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組織運営

①協議会活動

総会（年1回 5月）

理事会（毎月1回）

各班会議（適宜）

デザイン部会（適宜）

川床新設説明・打合せ（申込時）

各プロジェクト協議（適宜開催）

→詳細は後述



組織運営

②テラスの設置・運営

新規テラスオープン

（H27年度） 3川床
・2015.6.2 『オリザ』⇒石原ビル
・2015.8.18 『農家厨房』⇒EDKビル
・2015.10.1 ⇒北浜１丁目平和ビル

（H28年度） 2川床
・ 2016.10.14 『&ISLAND』⇒日本文化会館
・ 2017.1.27 『MOUNT』⇒北浜ビジネス会館

（H29年度） 1川床
・2017.11.27 『北浜倶楽部』⇒昭和興産ビル
・他相談中



テラス運営支援

③テラス運用支援
（H27年度）
創業時のスピリッツの継承・共有と業務の偏在解決のため
事務局長廃止 班に分かれて業務分担の導入（試行）
1）ビルオーナー、テナントオーナーの意識共有の体制づくり

1，2班：川床運営,新規フォロー, 将来ビジョン,パイロット事業
デザイン担当,川床新設,占用許可等手続き,事業推進

3，4班：プロモーション,川床開き,その他イベント,
環境（清掃等） 渉外,周辺調整
イベント,プロモーション,取材ヒアリング視察対応清掃,店舗間連携,
関連機関との連携

5班：総務
会計,書記・議事録作成,総会理事会議案作成,
スケジュール・会場調整,会員整理・名簿管理,書類整理・保管



テラス運営支援

③テラス運用支援
（H28年度、H29年度）
1，2班：川床運営,新規フォロー, 将来ビジョン,パイロット事業

オーニングの色と高さについて
保証金が川床解体撤去時に不足する問題解決に向けて
「水景」整備提案調整

3，4班：プロモーション,イベント,環境（清掃等） 渉外,周辺調整
川床開き,その他イベント,定期清掃,

店舗間の足並み揃える方法や情報伝達の課題について

5班：総務
会計,書記・議事録作成,総会理事会議案作成,
スケジュール・会場調整,会員整理・名簿管理,書類整理・保管
→一部業務の外注へ



テラス運営支援

③テラス運用支援
現状の運営の課題を解決するため、以下の改善を実施

2）運営課題の解消
（H27年度）
テラス店 歩道行列問題対処→地域迷惑対応
テラス店 風除け適正化→ルール遵守指導
テラス店 オーニング色協議→景観検討

（H28年度）
テラス店 手すり色協議→景観検討
テラス展望台 手すり高さ協議（デザイン部会開催）

→ルール及び景観と安全性の考え方議論
（H29年度）
テラス店 照明の設置位置や照らし方について



テラス運営支援

③テラス運用支援
川床設置時の保証金（解体撤去費の事前預かり）ルールを改訂
（H27年度）
建築費の高騰や川床の規模・仕様の大型化・石張りなど複雑化
川床数・全体規模増加により精度が必要に。
（H28年度）
特徴的な4つの川床の解体撤去費の見積を取り、類型化を検討
したが、設置位置やビルの形状も関係して、類型化不可能。
連帯ではなく個別川床で責任を負える保証金ルールに。

■新しいルール

①既存川床⇒不足する保証金の追加は、各川床の自己負担
で補てんする

②新規川床⇒建設時に解体撤去の見積をとり、精査し保証金
の額とする



テラス運営支援

③テラス運用支援
川床設置時の保証金（解体撤去費の事前預かり）ルールを改訂
（H29年度）

既存川床（(4＋)8川床）について2社から見積（有償）
↓

事前に全川床設置者に保証金改定の同意書
↓

保証金額の導きだし（高い方）
↓

保証金改定額及び入金期限などについて決定



水辺の新たな風物詩

④大阪府護岸再整備への提案と協議
（H27年度）

2015.3.18～断続的に
大阪府都市魅力創造局と協議会
1,2班で中之島や水上から見た時の
景色（水景）について
ブレーンストーミング（さまざまな案出し）

協議会理事会でも協議

2016.3.9
H28年度測量・調査・設計予算化を
受けて「北浜の水辺整備を検討する会」
を開催。



水辺の新たな風物詩

④大阪府護岸再整備への提案と協議
（H28年度）
府都市魅力創造局、西大阪治水事務所、舟運事業者、管理運営可能な店舗
等と協議し、府発注実施設計事務所、照明協力事務所の協力のもとに実現
可能性を探る

