
                          No.1

大阪の通称「○○道」の研究 行俊良雄

＜参考資料①＞大阪市愛称・通称道路制定の経緯

（１）１９６９年（昭和４４年） ・市電全廃、万国博覧会の前に16路線の愛称を公募。

・同時に地下鉄路線の愛称名も決定。

・多くの道路は旧来の通称名を愛称名に制定。東西を「通」、南北を「筋」に制定。

・市のホームページに愛称道路一覧を掲載（愛称道路４７路線のみ）

１） 上町筋 京阪東口～天王寺バイパス南 ９） 千日前通 大正橋～東成区深江南

２） 谷町筋 北区天満～阿倍野橋 １０） みなと通 中央突堤～昭和橋

３） あべの筋 阿倍野橋～遠里小野橋 １１） 四つ橋筋 中央郵便局前～浪速区元町

４） 新御堂筋 堂ビル前～十八条大橋 １２） なにわ筋 北区中津～西成区長橋通

５） 中之島通 船津橋～難波橋 １３） あびこ筋 阿倍野橋～吾彦大橋

６） 土佐堀通 昭和橋～都島区片町 １４） 御堂筋 阪急前～難波駅前

７） 本町通 西区川口町～中央区森之宮中央 １５） 堺筋 北区天神橋～西成区天下茶屋北

８） 長堀通 伯楽橋～今里交差点 １６） 松屋町筋 鳴尾町～天王寺公園北口

１７） 中央大通 朝潮橋～東成区深江北

（２）１９８３年（昭和５８年） ・大阪築城４００年祭りを前に愛称を追加公募。

１） 新なにわ筋 福島区大開～住之江区南加賀屋 ９） 都島通 北区角田町～旭区高殿

２） あみだ池筋 北区中津～浪速区芦原 １０） 北港通 福島区大開～此花区北港

３） 天神橋筋 北区天神橋～東淀川区柴島 １１） 長居公園通 住之江区浜口西～大阪中央環状線

４） 玉造筋 中央区城見～天王寺区堀越町 １２） 松虫通 西成区潮路～東住吉区北田辺

５） 今里筋 城東区蒲生～東住吉区湯里 １３） 南港通 住之江区南港東～平野区平野東

６） 十三筋 淀川区加島～北区中津 １４） 大正通 大正区三軒家東～大正区鶴町

７） 淀川通 西淀川区中島～東淀川区東淡路 １５） 内環状線 上新庄～新深江～浜口

８） 城北公園通 北区豊崎～旭区今市 １６） 住之江通 住之江区浜口西～住之江区南港東

（３）１９９５年（平成７年） ・なみはや国体を前に愛称を追加公募。

１） 城北筋 旭区生江～都島区内代 ８） 姫島通 西淀川区福町～淀川区新北野

２） みてじま筋 淀川区加島～西淀川区御幣島 ９） 此花通 此花区伝法～此花区酉島

３） 天満橋筋 北区長柄東～中央区大手前 １０） 勝山通 天王寺区上本町～生野区巽北

４） 花博通 鶴見区鶴見～鶴見区焼野 １１） 大浪通 浪速区稲荷～大正区北村

５） 鶴見通 鶴見区浜～城東区今福西 １２） 海岸通 港区築港～大正区鶴町

６） 扇町通 北区小松原町～北区扇町 １３） 長居公園東筋 東住吉区北田辺～東住吉区矢田

７） 城見通 都島区片町～城東区鴫野東 １４） 大和川通 住之江区御崎～住之江区平林南
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（４）愛称道路以外の道路＜（１）～（３）以外＞　

