
なんばひろば改造計画 

なんば駅周辺の道路空間を、車中心の空間から人中心の空間へ
と再編し、地元組織等のエリアマネジメント活動により、世界を惹き
つける観光拠点として上質で居心地の良い空間の創出を図ります。 

大阪市 

なんば駅周辺における空間再編推進事業 
道路空間の再編による歩行者空間の拡充 

（図）なんば駅前広場空間再編に向けた段階的な取組み 
上：将来イメージ 人中心～新たなシンボル空間 
中：現況 
下：社会実験実施時（2016年） 

「大阪のおもてなし玄関口」 ～世界をひきつける観光拠点づくり～ 

なんば広場マネジメント法人 
設立準備委員会           



歩道拡幅による 
安全性向上と混雑緩和 

 

事業の経緯 
 大阪ミナミの中心に位置する南海なんば駅前は、多くの国内外の来街者が行き来する場所ですが、歩道が狭く放置自転
車が多いなんさん通り、空間の大半を車両が占める駅前広場など、時代にそぐわない現状の課題を改善のため、2008年に
地元発意で空間再編の検討がはじまりました。2011年には、周辺の町会、商店街、企業等の27団体（※）が参加し、
「なんば安全安心にぎわいのまちづくり協議会」を設立し、まちづくり構想を策定しました。 
 2016年には社会実験を実施し、官民で空間再編の基本方針を策定しました。2018年には大阪市が設計費を予算化
したことで官民連携が本格化し、地元では完成後の空間を民間でよりよく運営するための準備組織として「なんば広場マネ
ジメント法人設立準備委員会」を設立しました。2020年度からは、荷捌き運用などの交通形態、歩行者空間づくりによる
安全性改善の検討を具体的に進め、この度、それらの検証のための社会実験を行うこととなりました。この検証結果を設計
および運営計画に反映し、将来的には、同委員会の発展組織である「運営法人」を設立予定です。 

なんば安全安心にぎわいのまちづくり協議会 2016社会実験 

空間再編のイメージ 

公共交通 
（バス・タクシー） 

難波中

２ 

歩行者のための 
空間 

② 
③ 

① 
御堂筋 

●めざすべき方向性 

 御堂筋からの通過交通をなくす 

 貨物車両のみの通行に限定 
 （乗用車の通行禁止／一部許可車両のみ通行） 
 難波中２交差点から進入する 

 公共交通を再配置 

② 

③ 

●方向性を実現するための交通再編 

歩行者専用空間拡大による 
憩いの場の創出と利活用 

基本方針 

 大阪のおもてなし玄関口 ～世界をひきつける観光拠点づくり～ 
  ①人中心の空間に再編し、世界的繁華街ミナミの新たなシンボル空間を生み出す 
   ②ミナミ・大阪・関西を回遊する拠点として、地域と連携し情報を届ける 
   ③人のまちミナミの中心として、居心地よく安心感のある空間を創造する 

① 

 なんば駅周辺における空間再編推進事業について 



11月23日(火・祝)AM0:00～12月３日(金)AM6:00 
令和 
3年 

なんば駅周辺 で  
道路空間再編 
(歩行者空間拡大）   
     の社会実験を行います 

実施時期 11月23日(火・祝)～12月2日(木) 
令和 
3年 

規制時間 

検証項目 ①交通機能の再配置の検証 ②荷捌き運用の検証 ③安全で円滑な交通計画に関する検証 

前回2016年に引き続き、なんば駅周辺の交通荷捌きの運用や安全性を検証するため
の社会実験を行います。皆さまのご協力をお願いいたします。 

実施主体：大阪市建設局    事務局：南海電気鉄道株式会社 
 TEL：06-6644-7233、FAX：06-6644-7237、E-mail：nambahiroba@nankai.co.jp 
 



時間帯別・目的別の車両抑制による、駅前周辺空間の歩行者空間化を実現 

C 安全で円滑な交通計画に関する検証 
 

B 荷捌き運用の検証 
 

荷捌き車のみに通行を限定 

①荷捌きの運用検証(御堂筋) 
⑦荷捌き運用の検証(なんさん
南北) 
⑩荷捌き専用スペースの運用検
証（蔵前通・なんさん東西） 
⑫許可証運用の検証 
⑮路上駐停車状況の検証 

④自転車と歩行者の安全性の検証 
⑤難波西口交差点の交通処理能力の検証 
⑥押し自転車の運用検証 
⑧誤進入車両のスイッチバックの安全性検証 
⑨歩行者の安全性の検証 
⑪難波中２交差点の交通処理能力の検証 
⑭難波中交差点の交通処理能力の検証 