・川から見た「水景」や
見られるステージ機能の整備

・「よそから舟で来る」
「舟からまちに入る」水都再生

（航路の安全確保）
（対岸中之島の景観との関係性）

北浜水辺協議会作成 イメージ図



水辺の新たな風物詩

④大阪府護岸再整備への提案と協議
（H29年度）
決定

・照明を中心に景観整備するアートステージと、

舟寄場を２丁目で整備。

（対岸の中之島水上劇場の中心線と軸線を合わせる）

・舟の係留施設は１丁目で整備する。

・現在、管理の仕方、負担の分担など協議



水辺の新たな風物詩

⑤北浜河川敷清掃
（H27年度）
2015.10.3 午前8:00～10:00 北浜2丁目エリア
（H28年度）

2016.7.7 午前7：30～8：30 北浜1丁目エリア
（H29年度）
2017.10.12 午前8:00～9：00 北浜2丁目エリア
ゴミは減っているが草木の処分が多い。



水辺の新たな風物詩

⑥川床開き 川床安全祈願 水辺の安全祈願 東日本大震災早期終息

少彦名神社→堺筋練り歩き→ふれあいの岸辺→土佐堀川から各川床→土佐堀通

（H27年度） 2016.3.25
（H28年度） 2017.3.24

協力 少彦名神社 大阪水上バス
取材・ゲスト 船場経済新聞 大阪ワンダ―ループバス



水辺の新たな風物詩

⑦加盟店舗による連携イベント
北浜水辺めぐり～KITAHAMA RIVERSAIDE FLOW～

班体制 店舗主体になって生まれた企画

第1回
2015 3/25～4/17
第2回
2016 3/24～4/7



水辺の風物詩

⑦加盟店舗による連携イベント

RIVERSIDEdeスパークリング
2016.8/1～8/31



水都パートナーズ 他イベント、他団体 との連携

⑧水都大阪パートナーズとの連携
（H27年度）
中之島ＧＡＴＥをメインとする
「水都大阪」記事に併せて掲載。

大阪観光局招聘
台湾ブロガー「刹有其食 」紹介
http://www.sakingdom.com/p25610



水都パートナーズ 他イベント、他団体 との連携

⑧水都大阪パートナーズとの連携
「都市を変える水辺アクション実践ガイド」
――初収録 水都大阪15年のドキュメント――

編著 泉英明 嘉名光一 武田重昭
監修 橋爪紳也
学芸出版社 2015年10月20日発行 2,400円＋税
執筆協力



水都パートナーズ 他イベント、他団体 との連携

⑧水都大阪パートナーズとの連携
（H28年度）
2016.10.8「水辺のにぎわい3DAYS！IN中之島」にて

平和不動産北浜1丁目ビルテラスをステージとして活用



水都パートナーズ 他イベント、他団体 との連携

⑩他イベントへの参加
（H27年度~29年度）
・2015.7.7 2016.7.7 2017.7.7 開催
「平成OSAKA天の川伝説」への協力
協賛、ポスター掲示、チラシ（いのり星販売案内）配布



水都パートナーズ 他イベント、他団体 との連携

⑩他団体への参加
（H27年度~29年度）

・大阪市船場地区HOPEゾーン協議会
参加・協力

2015.5.19 総会参加 議長受任
2016.5.20 同
2017.5.18 同

・中央区 自転車適正利用の
アピール方法検討会 委員参加
（H27年度）
6/15 10：00～ ＠中央区役所
1/29 13：30～ ＠中央区役所
（H28年度）
7/5 13：30～ ＠中央区役所
12/12 10：00～ ＠中央区役所
2/28 14：00～ ＠中央区役所
（H29年度）
8/10 13：30～ ＠中央区役所



地域内外にむけた発信

⑨プロモーション
（H27年度）

ホームページ
広報窓口の変更等更新

チラシ
川床開きVer. 通年活用Ver.



