違法では
ないと思いがちですが、そうではない店もあります。ご自
分で判断して、被害に遭わないよう、また共犯にならない
よう、注意してください。

活動への
参加方法

事業を
はじめる
ときは

 

9 月
12月
11月
7月
12月

3月
4月
9月
3月

平成 18年
平成 18年
平成 19年
平成 23年
平成 24年

平成 25年
平成 25年
平成 25年
平成 26年

設立
「第 1回環境浄化パレード」実施
「第 1回青色防犯パトロール」実施
「大阪市まちづくり推進団体」認定
「もと大阪北小学校等用地」の利活用に
関する提案
「ウメチャリ」オープン（北野連合町会）
「第 1回まち案内エスコート」実施
「ビル自主規制部会」設置
「ウメチャリ」落書き消し 実施

3月
4月
5月
5月
7月
8月
10月
11月
8月
10月

平成 26年
平成 26年
平成 26年
平成 26年
平成 26年
平成 26年
平成 26年
平成 26年
平成 28年
平成 28年

「第 1回まち歩き」実施
「パチンコ 123」協定締結
「環境健全化会議」開催
「ウメチャリ」壁面アート 実施
「サイクルサポーター」登録
「客引き適正化条例」要望書提出
「客引き適正化条例」区域指定
「ビル自主規制部会勉強会」開催
まちづくり構想策定（予定）
まちづくり構想提出（予定）

経緯

このまちづくり構想は、大阪市のまちづくり活動支援制度の支援を受け、これまでの活動の成果を踏まえて、まちの将来像と実現に向けての基本的な方向を取りまとめたものです。
（作成：平成 28年 4月）

つくろう
もっといい街 キタい街
キタ歓楽街地区周辺は、西日本一の乗降客を擁する梅田ターミナルの南東に位置し、北野地域と曽根崎地域に
またがる繁華街です。
キタ歓楽街環境浄化推進協議会は、平成 18 年発足以来、地域の各種団体や関係機関と連携しながら、まちの
環境を向上する活動を進めてきました。まちの環境をさらによくしていくためには、住民や事業所などさまざ
まな立場の人がまちの将来像を共有して、できることから一歩ずつ進める必要があります。

キタ歓楽街地区周辺は、西日本一の乗降客を擁する梅田ターミナルの南東に位置し、北野地域と曽根崎地域に
またがる繁華街です。
キタ歓楽街環境浄化推進協議会は、平成 18 年発足以来、地域の各種団体や関係機関と連携しながら、まちの
環境を向上する活動を進めてきました。まちの環境をさらによくしていくためには、住民や事業所などさまざ
まな立場の人がまちの将来像を共有して、できることから一歩ずつ進める必要があります。

※基図に大阪市デジタルマッピング地図を使用※基図に大阪市デジタルマッピング地図を使用
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多彩な
暮らしが
共生する
まちづくり

安心して
楽しめる
まちづくり

キ タ 歓 楽 街 地 区 周 辺 ま ち づ く り 構 想 (案)

由緒ある社寺等の歴史的資源

話題を発信し続ける文化的資源

乗換・買物客でにぎわう地下の歩行者空間

ターミナルから伸びる商店街など
地平の主要な歩行者空間

街路樹がありビルが立ち並ぶ幹線道路
ネットワーク

西日本
最大のターミナ
ルと世界最大級の地
下街があり、多くの
人でまちが賑わって
いる。

都島通
や扇町通、新御堂

筋など、幹線道路が地区
を南北東西に貫き、車のア
クセスにも恵まれる。街路
樹が整備された幹線道路
沿にビルが立ち並

ぶ。

ターミ
ナルから周辺に伸び

る商店街を背骨として、商
業・娯楽施設が集積している。
2,800 室を超える宿泊・研修施
設があり、ライブハウスやホール
なども多数点在している。ファッ
ションホテルも多い。
性的多様性を特色とする店
舗等が集まっているエ

