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Ⅰ 国内外からの観光客の受け入れ環境整備 

１）情報発信 

① エリアブランディングの促進 

・海遊館及びその周辺施設（マーケットプレイスや大観覧車）とそれ
以外の施設等の認知度の差 

・来訪者の立ち寄り施設は、海遊館及びその周辺施設に大きく偏って
いる。 

・地区のイメージは「港町の雰囲気」「遊び」が多く、「夕陽」「赤
レンガ」「歴史・文化」が少ない。また「特に印象が無い」も多い。 

・「ポケモンGO」配信後、天保山公園や海遊館付近に同アプリの愛好
者が多数来訪。 

・アプリのもつ強力な集客力・影響力への考慮の必要あり 

 

■エリアブランドの向上 

（港区、経済戦略局） 

・外国人認知度の非常に高い「海遊館」「大観覧車」などの施

設も総称できるような「ブランド（テーマ）」の設定と、テー

マに沿ったプロモーションの展開（①） 

 

■メディア等への情報発信 

（経済戦略局） 

・国内外の旅行会社やメディアに対して継続的なファムトリッ

プの実施（①） 

（港区、港湾局） 

・開港150年を契機とした継続的な情報発信の取り組み（①） 

 

■花の海遊ロードの美装化 

（港区、都市計画局、建設局） 

・港町らしい道路舗装、街路灯設置に向けた仕組みづくり

（②）、植物によるさらなる美化の検討（①～） 

・エリアにふさわしい整備のあり方（将来像）、整備後の維持

管理手法の検討（エリアマネジメント等）（②） 

※地元団体によるまちづくり活動を、沿道企業や行政も巻き込んだ展開

につなげる 

※地元や周辺企業のニーズを踏まえるとともに、道路管理者及び交通管

理者の同意も必要 

現状・課題 

【webアンケート】 
・施設認知度：①海遊館（94.2%）、②天保山大観覧車（71.8%）、③

天保山マーケットプレイス（68.2%）、④大阪文化館（31.9%）、⑤
天保山公園（21.9%） 

・印象・イメージ：①港町の雰囲気（40.0%）、②遊びが楽しめる
（31.0%）、③買い物や飲食が楽しめる（24.7%）、「特に印象はな
い」（26.7%） 

【街頭アンケート】 
・来訪施設：①海遊館（66.0%）、②天保山マーケットプレイス

（46.5%）、③天保山公園（21.6%） 
【居住者アンケート】 
・印象・イメージ：①夕陽の見えるスポット（61.3%）、②港町の雰囲

気（44.9%）、③赤レンガ倉庫などレトロなまち（38.7%）、④治安
のよいまち（26.3%）、⑤庶民的で親切なまち（25.5%） 

【関係者ヒアリング】 
・ピンポイントのブランディングが必要 
・「大阪港」は遠いイメージ。また、地下鉄の駅名も「天保山」など

はどうか。 
・ロゴマークの活用など開港150年イベントの盛り上げが必要。企業も

協力する。 

調査結果より 

取り組みの方向（案） 

注）①：～H31dまでの短期（ルーティン含む） 
  ②：H32d～H38dの中期 
  ③：H39d以降の長期 

■エリアブランドの向上 

■メディア等への情報発信 

■花の海遊ロードの美装化 

１ 



Ⅰ 国内外からの観光客の受け入れ環境整備 

１）情報発信 

② わかりやすいエリア情報の案内 

・花の海遊ロード等にある様々な案内サイン等での系統的な案内・誘

導の欠如 

・道路上の公的な案内表示による民間施設等の案内は困難 

・エリア来訪時の情報入手手段は、「特にない」が最も多く、次いで

「来訪施設のホームページ」。 

・各種ホームページ、情報誌、SNS等を活用した情報発信の取組みの強

化が必要 

■情報誌・マップ・HP・SNS等によるエリア魅力（イベント・
食・見所・クルーズ来航情報等）の発信 

（経済戦略局） 
・国内外の旅行会社やメディアへの継続的なファムトリップの
実施（①） 

（港区、港湾局） 
・客船入港時のインフォメーションコーナーや、客船会社等の
希望に応じた事前の送付による、乗船客及びクルーへのエリア
マップの提供（①） 
※エリアマップの作成経費の確保及び作成（港区）。代替手段として、
ホームページからエリアマップのデータへのアクセス（客船会社等を
通じて乗船客やクルーに周知は可能） 

