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東横堀川 I N Gとは？
水環境リサーチProject! 水質編大阪の川の中で、唯一全面を高速道路に覆われた東横堀川。水門

で囲まれた安全な水面と空間が、約3kmにわたって連なっているの
が強みです。将来的には全ての川沿いが公園・緑道になって歩ける
ようになる計画ですが、今はまだまだ活用されていない水辺です。
そんな東横堀川に市民や地域、活動団体、企業など、多様な主体の
「○○したい」を、水面と水辺空間に集めて実践していくことで、新し
い東横堀川のあり方を考えていくプロジェクトです。東横堀川のあり
方をみんなで描いていきましょう!

東横堀川ってキレイ! ?

「もっと水に近づきたい!」「水に触れたい!入ってみたい!」そん
な声を活かしていくために、まずは、東横堀川の水環境の本当
のところを知るリサーチプロジェクトを開催します。みんなで東
横堀川の水環境について学び・考えましょう!

大阪・中津を中心に開かれているトーク セッション イベント「ハイパー縁側」とコラボし東横堀川にて開催!みんな
の「やってみたい」を持ち寄り、これからの東横堀川のあり方を考えます。みんなでワイワイお話しましょう!

1.29(日) 13：00～15：00 β本町橋

●東横堀川の水質レクチャー  講師：藤原康博氏（大阪市立環境科学研究センター）
●水中ドローンで川の中をのぞいてみよう!  講師：武岡禄基氏（JDA日本ドローン協会）

Open Meeting!

Vol.02 東横堀川×ハイパー縁側 “パブリックを活かすみんなの活動”

みんなで語ろう!

東横堀川のこれからをみんなで考える、オープンでフラットな場です。
どなたでもご参加いただけます！

2.12(日) 13：00～15：00 β本町橋2F ラボ

●料金／無料予約不要

●料金／無料予約不要

東横堀川INGでのさまざまな取り組みの報告や、リサーチ結果など、今年度の成果をまとめて共有する会です。
どなたでも自由にご参加いただけます。お気軽にお越しください。

Vol.03 東横堀川 ING活動報告会2023

3.9(木) 18：30～20：30 β本町橋2F ラボ

●料金／無料予約不要

申込や詳細については、SNS等にて順次お伝えいたします。

東横堀川における水都大阪のシンボル空間創出調査研究
水都大阪コンソーシアム Tel:06-6210-9311

受託事業者：株式会社ワイキューブ・ラボ
Tel:06-6583-3333 e-mail:mail@y3-lab.co.jp
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使われてない水辺

みんなの「チャレンジ」がつくる
将来の水辺のイメージ



水上キャンプ  ～食う×寝る×巡る～

今橋

農人橋（中央大通）東横堀川水門

β本町橋
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β本町橋周辺
10.28(金)–29(土)

●料金／無料要予約

水の上に浮かんでキャンプす
る!頭上は高速道路、周りはビ
ルに囲まれた大阪のど真ん中
の川に浮かぶ水上キャンプサイ
トを設置。船の往来のない早朝
にはサップボードや水上自転車
で水上さんぽを楽しめます。まち
なかの水辺で食う×寝る×巡る新しい価値と魅力の発見につながる究極
の非日常体験をどうぞ。

サップや水上自転車による様々な水上アクティビティを提供してき
ました。水門で囲まれ、阪神高速という屋根もかかった安全な東横
堀川だからこそできる水上で「寝る」という新たな体験へのチャレン
ジに私たちもワクワクしています。

チャレンジャーの想い／（一社）日本シティサップ協会
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1.16(月) 東横堀川～道頓堀川
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22時以降はクルーズできない
東横堀川・道頓堀川でナイトク
ルーズ! この2つの川は、22時
に閉まる水門で囲われているこ
の2つの川で、普段はクルーズ
できない時間帯の特別なモニ
タークルーズを体験いただき、
これからのナイトライフを考える簡単なアンケートにご協力いただきます。

大阪・日本の観光で弱いとされる夜の観光ですが、水門内に係留
できる施設もできたので、このモニタークルーズを通してニーズを調
査し、大阪のこれからのナイトライフを他の舟運事業者さんたちとも
考えていけたらと思います。  

●料金／無料

チャレンジャーの想い／（株）GLORIA

BLUE    CRUISE    GREEN    BROWN

Blue-Site ING

東横堀川で活用できる場所

ナイトクルーズ
大阪のナイトライフを考える

橋脚と護岸に囲われた
航路から外れている水面。

整備された公園や緑道。
一部閉鎖されている場所も。

将来の公園・緑道の予定地で、
今は閉ざされている。

船が行き交う航路。高速の橋桁が
屋根となったここにしかない河川空間。

Green-Site ING Brown-Site ING Cruise-Site ING

要予約

水の上シネマ
3.18(土) 18：00–21：00
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川の上から映画を観る、“水の
上シネマ”が開幕！水上に浮か
ぶサップボードや船が客席とな
り、建物にかかる大型スクリーン
で映画を観る、体験型の屋外シ
アターです。上映作品は、日本
を旅して食のもったいないを美
味しくたのしく解決する“もったいないキッチン”。ほかにはない映画体験を
お楽しみください。

●料金／1,650円～　●予約窓口

β本町橋周辺

人力船や動力船による航行するだけでなく、ただ滞在するという新
しい水上の使い方を検討しています。きっと楽しく思い出に残る鑑
賞体験になるはず!