地域内外にむけた発信

⑨⑨プロモーション
（H28年度 29年度）
プロモーション



主な会議開催・業務実績

①総会
通常総会

H27.5.29 14：30～ ＠キタリシテ
H28.5.31 14：30～ ＠キタリシテ
H29.5.24 14：30~ ＠キタリシテ

②理事会
（H27年度）

H.27.4.23 14：30～
H27.5.25 14：30～
H27.6.22 14：30～
H27.7.24 14：30～
H27.8.24 14：30～
H27.9.28 14：30～
H27.10.26 14：30～
H27.11.24 14：30～
H27.12.21 14：30～
H27.1.25 14：30～
H27.2.22 14：30～
H27.3.22 14：30～
＠5月,7月はキタリシテ
それ以外 北浜フォーラム

理事会
（H28年度）

H28.4.19 14：30～
H28.5.16 14：30～
H28.6.21 14：30～
H28.7.19 14：30～
H28.8.23 14：30～
H28.9.27 14：30～
H28.10.25 14：30～
H28.11.22 14：30～
H28.12.20 14：30～
H29.1.17 14：30～
H29.2.22 14：30～
H29.3.21 14：30～
＠北浜フォーラム

理事会
（H29年度）

H29.4.18 14：30～
H29.5.16 14：30～
H29.6.20 14：30～
H29.7.18 14：30～
H29.8.22 14：30～
H29.9.19 14：30～
H29.11.21 14：30～
H29.12.21 15：00～
H29.1.16 14：30～

＠北浜フォーラム



主な会議開催・業務実績

③各班ミーティング
（H27.7月以降）
1,2班 3,4班 5班に分かれ月1回~適宜開催

④デザイン部会
（H27年度）

7/2~ 1/8~ 1/26~ メール開催
（H28年度）
本年度より間宮さん吉羽さんが加入６名に
9/28～ オーニングの色と高さについて
11/1～ 解体撤去費と保証金について

⑤川床新設説明・打合せ
（H28年度）

7/19 19：00～ 北浜ビジネス会館・ホーン
ツ(MOUNT)

8/2 16：00～ ケイオス（北浜長屋）
1/13 11：00～ 堂島麦酒（ハウザービル）
1/18 17：30～ ケイオス・高岡事務所（北浜
長屋）

3/13 16：30～ 堂島麦酒・掛谷工務店（ハ
ウザービル）
（H29年度）

6/13 15：00～ ケイオス（北浜長屋）
6/21 15：00～ honda（昭和興産ビル）
7/28 11：00～ hondaエステート・MCレスト
ラン（昭和興産ビル）

8/4 13：30～ hondaエステート・アローコー
ポレーション（昭和興産ビル）
10/17 13：30～ 大阪市都市計画課

景観担当と協議
景観条例施行に伴う調整



主な会議開催・業務実績

（H28年度つづき）
1/14 14：00～ 専門家(長町様・藤本様)

設計会社＠INFIX
1/27 9：30～ 府と設計会社＠INFIX
2/9 17：30～ 水上バス＠はちけんや
2/23 10：00～ 府・設計会社＠INFIX
3/23 16：00～ 府・設計会社＠INFIX

（H29年度）
5/29 13:00～ 府＠INFIX
6/22 13:00～ 水上バス・府＠大阪府西大阪治水
事務所
7/6 9：00～ 水上バス 府＠西治水
8/2 10：30～ 舟寄場張り出し実験設営＠現地
8/3 11：00～ 舟寄場張り出し実験

府・水上バス＠現地土佐堀川北浜2
8/29 19：30～ 府＠INFIX
10/24 15：30～ 府＠西治水
12/20 9：30～ 府＠西治水

⑥水景の整備について
大阪府都市魅力創造局とブレーンストーミング
（H27年度）

8/26 16：30～
10/21 16：00～
11/25 16:00～
2/4 10：30～ ＠ＩＮＦＩＸなど

（H28年度）
大阪府等との打合せ

5/23 13：00～ 府＠INFIX
7/24 14：00～ 水上バス＠はちけんや
8/3 16：00～ 府＠シュール・ムジュール・デサ
キ

9/6 10：00～ 府・設計会社＠大阪府西大阪治
水事務所

9/27 18：00～ 設計会社＠北浜
10/21 10：30～ 府＠INFIX
11/17 12：00～ 設計会社＠INFIX
12/2 10：00～ 府・設計会社・＠大阪府西大阪
治水事務所