リアがある。

住 民
1,700 人 に 対 し、

昼間の就業者は約 3.9 万
人（平成 22年国勢調査）。
都心回帰に伴い東側エリアか
ら住宅が増えはじめている。
15 歳未満人口の比率が
極端に低い。



路上看板や商品のはみ出し、放置自転車等の防止

駐車場・駐輪場の整備と利用促進

違法な客引き防止

歩道沿いの外壁後退等による安全な歩行空間の確保

歩行者ネットワーク沿いの楽しみづくり

違法営業者の進出防止（適正な取引や契約の促進）

人の目が届く明るいまちの雰囲気づくり

ビル管理者や地域による違法行為の監視と情報共有

狭あい道路の防災対策と非常時の通路確保

津波避難ビルの確保

帰宅困難者対策（災害時の一斉帰宅抑制と滞留・備蓄スペース）

災害応対訓練の定期的実施等による体制づくり

歴史資源、伝統等についての情報共有と発信および活用

生活環境に配慮した店舗等の営業ルール

おもしろい住まい・暮らしかたの誘致や奨励

路地利用等まちの特徴に合わせた取り決め

住民や店舗等の個性を生かす地域的な行事

世界からのアクセス性の向上

多彩な宿泊施設、買いものしやすい店舗・名物イベントの育成

来訪者の立場からのまちの案内表示や案内システムの充実

特徴ある “まちめぐりルート” の開発／知る人ぞ知る場所の発信

眺めて飽きない景観形成・メリハリのある緑

未整備都市計画道路の
整備、歩道の幅員確保

行政と市民の協働まちづくりの目標 企業や市民の協働 企業や市民それぞれ

誰もが安心して楽しむことができるまちキタの実現をめざして
子どもや女性ひとりでも、初めて来た人が、老若男女が、
安心して歩き、遊び、働き、暮らせるまちをめざそう。

昔ながらのものや新しいもの、住まいや接客施設、多彩
な性がそれぞれを尊重し、活用し共生するまちをめざそう。

特徴あるさまざまなテーマで世界の人々とつながる活動
や体験ができるまちをめざそう。
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多彩な
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堂山交差点の冬のイルミ ホワイティ梅田からひろがる
世界最大級の地下街

堂山交差点の冬のイルミ ホワイティ梅田からひろがる
世界最大級の地下街

名建築・梅田地下街の給気塔は、
村野藤吾の代表作
名建築・梅田地下街の給気塔は、
村野藤吾の代表作

地域の特性を生かした
テナント誘致
地域の特性を生かした
テナント誘致

昔ながらの雰囲気を残す路地昔ながらの雰囲気を残す路地

津波避難ビルに指定されている
富国生命ビルの 4階の「アサヒ
ラボ・ガーデン」は、地域の活
動と連携する文化情報発信・交
流の拠点となっている。

ダンスホール跡の駐車場に建設
されたパチンコ店は地域団体と
協定を結び、環境の形成・管理
に協力。

ウメチャリは、自転車の利用し
やすさと放置防止に向け、連合
町会が土地を借りて運営。

ビルの建替えに伴い歩道が整備
された。

街頭防犯カメラ。（多国語の啓
発アナウンスも流される）

津波避難ビルに指定されている
ボートピアの正面入口には、ス
テッカーが貼られている。

周辺環境とし
て「医学 × 公
× 商 × 遊」を
アピール
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自慢できる
ところ

課題がある
ところ

北野地域と曽根崎地域は淀川河口の洲に古くから発達した２つの集落で、江戸期
には大坂三郷に接する風光明媚な地として栄えました。明治期以降は一帯が梅田
ターミナルにつながる商業、宿泊、遊興の地として、喫茶、映画館、宿、舞台な
どの人をもてなす多彩なカルチャーを生み出し、これら積み重なった歴史・文化
がまちに散りばめられています。
高度経済成長に伴い、業務や複合商業ビルなどの集積も進みました。バブル期の
過度な地上げにより、一部に低未利用地が取り残されていますが、昨今の駅一帯
の都市再生の動きや、もと大阪北小学校跡地の開発などをきっかけに、いろいろ
な開発が動きはじめています。

キタ歓楽街地区はターミナルエリアの一角にありながら、大規模なプロジェクト
により面的なまちの再生が進む西梅田、茶屋町、「うめきた」などに比べ、停滞し
ているイメージがあります。
阪急東通り、お初天神通り、兎我野町などそれぞれに特徴がありますが、全体と
して良くも悪くも歓楽街・夜のまちといったイメージで見られがちです。
さまざまな取り組みにより改善は見られますが、性風俗営業や居酒屋などのキャッ
チ、放置自転車など、目先の利益にとらわれ、自分さえよければいいといった調
和を乱す迷惑行為が目にあまり、まちのイメージが悪化しています。