チャレンジャーの想い／（一社）水辺ラボ 他

BLUE    CRUISE    GREEN    BROWN

東横堀川エリアの清掃活動
3

東横堀川エリアで新しいチャレ
ンジが行われる前に、現場をきれ
いにお掃除したい!自分たちが働
くエリアの発展にすこしでも貢献
できるよう、地元企業の有志で
集まって、清掃活動を行います。
同じ気持ちの方のご参加大歓
迎!様々なプロジェクトが気持ちよく開催されるよう一緒にお掃除しましょう。

東横堀川緑道
1月～

●料金／無料予約不要

大阪市中央区備後町が本社の企業の有志メンバーで、周辺地域
発展のお手伝いがしたいと応募しました。清掃活動を通して綺麗
になった東横堀川沿いで、これから新しい活動が生まれていくのを
楽しみにしています。

チャレンジャーの想い／シークス株式会社有志

BLUE    CRUISE    GREEN    BROWN

スウェーデントーチ in 大阪
12.20(火)・1.18(水)・2.4(土)

今橋～高麗橋 西岸エリア
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水辺の公園で焚き火を囲みま
せんか?お手軽に焚き火ができ
るスウェーデントーチを使って、
都心の水際で火を眺めながら
仕事終わりにぼーっとしたり、
「やってみたいこと」などアイデ
アを出して面白い仲間を見つけ
るイベントを実施します。気軽に非日常を体験しに来てください!

人が自然と集まり、ゆるっとつながれる焚き火の良さを活かして、水
辺の近くで働いたり暮らしている人々が身近な“水辺の良さ”を体験
したり、新しいアイデアが生まれるようなコミュニケーションが取れた
らおもしろいなと思っています！

●料金／500円　●予約窓口

チャレンジャーの想い／スウェーデントーチin大阪PJチーム

一部予約

BLUE    CRUISE    GREEN    BROWN

写真はイメージです

あきちでプレイパーク
2.19(日) 11：00–15：00

実施場所調整中

「あきちでプレーパーク」では空
き地をプレーパーク（冒険遊び
場）として開放します！プレー
パークでは、子どもたちが主役。
焚き火や秘密基地作り、お絵
描きやお店屋さんごっこなど、こ
の日は子どもたちがやりたい遊
びを自由に生み出せる空き地空間に変身します。何をやってもいいし、何も
やらなくてもいい。子どもも大人もやりたいことやってみよう！

都会では、子どもたちの遊びにどうしても制限がかかってしまいます。
あれはダメ、これもダメではなく、子どもたちのやりたい!を存分に後押
しできる場になれば嬉しいです。子ども心に戻り一緒に遊びましょう!

●料金／無料

チャレンジャーの想い／長居プレーパークつくろう会・
プレーパークたねっこ・もりまちっこ/まちっこパーク

BLUE    CRUISE    GREEN    BROWN

東横堀川エディブルパーク
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地元の方や近隣店舗、お散歩
の方も育てたり収穫できる果
物・野菜・ハーブガーデンを始
めます。育てるところからスタート
し、上手に育ったら収穫祭も構
想中。普段何気なく通っている
公園を、一緒に育てたり会話を
楽しんだり収穫できる食べられる公園にしてみませんか?

1月～ 大手橋～本町橋 東岸エリア
●料金／無料一部予約

大阪・関西で活動する若手で、2025大阪・関西万博後の社会の
姿を考えるプロジェクトを進めています。After2025でも人と自然、
人と人をつなぐサイクルやコミュニケーションが生まれるような、食
べられる公園を育てていきたいです!

チャレンジャーの想い／After2025デザイン若手ネットワーク

BLUE    CRUISE    GREEN    BROWN

育てて食べて会話して

1. 22(日)  13：00–15：00

水の上をアメンボのように走る
ことができるポンパバイク等を
使って、自分の体で体感しなが
ら、飛行機がどうやって空を飛ん
でいるのかを考え学びます。寒
い季節なので、ポンパバイク等
の陸上での模擬体験や水面を
ピョンピョンと浮いて走る動画を見ながら、みんなで体験し学びましょう。

ポンパバイクという踏み込みの力を揚力にして進む人力水中翼
船。このユニークな乗り物を通じて、子どもたち自らが体験を通じ
て、考え・学ぶ場を作れればと思っています。

●料金／無料　●予約窓口

チャレンジャーの想い／中村公一

β本町橋周辺
要予約

一部予約

BLUE    CRUISE    GREEN    BROWN

飛行機の飛び方
ポンパバイクから学ぶ !

予約不要

リバーサイドビアホール
4月上旬～末 予定
高麗橋～平野橋 西岸エリア

水辺でみんなで美味しくビール
を飲もうよ!ビール注ぎのプロが
注ぐビールや地元の飲食店、
キッチンカーのフードが楽しめ
る、期間限定のビアホールを行
います。会場までは船に乗って
いけるかも。外で楽しむビールは
格別。みんなで気持ちの良い季節を楽しみましょう!

●料金／商品による

2021年に平野橋Open & Linkを経て、お店のまわりに捨てられ
るゴミもだんだん少なくなり、私たちが掃除をしていることでみんなの
意識が変わってきたのかも。水辺が楽しく身近な場所になって、良い
意識を持つ人が増えるといいですね。

チャレンジャーの想い／yachipochi

BLUE    CRUISE    GREEN    BROWN

※記載のプロジェクトの内容については、調整状況等によって変更になる可能性があります。詳細情報については、SNS等にて順次お伝えいたします。
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※モニター条件あり