・大阪市内の各区長からの要望により設置。現地に名称の入った標識あり。

１） 佃中央通 西淀川区佃２丁目～７丁目 １４） 今橋通 西区江戸堀１丁目～中央区北浜東

２） 千北橋通 西淀川区佃４丁目～大和田２丁目 １５） 高麗橋通 西区江之子島～中央区谷町１丁目

３） 千船大橋通 西淀川区大和田１丁目～佃３丁目 １６） 伏見町通 中央区高麗橋１丁目～４丁目

４） 姫島本通 西淀川区姫島５丁目 １７） 道修町通 中央区道修町１丁目～４丁目

５） 姫島通 西淀川区福町1丁目～姫島4丁目 １８） 平野町通 西区江之子島～中央区谷町２丁目

６） 公園通 西淀川区姫島３丁目～6丁目 １９） 淡路町通 中央区淡路町１丁目～４丁目

７） みの橋通 西淀川区野里２丁目～御幣島２丁目 ２０） 瓦町通 西区靭本町～中央区瓦町

８） 歌島公園通 西淀川区御幣島1丁目～6丁目 ２１） 備後町通 西区靭本町３丁目～備後町１丁目

９） 区民ホール通 西淀川区御幣島５丁目～6丁目 ２２） 淡路町通 中央区淡路町１丁目～４丁目

１０） 竹島本通 西淀川区御幣島６丁目～竹島３丁目 ２３） 安土町通 中央区安土町１丁目～３丁目

１１） 鶴浜通 大正区鶴町１丁目～４丁目 ２４） 三休橋筋 中央区北浜２丁目～南船場２丁目

１２） 扇町公園北通 北区山崎町～中崎 ２５） 南堀江公園通 西区南堀江１丁目～南堀江３丁目

１３） 北浜通 西区江戸堀１丁目～中央区今橋１丁目 ２６） パークス通　　　中央区難波５丁目～浪速区敷津東３丁目

　　　　　　　　大阪市西区　南堀江公園通 大阪市中央区・浪速区　パークス通

（５）愛称道路、通称道路以外の道路のうち古くから名称のある道＜（１）～（４）以外＞

・道路名称の公的な標識はない。

＜一例として＞

・三津寺筋　　　　・八幡筋　　　　・周防町筋
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＜参考資料②＞　大阪府下の自治体の愛称道路