歴史的なエピソードに恵まれるまち

大坂三郷につながる北野村、曽根崎村

戦災復興と都市再生

歴史的なエピソードに恵まれるまち

大坂三郷につながる北野村、曽根崎村

梅田ターミナルとともに発展、音楽や芸能など多彩なカルチャーを発信梅田ターミナルとともに発展、音楽や芸能など多彩なカルチャーを発信

戦災復興と都市再生

青色防犯パトロール

環境浄化パレード

まち案内エスコート

迷惑駐輪防止・駐輪場利用呼びかけ

壁面アート

まち歩き

開発への提案

情報発信

青色防犯パトロール

環境浄化パレード

まち案内エスコート

迷惑駐輪防止・駐輪場利用呼びかけ

壁面アート

まち歩き

開発への提案

情報発信

キタ歓楽街環境浄化推進協議会の取り組み

楽しみながら、誇りを持って

「まちづくり」を！
楽しみながら、誇りを持って

「まちづくり」を！
まちづくり構想の実現に向けてまちづくり構想の実現に向けて

毎週金曜夜 8 時より実施。地域主体の
活動が行政を動かし、無料案内所の規
制強化や客引き適正化条例の制定、客
引き指導員の配置などにつながってい
ます。

年 2 回、地域の各種団体と合同で、違
法行為や迷惑行為防止の呼びかけをお
こないながらパレードを実施。沖縄民
謡風のメッセージソングを歌い、楽し
く行進しています。

増え続けるインバウンドに対応するた
め、迷っている人に声をかけ、みち案
内を実施。年 3 回ほど実施。客引きに
よるまちのイメージダウンを減らす効
果もあります。

迷惑駐輪問題解決のため、北野連合振
興町会が堂山町に「ウメチャリ」を開設。
同時に利用促進／迷惑駐輪防止のため
の啓蒙活動を実施。関西大学の協力を
得て、原因究明の調査も実施。

落書きされた駐輪場の壁面を、消すだ
けでなく、再び落書きれないよう、壁
面アートを製作。SNS で呼びかけ、
100 人以上が参加。自分で描くことで
愛着が湧き、落書きに注意するように。

アサヒ ラボ・ガーデンとコラボし、ま
ち歩きを実施。まちの歴史を知ること
で、まちを見直すきっかけづくりにし
ています。

もと大阪北小学校の売却時、連合振興
町会や各種団体がそれぞれの立場から
提案をまとめ、開発計画に反映。広範
囲に影響が及ぶ開発の場合、協議会が
窓口となり、協議・協定を進めています。

内外に活動を知らしめるため、イベン
ト参加の呼びかけや仲間づくりのため、
協議会では、早くから Facebook を活
用しています。また、アーカイブ作成
のため、ウェブページも開設しました。

北野連合振興町会のほぼ全域
人口／約1,430人
就業者数／約31,000人
通学者数／約920人

性風俗営業の集中するエリア

客引き行為等禁止区域

細街路が多いエリア

曽根崎連合振興町会の東部
人口／約270人
就業者数／約7,800人
他に梅田1～3丁目に約52,500人

北野村は豊臣家にかか
わりが深く、太融寺に
は淀殿の墓がある。ま
た兎我野町は日本書紀
の中で、仁徳天皇の時
代に登場する古い地名。

曽根崎村の氏神である
露天神社（お初天神）は、
「曽根崎心中」の舞台
でもあり、現在は「恋
人の聖地」として全国
から参拝客が絶えない。

再開発が進む JR 大阪
駅南側。阪急百貨店、
富 国 生 命 ビ ル の リ
ニューアルオープンに
続いて、阪神百貨店も
建て替え。低利用用地
にも再開発の兆し。