 

■ICTの検討：Wi-Fi・QRコード・デジタルサイネージ等の整
備・運営 

（港区、経済戦略局） 
・大阪観光局のOsaka Free WiFiの整備拡大に向けた検討（①） 
（港区） 
・デジタルサイネージの整備に向けた検討(①) 
※企業ヒアリングにより事業性を確認 

 
■分かりやすい案内表示板の設置 
（港区、建設局） 
・広告物付き案内板の整備に向けた検討（①） 
※企業ヒアリングにより事業性を確認 

 
■国内外の観光客に対応した多言語案内の整備 
（港区、経済戦略局、建設局、港湾局、交通局） 
・多言語案内の必要性、手法、設置場所、設置主体の早急な検
討（天保山バス停を含む）（①） 

現状・課題 

【街頭アンケート】 

・来訪時の情報入手手段：①特にない（44.0%）、②来訪施設のホーム

ページ（21.6%）、口コミ、ガイドブックなどその他の項目は20％

未満。 

【関係者ヒアリング】 

・エリア南側では、赤レンガ倉庫以外のスポットの知名度は限定的。 

・お店情報マップやパンフレットがあれば、施設利用者に案内可能。 

・（特に日本人は）事前にエリア滞在中の計画を立ててくるので出発

までの情報提供が重要。 

・施設単体ではなく、セットあるいはエリアでの売り出しが必要。 

・昔と違い企業などの団体旅行よりも個人旅行へのアプローチが重要。 

・広告収入を案内地図設置や設置後の維持管理の費用に充てることで

設置者の負担軽減が可能 

調査結果より 

取り組みの方向（案） 

■情報誌・マップ・HP・SNS等によるエリア魅力（イベン
ト・食・見所・クルーズ来航情報等）の発信 

■ICTの検討：Wi-Fi・QRコード・デジタルサイネージ等
の整備・運営 

■分かりやすい案内表示板の設置 

■国内外の観光客に対応した多言語案内の整備 

注）①：～H31dまでの短期（ルーティン含む） 
  ②：H32d～H38dの中期 
  ③：H39d以降の長期 

２ 



Ⅰ 国内外からの観光客の受け入れ環境整備 

２）滞在時間の増加  

① 回遊性の向上 

・海遊館に年間200万人超、マーケットプレイスに年間600万人超の

人々が来訪 

・駅・海遊館間の人通りが多いが、周辺の回遊行動は少ない。 

・エリアの南北の行き来は少ない。 

・街頭アンケートでは移動・交通の不便についての不満 

・「夜の楽しみが少ない」「大人数が一度に食事をするところがな

い」などの指摘 

 
■大人数で食事できる場所などの充実 
（港区、港湾局） 
・大人数で食事できる場所としての天保山客船ターミナルの活
用の検討（①） 
※PFI事業者に事業性や設置についての検討を促すための手法を港湾局と

協議中 

 
■大阪周遊パス等の施設間連携等による地区の回遊性向上 
（港区、経済戦略局） 
・集客効果の非常に高い大阪周遊パスの更なる活用（①） 
・水都大阪をアピールする水都大阪満喫チケットの更なる活用
（①） 

・当エリアの観光素材を周遊するモデルコースの検討（①） 
（経済戦略局） 
・周遊モデルコースを取り入れた観光プロモーション（ファム
トリップ）の実施（①） 

（港区） 
・位置情報を使ったゲームアプリの活用（①） 
 
■モビリティの導入 
（港区） 
・レンタサイクルの社会実験と導入に向けた検討（①） 
・小型モビリティの社会実験と導入に向けた検討（①） 
※施設間での特典サービスの働きかけ 

 
■水辺を楽しむ遊歩道の整備（天保山ハーバービレッジ～中央
突堤～赤レンガ倉庫） 

（港湾局） 
・将来的な堤防整備に合わせて、堤防の上部から水際線へス
ロープ、階段でアクセス可能な親水性の高い構造を取り入れ、
水辺を回れる仕組みについて、実現可能な手法を検討（③） 

現状・課題 

【街頭アンケート】 
・築港・天保山エリアの「改善してほしいところ」で「移動・交通の

不便」に関する意見が最多（28.3%）。 
【関係者ヒアリング】 
・夜は開いている店も少なく、食事場所の紹介が困難 
・外国人周遊パス利用者の増加により海遊館来訪者の取り込みが可能 
・海遊館に頼らない集客を図るには施設同士連携したコンテンツの創