12/19 13：00～ 府＠INFIX
12/27 13：00～ 府＠INFIX



主な会議開催・業務実績

⑦北浜の水辺整備を検討する会
（H27年度）

3/9 14：30～ ＠北浜フォーラム

（H28年度）
6/1 18：00～ 具体案に向けてREAL会合＠ギャラリー風
6/9 16：30～ 府と設置位置決め現地踏査＠中之島公園
1/24 14：30～ 全体会合＠キタリシテ

《メーリングリストによる進捗報告 等》
5/10
5/24
6/3
11/14
12/21
3/22

⑧北浜ルンバ管理 船着場社会
実験
（H28年度）
《打合せ》

6/1 13：00～ ＠大阪府西大阪
治水事務所

6/15 11：30～ ＠enoco

⑨解体撤去費・保証金 特別会議
（H28年度）
《打合せ》

9/6 18：00～ ＠モト・コーヒー
10/4 13：30～ ＠INFIX



パブリシティ

テレビ、雑誌、新聞などへの掲載

↑ 朝日新聞2015年8月25日夕刊
日経新聞2015年5月30日→

読売新聞
2015年
8月28日

→



パブリシティ

テレビ、雑誌、新聞などへの掲載 月刊島民7月号



パブリシティ

テレビ、雑誌、新聞などへの掲載

まっぷる超詳細大阪さんぽ地図mini
2015年12月15日発行



パブリシティ

テレビ、雑誌、新聞などへの掲載

mina2017.4月号 MeetsRegional2017.3月号 土木施工2016.11月号

他掲載多数により把握できず



視察・取材対応

分類 日程 内容 相手先 人数 備考 担当理事

取材 H27.4.6
ABCラジオ「武田和歌子
のピタッと」

レポーターあずまっちが「北浜うらら」を紹介 山根

視察 H27.4.13 大成建設㈱ 後藤様 8
北浜テラスを案内・紹介 「ボーン グランデ ア
リア」 松本

取材 H27.4.17
NHK大阪「関西ラジオワイ
ド」岸 有佳里様

「都心の川床、シーズン到来」について
取材協力「きのした」 山根

視察 H27.5.11 横浜市会議員 3
北浜テラスの概要・北浜テラスの今までの経
緯・北浜テラスの現状の課題・今後の計画につ
いて 「ＯＵＩ」

松本

取材 H27.5.13
日経新聞 池田様 （掲
載5/30）

北浜テラスの立ち上げから現状について 山根

取材 H27.5.15
㈱MAP＆NEWS 本吉様
WEBサイト「旅色」 5/25-
6/24掲載分

「北浜テラス」について 山根

取材 H27.5.19 月刊島民 江口様 土佐堀通りについて 山根

取材 H27.5.23 サンケイリビング 田尻様
北浜テラスを紹介
「ボーン グランデ アリア」(写真) 関

取材 H27.6.1 大阪市交通局 水島様
夏のおでかけキャンペーン北浜テラス写真提
供 「ボーン グランデ アリア」(写真) 山根

取材 H27.6.5
NHK「ニュースホット関西」
リポーター 石田様

「北浜テラス」について 山根



視察・取材対応

分類 日程 内容 相手先 人数 備考 担当理事

取材 H27.6.16 大阪市交通局 水島様
大阪市交通局HPにて北浜テラス7・8月イベント
情報を掲載 山根

取材 H27.7.15
読売新聞 久場俊子様取
材

山根

取材 H27.7.15
㈱Clay 北田様 「るる
ぶ.com」「るるぶNEWS」
8/4～掲載

北浜テラスを紹介 「真琴」テラス
チラシ写真提供 山根

取材 H27.7.15
クエストルーム㈱ 「ノ
ジュール8月号」

北浜テラスを紹介 山根

取材 H27.7.21 大阪観光局 高山様
雑誌「AdventureJapan」真琴テラスチラシの写真
提供 山根

取材 H27.7.23
