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１．開催趣旨 

「船場 2030〜ワクワクする船場のこれから〜」を募集します 

 

江戸時代以降、船場のまちは、大坂の都心として様々な役割を担ってきました。 

いま、時代は大きく変化してきています。そして、まちの役割も大きく変化しています。 

これから、船場はどのような役割を担っていくのか、どのような未来の姿があるのか。 

まちを創っていく人々はどのような人々なのか。皆さんの思いをご提案ください。 

 

概ね 10 年先の「2030 年の船場のまち」をイメージしてください。 

 

ご提案頂く分野は、気軽に A４判１枚で提案頂く「アイデア提案」と、総合的な将来像を A１

判パネル１枚で提案頂く「まちづくり提案」です。 

「アイデア提案」に関しては、あって欲しいまちのイメージ、やってみたい（起こって欲しい）

活動、船場の注目ポイント、これからの船場のまちづくりのヒントとなるアイデアであれば、何

でも結構です。ご提案ください。 

「まちづくり提案」に関しては、まちにおきて欲しい（起こしたい）具体的な活動やプログラ

ムを、実現するためのプロセスともに、まちの将来像（イメージ）をご提案ください。 

 

 

  

生きた建築ﾐｭｰｼﾞｱﾑﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

北浜テラス

御堂筋オータムギャラリー 
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２．船場のまちづくりの経過と現在 

2001 年の「船場げんき提案」を節目に、様々な活動を展開・・・ 

そして、2019 年現在、新しい節目を迎えています 

 

2001 年に「船場げんき提案」というアイデア募集がありました。この頃の船場は、まさに「船

場をげんきに！」というキャッチフレーズが必要なまちでした。 

これにはたくさんのアイデアが寄せられ、それをきっかけに、船場固有の通や筋、水辺、社

寺の境内、建物などに着目した船場らしい空間活用や賑わいが次々と生まれてきました。そし

て、これらの活動連携が、「船場まつり」や「船場博覧会」などに結びついてきました。 

これらの活動をつくりだしてきたのは、船場に暮らし、働く人々のグループでした。そして、

この活動グループも 20 を超える数になり、船場フォーラムを通した交流も毎年行われてきま

した。 

まちづくり計画に関しても、歴史・文化を生かしたまちづくりを目指してきた「船場地区 HOPE

ゾーン協議会」からは、「花（はん）なりしたまちなみづくり」というまちなみガイドライン

が提案されました。 

また、活動グループの連携組織である「船場げんきの会」からは、10 年間の活動をふまえた

「船場まちづくり宣言 ―賑わい生活都心―」が提案されました。 

さらに、大阪市と船場倶楽部そして地元地権者による「まちの案内板」の設置も進んでいます。 

こうした流れが合流して 2018 年６月、船場に思いを寄せる諸団体が参加して立ち上がった

のがこの「船場倶楽部」です。 

そしていま、船場は建設ラッシュとも言える状況です。マンション、ホテルが数多く建設さ

れています。ベビーカーを押すファミリーや、スーツケースを引くビジターの姿が数多く見受

けられるようになりました。 

もう、「船場をげんきに！」というキャッチフレーズは、似合わないでしょう。 

しかし、私たちは未来に向かって、新しいユニークな活動がもっともっと、ふつふつと生ま

れ続ける船場のまちであって欲しいと願っています。 

そして、これら数多くの活動を支え、取り組む「船場倶楽部」でありたいと考えています。 

  

船場まつり 船場博覧会
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３．提案に対する船場倶楽部の取り組み 

ワクワクする提案について、提案者と船場倶楽部とで一緒に具体
化を考えていきます 

 

提案に関しては、船場倶楽部（会員）が、その実現に向けて以下のような取組を行うととも

に、提案を活用して、船場のまちの将来像の検討を行います。 

 

１）アイデア提案について、（表彰作品） 

 提案者と船場倶楽部（会員）が協働して、アイデアの具体化を検討します。 

 

２）まちづくり提案について、（表彰作品） 

 提案者が船場で事業を実施し、船場倶楽部（会員）がこれに協力支援を行います。 

 提案者が実施しない場合は 提案者の許諾のもと、倶楽部（会員）が実施を検討します。 

  