出が必要 
・水都大阪満喫チケットでは天保山エリアは現在対象外 
・小型モビリティ導入は繁忙期と閑散期の差が課題 
・事業性は低いがプロモーション効果大 
・レンタルの小型モビリティは乗ること自体が目的の利用が多い。 
・築港は限られたエリアなので、利用時間の細かい設定などにより手

軽に利用してもらえる可能性 
・レンタサイクルも築港で導入可能 
・駅周辺や利用の多い施設に近接したポートの配置が重要 
・行き先情報の提供と合わせた検討が必要 

調査結果より 

取り組みの方向（案） 

注）①：～H31dまでの短期（ルーティン含む） 
  ②：H32d～H38dの中期 
  ③：H39d以降の長期 

■大人数で食事できる場所などの充実 

■大阪周遊パス等の施設間連携等による地区の回遊性向上 

■モビリティの導入 

■水辺を楽しむ遊歩道の整備（天保山ハーバービレッジ
～中央突堤～赤レンガ倉庫） 

３ 



Ⅰ 国内外からの観光客の受け入れ環境整備 

２）滞在時間の増加  

② まちなみの美化・修景 

・街頭アンケートでは、景観・美化について好意的・批判的両方の意

見あり。 

・海遊館や赤レンガ倉庫など海岸部で集客施設が整備されているもの

の、メインストリートである花の海遊ロードでの街並み形成は不十

分。 

・全般に港町としての街並みの演出が不足。 

 

■まちなみ修景、統一感の演出に向けたルールづくり 

（港区、都市計画局） 

・平成29年度に施行予定の景観条例に基づく、地域主導の個性

ある景観形成のルールづくりの検討（①） 

・今後の海遊ロードのシンボル化やエリアブランディングに向

けた景観形成のルールの検討（②） 

※地域の考える港町の個性を活かした建築物の形態意匠や屋外広告物に

関することなど 

 

■花の海遊ロードの美装化、街路灯の更新 

（港区、都市計画局、建設局） 

・港町らしい道路舗装、街路灯設置に向けた仕組みづくりの検

討（②） 

・エリアにふさわしい整備のあり方（将来像）の構築、整備後

の維持管理手法の検討（エリアマネジメント等） 

※地元団体によるまちづくり活動を、沿道企業や行政も巻き込んだ展開

につなげる 

※地元や周辺企業のニーズを踏まえる検討、道路管理者及び交通管理者

の同意も必要 

 

■シンボルロードとしてのまちなみ修景・にぎわい創出 

（港区、都市計画局、建設局） 

・地下鉄駅から赤レンガ倉庫に至る道路などにおける、ネーミ

ングライツを活用した道路照明灯の設置などまちなみ修景の可

能性の検討（①） 

現状・課題 

【街頭アンケート】 

・築港・天保山エリアの「良いところ」として、景観がよいなどの

「まちの印象」（21.2%）の一方で、「改善してほしいところ」と

して、ポイ捨てが多いなど「美化」（8.0%）についての指摘あり。 

【旅行会社ヒアリング】 

・古いまちなみも魅力。 

・海運倉庫のコンバージョンなどによる活用の検討はどうか。 

・港町としての異文化感などの創出も必要。 

【関係者ヒアリング】 

・海遊ロードはメインストリートとしては寂しい印象。 

調査結果より 

取り組みの方向（案） 

■まちなみ修景、統一感の演出に向けたルールづくり 

■花の海遊ロードの美装化、街路灯の更新 

■シンボルロードとしてのまちなみ修景・にぎわい創出 

注）①：～H31dまでの短期（ルーティン含む） 
  ②：H32d～H38dの中期 
  ③：H39d以降の長期 

４ 



Ⅱ 集客・観光機能の整備 

１）既存資源の活用  

① 臨港緑地や天保山公園等の利活用 

・臨港緑地や天保山公園などの公共空間は、地区のにぎわいづくりに

資する地域資源としての活用が不十分。 

 
■中央突堤緑地の利活用 
（港湾局） 
・中央突堤臨港緑地のウッドデッキの補修（①～） 
（港区、港湾局） 
・民間事業者によるドッグラン、バーベキュー場の設置・運営
についての検討（①） 
※市民の理解と、管理運営方法についての整理、調整 

