『御堂筋』
日本 の道百 選のひ とつでも ある御 堂筋。黄 金色一 色に染ま る秋も 勿論で すが、春 の新緑 、
夏 の木漏れ 日、冬 のイルミ ネーシ ョン。 季節の彩 りに表 情が変わ る御堂 筋。今回 は、御 堂
筋 につい て調べて みまし た。
現在残る書物の中で、御堂筋の名が出てくるのは、元和元年（１６１５ ）、大坂夏の陣の
落人狩り などを 記録し た徳島藩 の「大 坂濫妨人 落人改 之帳」で 一番古 い記録と いわれ てい
ます。 その中で 、捕ら えられた 男女の 内の一人 の居場 所とし て「大坂 御堂筋 」と記さ れて
いるそ うです。 御堂筋 は元来 、道幅約 ６㍍、 北の淡
路町か ら南の 長堀まで 約１㌔ ㍍という 狭く短 い道で した。周 辺には 、人形問 屋や履 物問屋
年（１９２１ ）、第７代大阪市長關一により、大規模な「都市大改造計画」が打

などが 密集し ていた そうです 。
大正

㍍、全 長約４ ㌔㍍の 道

ち出 された 時には、 市民は 「市長は 船場の 真ん中に 飛行場 でもつ くる気か 」と物 議を醸し
たそ うです 。この改 造計画 は、梅 田から難 波を結 ぶ南北の 道を幅

年５月

日、ほ ぼ現在の 姿に完 成。沿道 には銀 杏が植 えられま した。 この工事 の影響 で

昭 和元年 （１９２ ６）か ら地下 鉄御堂筋 線建設 と合わせ て拡幅 工事が行 われま す。昭 和

下 鉄を走 らせるも のでも ありまし た。

た といわれ ていま す。ま た、百年 先を見 据えてい たとい う關市長 の構想 は、道路 の下に 地

に するとい うもの で都市政 策論の 学者でも あった 關市長 が、ヨー ロッパ の都市を 模範と し
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堂筋」 と名付け られた そうです 。
太平 洋戦 争中は 、軍 道とし て使用 され、 大阪の 街全 体が大
きな 被害 を受 けた大 阪大空 襲で は、御 堂筋の 沿道の 近代的 な
ビル や家 屋も 全焼す るも のが多 かった そうで すが、 御堂筋 は

年 （１９ ７０ ）の大 阪

奇跡 的に も、 道や 地下鉄 、街路 樹共に 無事で 戦火 の被害 を免
れま した。
交 通量 が増 加した 御堂筋 は、昭 和

（株 ） フ ァッ シ ョ ンビ ジ ネ ス・ 御 堂 筋新 聞

掲載 の 記 事・ 写 真 ・イ ラ ス ト等 の 全 ての コ ン テン ツ 無 断複 写 、 転載 を 禁 じま す 。

オ フィス を構え ることが ステー タスでも あった そうです 。

１ ９８ ０年 代に は、関 西一の 経済拠 点とし て繁 栄。御 堂筋に

高 度成 長時 代、御 堂筋沿 道に は多く の金融 機関が 集積し 、

万 博の 開催 を機に 全車線 が南 行きの 一方通 行とな りまし た。
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北御堂が移動し、南御堂と共に沿道に並ぶ形になった為 、「御
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