３）提案作品の展示回覧（全作品） 

提案作品は、作品集や展示回覧などにより、地域に周知し、まちづくりの契機となるよう務

めます。 

 

４）フォーラムと交流会の実施 

①船場フォーラム 2019 

 一次審査通過提案のプレゼンテーション、最終審査を行います。 

 

②交流会 

 フォーラム後、提案作品の展示とともに、提案者と地域の交流を通して、提案への参加・

協力者を募集します。 

  

船場フォーラム 船場ガイドブック 
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４．提案対象区域 

船場の位置と特徴 

 

船場は、北は土佐堀川、東は東横堀、南は旧長堀川（現長堀通）、西は旧西横堀川（現阪神

高速道路）に囲まれた南北２.１km、東西１.１km の約２３０ha の区域をいいます。 

 

港から大阪城に向かって、船場のまちは東西の「通」を軸として発展、これに南北の「筋」

が交わる格子状のまちがつくられ、今もまち割りが残っています。 

 

明治以降、堺筋や御堂筋等の整備により、人の流れは南北の「筋」が中心となりました。通

りや筋の沿道には、現在も数多くの近代建築をはじめ歴史的な建物が見られます。 

 

 

 

  

近代建築物の修景 
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５．応募部門と提案内容 

A４判１枚の気軽な「アイデア提案」と、A１判パネル１枚の「ま
ちづくり提案」の２つの部門で提案を募集します 

 
 

１）アイデア提案 ２）まちづくり提案 

内容 まちづくりのアイデアを自由に提案し

て下さい 

まちづくりを総合的な見地から具体的に

提案して下さい 

提出物 ①応募作品（様式１） 

・A４判 １枚 

※縦長方向、片面で使用してください 

※紙質は自由ですが、耐久性に考慮して

ください 

②応募作品提出票（様式２） 

①応募作品 

・A１判パネル １枚 

※横長方向、片面で使用してください 

※紙質は自由ですが、耐久性に考慮してく

ださい 

※5mm 程度の厚さのパネルに貼って提出し

てください（パネルにフレームをつけな

いでください） 

②応募作品提出票（様式２） 

③応募趣旨説明書（様式３） 

④電子データ 

・①及び③を PDF 様式でデータ化し、CD 又

は DVD に記録したもの 

表現方法 ①応募作品 

・アイデアをイメージしやすいよう、図

表・写真・イラストなどを用いて、な

るべく視覚的に表現してください 

・なお、以下の事項は必ず記載してくだ

さい 

イ．作品タイトル 

ロ．アピールポイント 

①応募作品 

・アイデアをイメージしやすいよう、図

表・写真・イラスト・CAD・CG などを用

いて、なるべく視覚的に表現してくださ

い 

・なお、以下の事項は必ず記載してくださ

い 

イ．作品タイトル 

ロ．コンセプト及びその設定理由 

ハ．アイデアを実現するためのプロセス

②応募趣旨説明書（様式３） 

・提案の趣旨について、文章中心の表現で

記載してください 
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６．賞と賞⾦ 

「アイデア提案」は入賞５作品を選定します 

「まちづくり提案」は入賞５作品から、最優秀賞１作品、優秀賞
２作品を選定します 
 

 
１）アイデア提案 ２）まちづくり提案 

最優秀賞 

 

賞金：２０万円 

作品数：１作品 

優秀賞  賞金：１０万円 

作品数：２作品 

入賞 賞金：１万円 

作品数：５作品 

賞金：１万円 

作品数：５作品 

※各賞の選定作品数、賞金額等は、審査委員会の意見を基に変更する場合があります。 

※まちづくり提案部門について、第２次審査（９月 28 日（土）の 2019 船場フォーラム）の公

開プレゼンテーションに不可避の理由なく参加しない場合は、最優秀賞及び優秀賞を授与す

ることができません。 

 

 