 
■天保山公園の利活用 
（港区、建設局、都市計画局） 
・イベントでの一時的なカフェ等の営業（①） 
・公園内清掃等の役務をセットにしたキッチンカーの行為・占
用許可の仕組みの導入（①） 

・民間事業者による恒久的なカフェ等の設置の検討（➀～） 
・エリアマネジメントと連動したパークマネジメントの検討
（②～） 

 
■花の海遊ロードでの飲食スペース等のにぎわい創出 
（港区、都市計画局、建設局） 
・都市再生特別措置法に基づく特例占用等に基づく、オープン
カフェ、広告板設置の検討（①～②） 

・道路照明灯に添加する「バナー広告」設置の検討（①～②） 
※地元団体によるまちづくり活動を、沿道企業や行政も巻き込んだ展開
につなげる 

※地元や周辺企業のニーズを踏まえた検討、道路管理者及び交通管理者
の同意も必要 

 
■にぎわい創出に向けたマルシェやフリマ等の社会実験 
（港区、建設局） 
・海遊ロードのにぎわいづくりやエリア南側の活性化のための
社会実験に向けた検討（①） 
※具体的な道路の利活用の実施目的や内容、利用ニーズ、市場性などに
ついての検討 

※実施にあたっては、交通管理者との協議、警備員配置の予算化など 

現状・課題 

【関係者ヒアリング】 

・小規模な公園や緑地単品でのパークマネジメントは無理 

・エリアマネジメントと連動（連携）したマネジメントが必要 

・天保山公園の利活用の対象は、観光客もしくは地域住民 

・公共性と持続性を考慮すると後者の地域住民が対象。 

・観光客対象の場合、海遊館との連携が必須であり十分な整合が必要。 

調査結果より 

取り組みの方向（案） 

■中央突堤臨港緑地の利活用 

■天保山公園の利活用 

■花の海遊ロードでの飲食スペース等のにぎわい創出 

■にぎわい創出に向けたマルシェやフリマ等の社会実験 

注）①：～H31dまでの短期（ルーティン含む） 
  ②：H32d～H38dの中期 
  ③：H39d以降の長期 

５ 



Ⅱ 集客・観光機能の整備 

１）既存資源の活用  

② まちなかの資源の活用 

・地区内には昭和55年以前の建築物の床面積割合が5割を大きく上回る

ところもある。 

・港町らしさを感じさせる建物など特徴的な資産の有効な利活用が不

足。 

・街頭アンケートでは、地区内に休憩スペースや飲食店を望む声が多

い。 

 

■にぎわい創出に向けた空き家や空き地の活用 

（港区） 

・空き家や空き地を活用した魅力的な店舗等の誘致（➀） 

 エリア内の空き家や空き地のオーナー向けにセミナー等を実

施し、利活用を働きかける 

 

■建築物の修景整備の促進 

（都市整備局、港区） 

・地域魅力の創出に寄与する建築物の修景整備に対する支援

（①） 

※「地域魅力の創出に繋がる建築物の修景モデル事業」（修景整備に係

る専門家相談・補助制度）の適用に向けた支援 

 

現状・課題 

【街頭アンケート】 

・エリア内に望む機能や施設：①休憩スペース（36.3%）、②レストラ

ン等の飲食店（29.0%）、公園・緑地等、駐車場、バー等のその他

は20％未満。 

【関係者ヒアリング】 

・地下鉄を挟んで北側は海遊館などにより人の流れも多いが、南側は

寂れている印象。 

・飲食など気軽に立ち寄れるお店があるとよい。 

調査結果より 

取り組みの方向（案） 

■にぎわい創出に向けた空き家や空き地の活用 

■建築物の修景整備の促進 

注）①：～H31dまでの短期（ルーティン含む） 
  ②：H32d～H38dの中期 
  ③：H39d以降の長期 

６ 



Ⅱ 集客・観光機能の整備 

２）新たな機能整備  

① 水辺のにぎわいづくり 

・「水都大阪」の取組は都心部に比べ築港・天保山エリアでは進んでい

ない。 

・地区への水上アクセスは一社のみで港町の特性を活かした魅力づくり

が不十分。 

■水辺拠点間の舟運事業の展開 

（港区） 

・社会実験（H29天保山まつり等）を踏まえた舟運事業化の検討

（①～②） 

 