J：COM 「関西TODAY」
篠田様 8.18放送

北浜テラスについて 事務局
店舗取材：NORTHSHORE・北浜ルンバ

山根・北
陸・川崎

取材 H27.7.30 朝日新聞 神田誠司様 山根

ヒアリン
グ

H27.8.5
大阪大学大学院 井上舞
様・木多先生

水都大阪成功の要因とプロセスについて 山根



視察・取材対応

分類 日程 内容 相手先 人数 備考 担当理事

視察
H27.10.2
1

広島商工会議所 11 末村

取材 H28.3.25
船場経済新聞
佐野登史子様取材

川床開き 出﨑



視察・取材対応

分類 日程 内容 相手先 備考 担当理事

取材
H28.4.5 ＮＨＫラジオ「関西ラジオ

ワイド」
農家厨房から生中継 山根・大仲

視察 H28.7.28 広島商工会議所 中之島SPININGにて
末村、平野、
野原

取材 H28.9.8 ラジオ出演
BROOKLYN ROASTING 
COMPANYにて

伊勢

視察 H28.9.9
内閣官房参与
藤井聡先生

北浜水辺協議会の歴史につい
て

末村、伊勢、
野原

（H29年度）
取材 H29.8 読売新聞 3，4班
視察 H29.10 株式会社クオル、東急不動産 3，4班
取材 H29.12 朝日新聞 「水都再び川きらめく インスタ映え整備」3，4班
取材 H29.12 日経新聞「中之島周辺の「水都」の整備」 3，4班



北浜テラス利用者数 H２６年度～H２８年度

年間（H28）
15.3万人の
利用！

H28 15.3万人
H27 12.3万人
H26 8.2万人
H25 5.7万人
H24 3.1万人
H23 1.9万人



「関西まちづくり賞」受賞

日本都市計画学会関西支部 『関西まちづくり賞』受賞 H29.4.8

タイトル：地域協議会による地域価値を高める北浜テラスの設置・運営
受賞者：北浜水辺協議会・水辺のまち再生プロジェクト・

NPO法人もうひとつの旅クラブ・omp川床研究会

H29.1.23 ヒアリング ＠＆ISLAND
H29.4.8 表彰式・講演・シンポジウム

＠大阪市立大学交通センター ホール



平成２７～２９年度の活動総括

・平成27～29年度は5店舗6川床の増加（計14店舗15川床）。
全体として利用者が増加している
既存川床は緩やか増加、新規川床の増加分が大きい

・初めて店舗のない「展望台」スタイルの川床登場。
統一されたデザイン守りつつ安全確保に腐心。

・創業時のスピリッツの継承・共有と業務の偏在解決のため
事務局長廃止 班に分かれて業務分担の試行 一部外部委託

・「北浜水辺めぐり～KITAHAMA RIVERSAIDE FLOW～」の
イベントを店舗主導で企画運営

・ 「RIVERSIDEdeスパークリング」の持ち込み企画に賛同店が
参加する新たなイベントのスタイル



平成２７～２９年度の活動総括

・ルールの徹底

・出席理事の少数固定化など理事会運営のありかた協議

・解体撤去のための保証金のルール改訂 担保力強化へ

・河川敷を民で利活用する視点から、
「水景」を見てもらうための河川敷整備提案へ
大阪府の河川敷改修予算化実現。
協議会や北浜地域での議論、方向性とりまとめ
関係するステークホルダーとの調整。



事業継続（占用更新）後の予定

・創業時のスピリットを継承できる仕組みの追求 と
さらなる全理事参加

・10周年となる2019年をめどにHPリニューアル

・テラス店以外を巻き込むRIVER SIDE FLOWの
外国人の方へのプロモーションを想定して充実検討。

・SNS「インスタグラム」を利用したアピール方法について協議

（大阪の中心に世界に誇る景観をつくる）
・「水景」整備の実現
・舟寄場、係舟場の管理体制の確立