７．参加資格 

個人、グループ、企業、団体など、だれでも応募できます 

国籍、年齢、資格等を問いません 

※同一の個人、同一のグループ等による、同一の部門への複数の応募はできません。 

※同一の個人、同一のグループ等による、両方の部門への応募は可能です。 
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８．応募作品の提出方法 

応募締め切りは、７月 31 日（水）当日必着です 
 

１）応募期間 

①アイデア提案 

応募期間：2019 年４月２３日（火）～７月３１日（水） 

②まちづくり提案 

応募期間：2019 年７月２５日（木）～７月３１日（水） 

 

２）提出方法等 

提出方法：事務局まで郵送いただくか、直接ご持参ください。 

提出先：船場倶楽部 船場 2030 提案コンペ実行委員会 事務局 

〒５４１－００４２ 

大阪市中央区今橋３－１－７ 日本生命今橋ビル１０階 

（株）地域計画建築研究所内 

TEL：06-6205-3600 

FAX：06-6205-3601 

e-mail:contact@sembacompe.net 

※直接ご持参される場合は、事前に電話連絡してください。受付時間は、月曜～金曜（祝日

を除く）10:00～17:00 の間とします。 

 

３）その他 

①使用言語は日本語とします。 

②応募された作品は返却しません。 

③応募に係る一切の費用は応募者の負担とします。 

④審査において匿名性を確保するため、応募作品には応募者や所属等が特定できる内容の記

載やサイン・ロゴなどを入れないでください。 
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９．審査方法と審査の流れ 

「アイデア提案」は、審査委員会で独自に選定 

「まちづくり提案」は、審査委員会の１次審査で５作品を選定し、
公開プレゼンテーション（２次審査）で各賞を選定 

 

１）アイデア提案について 

①審査（１次審査のみ、８月３０日（金）） 

・審査委員会による審査（８月３０日）を行い、入賞作品を選定します。（応募作品による審

査のみ） 

・入選者には、９月上旬に、個別に表彰式（９月２８日（土）船場フォーラム 2019）の案内を

通知します。 

 

２）まちづくり提案について 

①１次審査（８月３０日（金）） 

・全応募作品の中から、２次審査に進む入賞５作品を選定します。 

・１次審査通過者（入賞作品）には、個別に、９月２８日（土）船場フォーラム 2019 での公

開プレゼンテーション審査の案内を通知します。 

※公開プレゼンテーションに不可避の理由なく参加できない場合には、最優秀賞及び優秀賞

を授与することができません。 

②公開プレゼンテーション（９月２８日（土）） 

・公開によるプレゼンテーションを行って頂きます。 

・時間は、発表 10 分、質疑応答 10 分の計 20 分程度を予定しています。 

・プロジェクター、スクリーンを用意しますので、各自パソコン等を用意していただき、応募

したパネルデータの他、Power Point 等によるスライドが使用できます。 

・プレゼンテーションは、一次審査提出物と同一内容としてください。説明のためであっても

新たなグラフィックを加えることはできません。 

③２次審査（９月２８日（土）※公開プレゼンテーションと同日） 

・審査委員会による最終審査を経て、各賞を決定します。 

 

【船場フォーラム 2019】 

開催日 2019 年９月２８日（土）午後 ※フォーラム終了後交流会開催 

会 場 綿業会館（大阪市中央区備後町２丁目５−８） 
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10．審査委員会 

１）審査委員会 

実践で活躍されている様々な分野の委員により、斬新なアイデアを公募・審査していきます。 

なお、事前投票、まちづくり提案の公開プレゼンテーションを除き、審査は非公開で行いま

す。 

区分 氏名 所属等 

委員長 橋爪 紳也 大阪市特別顧問・大阪府立大学研究推進機構特別教授・大阪府

立大学観光産業戦略研究所所長 

船場倶楽部 特別顧問 

委員 原田 祐馬 UMA アートディレクター、デザイナー 

京都造形芸術大学空間演出デザイン学科客員教授 

委員 増山 実 放送作家・小説家 

小説「勇者たちへの伝言」、「ビーパップ！ハイヒール」など

委員 

（船場倶楽部） 

大橋 達夫 船場倶楽部 理事長 

集英連合振興町会 会長 

委員 

（船場倶楽部） 

杉本 容子 東横堀川水辺再生協議会  

株式会社ワイキューブラボ代表取締役 

 