■舟運を活用したプロモーション 

（港区） 

・地元の港区が薦める「まちあるきツアー（昼）」や「ナイト

クルーズ（夜）」と、現在天保山とのクルーズ船が運航してい

る「とんぼりリバークルーズ」や「なにわ探検クルーズ」とを

つなげるなど、新たなメニューとして築港・天保山エリアと大

阪城など他の都市魅力創造戦略の重点エリアを結ぶ周遊モデル

コースの検討（①～②） 

（経済戦略局） 

・舟運を活用したモデルコースを取り入れた観光プロモーショ

ン（ファムトリップ）の実施（①～②） 

 

■舟運事業の水辺拠点化に向けた規制緩和と社会実験 

（港区） 

・社会実験（H29天保山まつり等）を踏まえた舟運事業化の検討

（①～②） 

 

■民間事業者による舟運・船着場等の管理運営 

（港区、建設局） 

・渡船運航の委託化に併せた渡船施設活用方法の検討（①～②) 

現状・課題 

【関係者ヒアリング】 

・大阪市内のホテルと組んでクルーズを運航（ホテルが資金を出しク

ルーズを委託） 

・USJへのクルーズも同様に考えられるが、舟運事業者が自ら行うこと

はまずない。 

・建設局から、渡船及びその桟橋の民間活用の可能性についての問い

合わせあり。 

・周遊パス利用の外国人が多数（割引率が大きいが、集客増の効果

大）。 

・観光客が築港に行く目的（集客施設）がないと交通事業としての採

算は見込めない。 

・小型船舶が係留するには水面50cm程度の低い船着場が必要。 

・常時運行には券売施設・受付施設が必要。 

・民間企業にとって先駆的に事業を展開するリスクは大きい。 

・期間限定のツアー等の観光商品から始めるのが現実的。 

・舟運だけで来客が急増するわけではない。 

・既存施設との連携など築港自体のPRと並行した普及が必要。 

調査結果より 

取り組みの方向（案） 

■水辺拠点間の舟運事業の展開 

■舟運を活用したプロモーション 

■舟運事業の水辺拠点化に向けた規制緩和と社会実験 

■民間事業者による舟運・船着場等の管理運営 

注）①：～H31dまでの短期（ルーティン含む） 
  ②：H32d～H38dの中期 
  ③：H39d以降の長期 

７ 



Ⅱ 集客・観光機能の整備 

２）新たな機能整備  

② 観光商品の開発と国内外へのプロモーション、新たな観光拠点の整備 

・海遊館やマーケットプレイス以外での来訪者の消費行動は非常に少

ない。 

・街頭アンケートでも、地区への訪問後は宿泊せず、家に帰るという

回答が多い。 

・築港・天保山エリアをアピールできるオリジナルの観光商品がない。 

・ベイエリアの夜景やクルーズなど海に関わる点は魅力だが、他の施

設と連携したツアーを組むのが困難 

・宿泊施設が少なく、40～50人が一度に食事できるところがない。 

・着地型観光を狙うなら、発地でツアーに組み込んでもらう営業が必

要 

 
■発地において着地型観光を観光プランに組み込むプロモー
ション 

（経済戦略局） 
・国内外の旅行会社やメディアに対してファムトリップの等を
実施（①） 

 
■他の観光拠点と連携したプロモーション・戦略的広報による
効果的な情報発信 

（港区） 
・当エリアと市内他エリアの観光素材を結ぶ周遊モデルコース
の検討（①） 

・各種広報媒体を利用した、周遊モデルコースの情報発信
（①） 

（経済戦略局） 
・周遊モデルコースを取り入れた観光プロモーションの実施
（①） 

 
■築港・天保山エリアの魅力創出（イベント・ニューツーリズ
ム・ロケ地・食・景観・みやげもの等） 

（港区、経済戦略局） 
・エリアブランドのテーマに沿ったプロモーション（①） 
（港区） 
・当エリアの魅力や認知度向上にむけ、ロケ地として活用でき
る施設等の把握（①） 

（港区、経済戦略局） 
・大阪フィルムカウンシルとの連携（①） 
（港区、都市整備局） 
・エリア内の魅力的な建築物の公開やまちあるきツアー等の実
施（①） 

 建物所有者等の協力を得て、建築物の公開やまちあるきツ
アー等を企画・実施 
※「生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪」と連携 