（１）箕面市

１） 箕面公園通 箕面市役所前を通る道

２） ヤマボウシ通 箕面市白島（街路樹の樹木名）

３） タイワンフウ通 　　　　〃　　　　　　　　　　〃

４） 紅葉橋通 桜ケ丘

５） 田村橋通 　　　　〃　　　　　　　　

６） 弥生通 百楽荘

７） おのはらサンシャインロード　　　船場西～小野原 　　　　箕面市　サンシャインロード

（２）豊中市 １９９２年（平成４年）～１９９７年（平成９年）に公募

１） とねやまざか 刀根山６丁目 ８） 轟公園通り 岡町北～岡町南

２） はにわロード 中桜塚３～４丁目 ９） 松の木通り 北条町４丁目

３） 庄内みどり通り 庄内幸町～大黒町 １０） 千里アートロード 新千里西町１丁目～３丁目

４） 千里小道・こもれび通新千里東町２丁目 １１） 庄内ふれあい通り 三和町～島江町

５） 青いこみち 夕日丘１丁目 １２） 清風かつら通り 清風荘１丁目

６） オペラ通り 野田町　大阪音大近く １３） 野畑さくら通り 向丘１丁目

７） 欅坂 北緑丘１～２丁目

（３）吹田市　　２０００年（平成１２年）公募

１） 水鳥の道 高浜橋～江の木町 １３） 千里さくら通り 千里ニュータウン　豊中、吹田市境

２） レッチワースロード 阪急千里山駅西側 １４） 竹の子通り 佐竹台

３） メロード通り JR吹田駅北側 １５） こもれび通り 佐井寺～山田西

４） 片山坂 片山～佐井寺 １６） 九十九坂 津雲台

５） ブーメラン・ストリート JR吹田駅北側 １７） 合歓の木道 青山台

６） せせらぎの道 佐井寺～亥の子谷 １８） 千里ぎんなん通り 桃山台～南千里～岸辺北

７） 雉子（きじ）鳴き道 広芝町～垂水神社 １９） 千里丘あおば通り モノレール宇野辺～山田東

８） 江坂ポプラ通り 豊津町～垂水町 ２０） 風の子通り 高野台

９） 宮の前通り 高浜神社～高浜橋～御旅町 ２１） 千里けやき通り 南千里～山田～北千里

１０） フラワーロード 泉町～芳野町 ２２） 古江路（ふるえじ） 古江台

１１） 江坂ウエスト・サイド・ストリート　　　江坂駅西側 ２３） 三色彩道（さんしきさいどう）　　阪急北千里駅北側

１２） 江坂イースト・サイド・ストリート　　　江坂駅東側 ２４） なかよし道

　 吹田市　ブーメランストリート　　　　　　吹田市　ウエストサイドストリート 吹田市　レッチワースロード
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（４）茨木市　　　１）～４）１９８６年（昭和６１年）公募

        　   ５）～７）２０１１年（平成２３年）公募

１） エキスポロード ＪＲ茨木駅～万博公園

２） 川端通り 元茨木川緑地沿いー北側

３） 桜通り 　　　　〃　　　　　　 －南側

４） 中央通り 阪急茨木駅～中穂積

５） グリーンロード 春日丘

６） 東西通り 阪急茨木駅～茨木川

７） 高瀬川通り 阪急茨木駅～島

（５）高槻市 茨木市　エキスポロード

１） 摂津峡大通り ３） 市役所前けやき大通り

２） ゆめ桜通り ４） 阪急みずき通り

（６）枚方市　　１９９１年（平成２年）公募　　　　市のホームページに愛称道路一覧を掲載

１） 鏡伝道（きょうでんみち） 鏡伝池～交野天神社 １２） 御殿山アート坂 御殿山　大阪美術学校跡

２） くずはアベニュー くずは駅前～男山 １３） 殿山百済寺道 中宮～百済寺跡公園

３） とうかえでの道 上島町～招提 １４） 中宮平和ロード 中宮・軍事鉄道線跡

４） 松美ケ丘桜通り 長尾 １５） ふれあい通り 枚方市駅～市役所

５） 日置今池街道 招提 １６） サンシャインロード 枚方市駅～国道１号線

６） 出屋敷高野街道 出屋敷元町 １７） 万年寺山周道 枚方市駅～枚方公園駅間の山

７） 王仁（わに）公園通り 王仁公園の外周 １８） グリーンバレー通り 光善寺駅～香里団地

８） 山根の道 山根街道の一部 １９） 淀見通り 香里団地の外周道路

９） 氷室路 尊延寺周辺 ２０） 蹉ダ参道 蹉ダ神社への参道

１０） ほたに小径 穂谷 ２１） いちょう通り 香里団地内

１１） 春日通り 津田駅～春日 ２２） けやき通り 香里ケ丘

（７）寝屋川市　　　　２０１０年（平成２２年）公募

１） 駅前大通り「さわやかロード」　京阪寝屋川市～大阪外環状線

（８）東大阪市

１） スクラムロード花園 近鉄東花園駅～花園ラグビー場

２） 菜の花ロード 近鉄小阪・八戸ノ里駅～司馬遼太郎記念館

（９）堺市　　　　　　　1989年（平成元年）市制１００周年時に公募

１） 大小路筋 堺市役所から南海線堺駅

２） フェニックス通り 南海本線堺駅南側の中央環状線

３） 大道筋（だいどうすじ） 堺区中心部の旧紀州街道

４） けやき通り 堺区戎島～北花田口

（１０）大阪狭山市 １９９４年（平成６年）公募

１） さやか通り 市役所前の通り

２） 狭山池通り 狭山池南側

３） いちょう通り 狭山ニュータウン縦貫

４） 陶器山通り 陶器山トンネル～西除川       堺市　フェニックス通り
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