２）審査の視点 

下記の評価項目での審査を予定しています。 

なお「アイデア提案」は、１項目でも飛びぬけた提案を重視、「まちづくり提案」は、５項

目を総合的に評価することを予定しています。 

評価項目 評価内容 

①創造性 おもしろさや魅力に溢れた提案になっているか 

②持続可能性 SDGs（国連の持続可能な開発目標）を踏まえた、持続可能な提案になっ

ているか 

③先見性 未来（2030 年（2020 年東京オリンピック、2025 年大阪関西万博、そし

て 2030 年）を見据えた提案になっているか 

④発展性 新たな交流や周辺地域への波及など、発展性のある提案になっているか

⑤総合性 様々な視点や実現化に向けたプロセスが配慮されているなど総合的な

提案になっているか 

※審査結果に関する質問や異議には応じられません。 
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11．審査結果の公表 

１）応募作品等の公表 

応募作品の全てもしくは一部、審査経緯、審査結果、講評等を船場倶楽部提案コンペの特設

ウェブサイト及び船場地区内の公共施設等で展示する予定としています。 

 

２）応募作品集の作成 

応募作品の全てもしくは一部、審査経過、審査結果、講評等の冊子化を予定しています。 

全ての応募作品（失格等、審査対象外となった者を除く）の①作品タイトル、②氏名、③住

所（市町村名、大阪市内の場合は区名まで）、④所属等を掲載する予定です。 

入賞作品については、①～④に加え、応募作品を画像データとして縮小したもの等を掲載す

る予定です。 

 

 

12．失格 

以下の事項に該当する作品については、審査対象から除外します。また、入選発表後であっ

ても入選の取消や賞の返却を求める場合があります。 

①応募作品提出票（様式２）の記載内容に明らかな虚偽があったもの 

②応募期間内に提出されなかったもの 

③既に発表された作品と同一または類似のもの、あるいは著作権・意匠権、知的財産権の侵害

であることが明確になったもの 

④その他、当該募集要項の内容に明らかに違反するもの 

 

 

13．著作権及び応募作品の取扱 

応募作品の図面、書類の著作権は、応募者に帰属しますが、船場倶楽部は、本コンペに関し

て必要な公表、出版についての権利を無料で使用できるものとします。 
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14．質問及び回答 

本コンペに関する質問の受付及び回答は、以下のとおりとします。 

１）受付 

受付期間：2019 年５月７日（火）～2019 年５月３１日（金） 

受付方法；質問書（様式４）に記載の上、事務局へ送付又は直接持参してください。 

①E-mail ②FAX ③郵送（宛先は「18．事務局」参照） 

 

２）回答 

回答は、適宜ウェブサイトに掲載し、最終回答は６月中旬（予定）にウェブサイト及び事務

局で公表・配布します。 

質問書に対する回答の内容は、本実施要項の追加又は修正とみなすものとします。 

 

３）質問内容 

質問内容は、提出書等に関するもののみとし、審査（評価）に関する質問は受け付けません。 

 

 

15．スケジュール 

項目 時期 

募集要項公表 2019 年４月２３日（火） 

質問受付期間 2019 年５月７日（火）～2019 年５月３１日（金） 

質問回答公表 2019 年６月中旬（予定） 

応募締め切り 2019 年７月３１日（水） 

１次審査 2019 年８月３０日（金） 

１次審査結果公表 2019 年９月上旬（予定） 

公開プレゼンテーション 

２次審査・表彰式 

2019 年９月２８日（土） 
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16．その他 

①本募集要項の内容について、変更があった場合は、船場倶楽部の提案コンペ実行委員会のウ

ェブサイトに掲載します。 

②応募に係る一切の経費は応募者の負担とします。そのため公開プレゼンテーション又は表彰

式に出席する場合であっても、交通費は自己負担となります。 

③提出書類等は、審査に必要な範囲において、複製を作成できるものとします。 

④審査委員会の決定事項に、異議を申し立てることができません。 

 