お初天神通り商店街か
ら東に延びる路地が再
生され、若い女性を中
心に新たな賑わいを創
出している。

幹線道路に残る龍王大
神と大イチョウ。この
場所も、かつては太融
寺の境内だった。

北野村の氏神である綱
敷天神社の狛犬は、戦
災を生き延び、平成
27 年に奉納 100 周年
を迎える。

映画館「ピカデリー」は、
その名残を残しつつ、
ライブハウスや芝居小
屋が入居し、新たなカ
ルチャーを発信し続け
ている。

一帯は戦災で焼失した
が、昔ながらの商店街
を骨格として、梅田
ターミナルの発展とと
もに商業をはじめ、さ
まざまな施設が集中。

ゴミ投棄や野良猫による環境悪化／放置自転車が多い

性風俗産業 /客引きが多い /商店街に物販店舗が少ない

町会や商店会に未加入の人が多い／まち活動に参加するきっかけが少ない

適切な管理ができてい
ない空地・空き家等が、
不法投棄・野良猫等に
よるまち全体の印象を
損なっている。

風俗営業適正化法の違
反や脱法行為も見られ、
これらの場所を舞台と
する凶悪犯罪事件も起
こっている。

客引き適正化条例によ
り客引きは減ってきた
ものの、氏名公表や前
科をものともしない悪
質な人たちがまだ残っ
ている。
（写真は取締日）

地下街とのつながりな
ど歩行者のネットワー
クがわかりにくい。
新御堂筋沿いが暗い。
また、全体的に緑が少
ない。

町会活動を知らせる掲
示板は活発に活用され
ているが、自己の利益
を優先し、まちの環境
に無関心で、町会や商
店会に加入しない人が
多い。

野良猫に餌やりをする
人がおり、そのせいで
迷惑を被っている人や
建物が数多くある。

道路が狭く入り組んで
おり、防災面等に問題
のある一角がある。ま
た、災害時の帰宅困難
者への対応が不足して
いる。

駐輪場整備とともに全
域が放置禁止区域に指
定され、まち全体にあ
ふれていた放置自転車
は減少したものの、ま
だかなりの放置が残っ
ている。

環境面の課題

土地利用面の課題

都市施設面の課題

組織面の課題

ゴミ投棄や野良猫による環境悪化／放置自転車が多い

性風俗産業 /客引きが多い /商店街に物販店舗が少ない

道路が狭く防災面で問題がある一画がある／災害時帰宅困難者／地下街とのつながりがわかりにくい道路が狭く防災面で問題がある一画がある／災害時帰宅困難者／地下街とのつながりがわかりにくい

町会や商店会に未加入の人が多い／まち活動に参加するきっかけが少ない

環境面の課題

土地利用面の課題

都市施設面の課題

組織面の課題

ビルオーナー・管理者の役割

■適切なビルの管理運営
　　ビル自体の品質管理（オーナーとして法令遵守）／テナ
　　ント管理（違法行為監視、指導）
■テナントへの情報提供
　　行事やルール等の地域情報／名物や特典等の魅力情報
■まちづくり活動への協力
　　部会入会／一緒に環境向上／協働でのプロモーション

キタ歓楽街環境浄化推進協議会の役割

■連合振興町会のエリアにまたがる活動（安心・安全、情報発信、
情報共有）
■広域的に参加を呼びかけておこなう活動（まち案内エスコー
ト、まち歩き）
■連合振興町会と商店街組織が連携しておこなう活動の調整
■連合振興町会のエリアにまたがり、影響のある開発者への
協力要請、協定締結

連合振興町会や商店会の役割

■エリア内のコミュニティ形成の推進、歴史・文化の情報発信、
交流・祭り
■エリア単位での防犯・防災・環境維持改善活動
■エリアにかかわる開発者との協議調整、協定締結
■町会加入・商店会加入など、開発・進出・入居時のルール
作りと管理運営

ビル自主規制部会の設置

ビルオーナー・管理者が自主的
に、ビルの資産価値とまちの資
産価値の向上を両立させるため
の取り組み。
勉強会などを通じ、課題共有と
協力体制の強化を図っています。 勉強会の様子

エリア全体で情報を共有

エリア全体で活動

ルールづくり 多方面に呼びかけ

エリア全体で情報を共有

エリア全体で活動

ルールづくり 多方面に呼びかけ

地域の動向
好ましい開発や人気のある施設
自転車対策や野良猫対策

青パトなど環境浄化・向上の取り組み
歩行者ネットワークづくり
エリア全体にかかわる開発協議

共生のありかた
ビルオーナーやテナントの

自主規制

大阪ホスピタリティの向上
みんなで楽しめる活動を
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※基図に大阪観光局エリアマップを使用

小松原町

曽根崎 1丁目

曽根崎 2丁目

太融寺町

兎我野町

神山町

堂山町

南扇町

野崎町

角田町

丸一ホテル

ホテル法華クラブ大阪

ホテル関西
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