②タクシー乗場の運用検証
(御堂筋・パークス通り) 
③バス発着の検証 
⑬身障者用乗降場の運用
検証 
⑯周辺駐輪場の利用状況
の検証 

交通機能・運用の変更に伴う影響を抑制 

A 交通機能の再配置
の検証 

①荷捌きの運用検証 

②タクシー乗場
の運用検証 

③バス発着 
の検証 

④自転車と歩行者
の安全性の検証 

⑤難波西口交差点
の交通処理能力の

検証 

⑥押し自転車
の運用検証 

⑦荷捌き運
用の検証 

⑨歩行者の安
全性の検証 

⑧誤進入車両のスイッチ 
バックの安全性検証 

⑩荷捌き専用スペー
スの運用検証 

⑪難波中２交差点の 
交通処理能力の検証 

⑭難波中交差点の 
交通処理能力の検証 

⑫許可証運用の検証 

⑬身障者用乗降
場の運用検証 

②タクシー乗場
の運用検証 

⑮路上駐停車状況の検証 

⑯周辺駐輪場の利用状況  
 の検証 

交通機能を再配置 

社会実験時の３つの検証テーマ 

将来像 

実施主体：大阪市建設局  事務局：南海電気鉄道株式会社  



難波西口 
交差点 

難波中交差点 

難波中2交差点 

難波西口 
交差点 

難波中交差点 
難波中2交差点 

自動車流動 
自転車流動 

自動車流動 
自転車流動 

・交差点改良による交通処理能力の把握 

検 証 項 目 

・自転車進入防止対策の検証 

■現在の自動車・自転車流動とタクシーバス乗場    ■将来の自動車・自転車流動とタクシーバス乗場 

達 成 目 標 

・線形変更・機能再配置に伴う交通処理能力に問題がないこと 

・自転車の進入抑制、押し自転車のルールの徹底、路上不法
駐輪の抑制対策の効果により、歩行者にとって安全な空間の
実現目途が立つこと 

①荷捌きの運用検証（御堂筋） 
・周辺交通への影響 
・荷物配送先,荷捌き停車時間の検証 

・周辺交通への影響、利用者への影響 

・バスの円滑な発車の実現性 

・歩行者と自転車の危険事象の把握 

⑦荷捌き運用の検証(なんさん通り) 

・誤進入車両の把握,誘導時の安全性
の確認 

・自転車や自動車との危険事象発生有
無の確認 

⑩荷捌き専用スペースの運用検証 

⑫許可証運用の検証 ・許可証のチェック・運用プロセスの確認 

・適正な身障者用乗降場の利用 
・周辺交通への影響 

・周辺交通への影響 

・広場化による違法駐輪の影響 
・駐輪場の適正な利用 

・荷捌き利用状況に伴う周辺交通処理能力に問題がないこと 
・停車帯での20分以内の駐車・目的別の車両整理が守られ、
需給バランスが成立すること。 

・配送物の場所・傾向を概ね特定し、適正な停車帯計画となっ
ていること 

・タクシー・一般車の混乱が収束し、交通影響が起こらないこと 
・タクシー利用者からのご意見が収束していくこと 

・バスの発着に問題がなく、円滑な運行が可能であること 
・バス利用者からのご意見が収束していくこと 

・適正な身障者乗降場の利用が行われていること 

・広場化による違法駐輪は増えず、適正な駐輪場利用が行われ
ていること 

・荷捌き利用状況に伴う周辺交通処理能力に問題がないこと 
・配送物の場所・傾向を概ね特定し、適正な停車配置となって
いること 

・許可証が周知され、円滑な許可証運用が行われていること 

・自転車進入が抑制され、押し歩きの通行が周知されること 

・通行可能車両が周知され、誤進入車両がなくなること 

・歩行者の安全な通行・滞留空間が確保されていること 

・路上駐停車が増えず、周辺駐車場へ適切に誘導ができること ⑮路上駐停車状況の検証 

②タクシー乗場の運用検証 

③バス発着の検証 

⑬身障者用乗降場の運用検証 

⑯周辺駐輪場の利用状況の検証 

⑤⑪⑭交差点の交通処理能力の検証 

④自転車と歩行者の安全性の検証 

⑥押し自転車の運用検証 

⑧誤進入車両のスイッチバックの 
安全性検証 

⑨歩行者の安全性の検証 

・周辺交通への影響 
・荷捌き停車時間、荷物配送先の検証 
・荷捌き車両以外の停車車両の把握 



●人々がくつろぐ、 
  上質な滞留空間の創出 
（座具の配置・ライトアップ等） 

●観光案内 

■実施内容 
１．上質な憩い空間のプランと運営 
（動線と滞留空間のゾーニング、 
  座具の設置、夜間景観の演出、 
   喫煙所の適正配置等） 
２．沿道建物から公共空間への滲み出し 
３．観光案内 
 