 

17．参考資料 

参考資料は、個別には提供しませんが、下記のウェブサイトからダウンロードできます。 

①船場倶楽部 船場 2030 提案コンペ実行委員会について 

・https://www.sembacompe.net/  

②船場倶楽部及び船場について 

・https://www.sembaclub.com/ 

③船場げんきの会、船場まちづくり宣言、船場ガイドブックなどについて 

・https://sembaclub.com/semba-genki/ 

④旧船場地区 HOPE ゾーン協議会、船場博覧会などについて 

・https://www.sembaclub.com/semba-hope/ 

⑤船場まつりなどについて 

・https://www.eventscramble.jp/e/semba-matsuri/ 

⑥船場ナビ、船場のまちについて 

・https://semba-navi.com/ 

⑦大阪市中央区のイベント・観光・旅行などについて 

・https://osaka-chushin.jp/ 

 

18．事務局 

船場倶楽部 船場 2030 提案コンペ実行委員会 事務局 

〒５４１－００４２ 

大阪市中央区今橋３－１－７ 日本生命今橋ビル１０階 

（株）地域計画建築研究所内 

FAX：06-6205-3601 

e-mail:contact@sembacompe.net 

https://www.sembacompe.net/ 
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（様式１） 

応募作品 

１）作品タイトル 

 

 

２）アピールポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※様式は参考です。「作品タイトル」と「アピールポイント」の記載があれば様式は自由です。

※お送りいただいた PDF ファイルをそのまま印刷する予定です。 

※図表の使用も可能です。 

※余白は各辺 20mm 以上を確保してください。 

※文字のフォントは 10 ポイント以上を目安としてください。 

※特殊なフォントは PDF ファイルに埋め込んでください。 
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（様式２） 

応募作品提出票 
2019 年  月  日 

①アイデア提案 ：応募期間：2019 年４月２３日（火）～７月３１日（水） 

②まちづくり提案：応募期間：2019 年７月２５日（木）～７月３１日（水） 

１）提案者 

①個人での提案 

氏名  

（ふりがな）  

住所  

電話番号  

E-mail 又は FAX  

所属  

 

②グループ等での提案 

代表者氏名  

（ふりがな）  

住所  

電話番号  

E-mail 又は FAX  

所属  

 

共

同

提

案

者 

氏名  

所属  

氏名  

所属  

氏名  

所属  

氏名  

所属  

 

※応募作品は、展示や冊子の発行、ホームページへの掲載などの方法により公開することを予定していま

す。公開する際には、応募作品と共に本票に記載の名前、住所（市町村名、大阪市内の場合は区名まで）、

所属を公開することがあります。その他の個人情報については、本コンペに関することにのみ使用し、

他の目的には使用しません。 

※共同提案者が５名以上の場合は、行を追加して頂くか、複数枚に記入して提出して下さい。 
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（様式３） 

提案趣旨説明書 

１）作品タイトル 

 

 

２）提案の趣旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※様式は参考です。「作品タイトル」と「提案の趣旨」の記載があれば様式は自由です。 

※お送りいただいた PDF ファイルをそのまま印刷する予定です。 

※図表の使用も可能です。 

※余白は各辺 20mm 以上を確保してください。 

※文字のフォントは 10 ポイント以上を目安としてください。 

※特殊なフォントは PDF ファイルに埋め込んでください。 
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（様式４） 

質問票 
2019 年  月  日 

質問しようとする方は、この様式をご使用ください。 

受付期間：2019 年５月７日（月）～2019 年５月３１日（金） 

 

１）質問者 

氏名  

（ふりがな）  

電話番号  

E-mail 又は FAX  

２）質問事項 

NO. 質問事項 

１  

２  

３  

３）送り先 

船場倶楽部 船場 2030 提案コンペ実行委員会 事務局 

〒５４１－００４２ 

大阪市中央区今橋３－１－７ 日本生命今橋ビル１０階 

（株）地域計画建築研究所内 

FAX：06-6205-3601 

e-mail:contact@sembacompe.net 