▼なんばひろばの将来イメージ   

実施時期 11月23日(祝)～12月１日(水) 
令和 
3年 

なんば駅周辺 で  
ウォーカブル 
(歩行者空間の利活用) 
        の社会実験を行います 

検証項目 ①設計プランの検証  
②事業性の検証  
③運営計画の検証 

エリアに回遊を生み出すことを目的に、将来の日常的な使われ方を意識した滞留空間を
創出します。 

チケット販売 移動式観光案内 

●沿道事業者の歩行者空間の 
  魅力づくりへの参画 

将来の滲み出しイメージ 

実施主体：なんば広場マネジメント法人設立準備委員会   事務局：南海電気鉄道株式会社 
TEL：06-6644-7233、FAX：06-6644-7237、E-mail：nambahiroba@nankai.co.jp 
 

AM8:00~PM8:00（23日のみAM11：00～） 

※レイアウトは日によって変更の可能性あり 



●活用のための管理運営  
新たに生まれる駅前の広場部分を安全で上質な居心地の良い空間として保ち、エリア全体の魅力や価値向上に向け柔
軟に活用するため、行政と協働のうえで「なんば広場マネジメント法人設立準備委員会」の発展型となる運営法人が管
理運営を行います。 

管理運営の考え方と推進体制 

スケジュール 
なんさん南北通りの無電柱化を含めて2025年の大阪万博までに完成をめざし、その一部の駅前広場部分は2023年
の早期完成をめざします。 
※警察協議や課題解決状況、その他の理由でスケジュールが遅れる可能性があります。 

将来イメージ 

駅前を拠点とした歩行者空間活用により、エリア全体を回遊するネットワークを創出 

 なんばひろばの将来イメージ   

▼なんさん通りの将来イメージ   

将来像 

JR難波駅 
約4.8万人 

近鉄大阪難波駅：約20.3万人 
阪神大阪難波駅：約3.2万人 

南海なんば駅 
約25.9万人 

地下鉄 日本橋駅：7.7万人 
(千日前線・堺筋線) 
近鉄日本橋駅：約4.7万人 

地下鉄なんば駅 
(御堂筋線・四つ橋線・千日前線) 

約35.8万人 

サウスロード 
千日前 大阪日本橋 

でんでんタウン 

日本橋筋西通 
（オタロード） 千日前道具屋筋 

なんさん通り 

黒門市場 

戎橋筋 

ミナミ千日前 

道頓堀 

難波センター街 
なんば南海通 

なんばパークス 

なんば 
カーニバルモール 

EKIKAN 

なんばCITY 
南館 なんば

CITY 

なんば 
千日前通 

ウラなんば 
エリア 

カフェ 
ストリート 

○難波駅前道路空間再編 
     歩行者空間 
     道路空間再編範囲 
 
○御堂筋道路空間再編 
     歩行者利便増進区域 
 
○なんばエリア歩行者ネットワーク 
（商店街・ストリート等） 
     歩行者空間 
     歩車共存・歩車分離空間 

高島屋 
大阪店 

千日地蔵尊通り 

精華通り 

なんば 
マルイ 

難波 
本通り 

相合橋筋 

法善寺 
こいさん通り 法善寺 

水掛不動尊 
表参道 

法善寺横丁 

なんばひろば 

なんばエリアの1日乗降客数 

約９0万人の流れが 
広場整備により、 
大きく変化する可能性を秘める 

千日前 

ザウラ 
エリア 

NAMBA 
なんなん 



なんば駅周辺における空間再編推進事業 〔整備概要〕 

            実施主体：大阪市建設局、大阪市計画調整局  
                ：なんば広場マネジメント法人設立準備委員会 
             事務局：南海電気鉄道株式会社  

公共空間を活用した“新しいまちづくり” 

“ターミナル駅であるなんば駅前”、“都心部を縦断する御堂筋”、
“キタの文化集客エリアの中之島エリア”における道路空間をはじ
め、公共空間の活用に、国内外からの来訪者が交流できる空間を
生み出すとともに、民間による道路空間の利活用を推進すること
で、新たなにぎわいを創出し、万博との相乗効果を図ります。 

道路空間の活用 

にぎわい・魅力の向上に資する事業 

●御堂筋の道路空間再編、活性化 

●中之島通の歩行者空間整備事業 

●なんば駅周辺の空間再編 

御堂筋千日前通以南モデル整備区間 

現在の様子（令和3年4月11日撮影） 

将来イメージ図 
（提供：なんば広場マネジメント法人設立準備委員会） 
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