現状・課題 

【街頭アンケート】 

・回答を得られた来訪者（N=33）の過半数（60％）はエリア内での消

費金額が3000円未満。 

・「宿泊施設を利用した」来訪者は17％ 

・来訪後の予定は「家に帰る」（57.8%）が最多 

【関係者ヒアリング】 

・エリアの南側には注目される場所は赤レンガ倉庫ぐらいしかない。 

・築港・天保山エリアから外に情報が発信できるようなインパクトの

あるもの（名物やおみやげ）がない。 

調査結果より 

取り組みの方向（案） 
■発地において着地型観光を観光プランに組み込むプロ
モーション 

■他の観光拠点と連携したプロモーション・戦略的広報
による効果的な情報発信 

■築港・天保山エリアの魅力創出（イベント・ニュー
ツーリズム・ロケ地・食・景観・みやげもの等） 

注）①：～H31dまでの短期（ルーティン含む） 
  ②：H32d～H38dの中期 
  ③：H39d以降の長期 

８ 



Ⅲ 居住促進 

・Webアンケートでは地区内への居住意向を持つ割合が非常に低い。 

・特に「交通の便」「買い物環境」「災害に対する安全性」について

の評価が低い。 

・居住地を選ぶ際の重視する項目は「交通の便」「買い物環境」「ま

ちの治安」。 

 

■エリア内の居住地魅力の発信 

（港区、都市整備局） 

・住まいに興味を持つ人に、エリア外から実際に築港・天保山

エリアに足を運んでもらい、居住地としての魅力を体感しても

らうためのきっかけづくり（①） 

＜具体例＞ 

DIYやリノベーションに関するワークショップ、リノベーショ

ン住宅の見学会等居住促進イベントの開催 など 

現状・課題 

【Webアンケート】 
・居住地評価：全体的に「良くない・あまり良くない」が多い。 
・「交通の便」、「災害に対する安全性」、「買い物環境」は特に評

価が低い。 
【就労者アンケート】 
・居住意向：95%が「住みたくない」と回答 
・居住意向の低い理由：「買い物環境（44.9%）」「防災面の不安

（41.3%）」 
【関係者ヒアリング】 
・住む場所と遊ぶ場所の共存は魅力。 
・堀江などのように住みたいと思うブランディングが重要。 
・観光地のイメージが強く、居住地の印象は定着していない。 
・居住地としてのイメージは、「無色」 
・「まちを変えていく」ストーリーを示すなど今後の売り出し方が重

要。 
・立地がよく、ブランディングが成功すると可能性は大きい。 
・学区の印象は、当地区では悪くない。 
・「築港」という言葉の響きは、昔のマイナスの雰囲気も引きずって

いる印象もある。 
・広告、雑誌でのPR、ラジオ等で築港の魅力発信が必要 

調査結果より 

取り組みの方向（案） 

■エリア内の居住地魅力の発信 

１）居住地魅力の向上・発信  

① 居住促進プロモーションの展開 

注）①：～H31dまでの短期（ルーティン含む） 
  ②：H32d～H38dの中期 
  ③：H39d以降の長期 

９ 



Ⅲ 居住促進 

１）居住地魅力の向上・発信  

・築港地区の人口は、昭和55年以降減少。 
・特に若年層は大幅に減少する一方で高齢化が急速に進展。 
・地区内での住宅供給が少なく、流入人口の受け皿が不足。 
・地区内には空家・空地が存在。 
・地区内への居住意向を持つ割合が非常に低い。 
・特に「交通の便」「買い物環境」「災害に対する安全性」の評価が

低い。 
・居住地を選ぶ際の重視する項目は「交通の便」「買い物環境」「ま

ちの治安」。 
・地区の子育て環境・教育環境に対する評価は高くない。 

 

■子育て・教育環境の充実 

（港区） 

・隣接型小中一貫校開設に向けた検討（①） 

 

■スーパーなど生活利便施設の充実 

（港区） 

・みなと中央病院移転後の跡地における住宅と生活利便施設の

誘導（➀～②） 

（港湾局） 

・港湾局所管地における既存事業者の動向を踏まえた住宅と生

活利便施設の誘導検討（➀～②） 

（都市整備局） 

・市営築港住宅の将来的な建替え余剰地を活用した、中堅層向

けの良質な民間住宅や生活利便施設等の導入（③） 

現状・課題 

【Webアンケート】 
・居住地評価：「交通の便」「災害に対する安全性」「買い物環境」

は特に評価が低い。 
・居住地選択に重視する条件：「交通の便（88.2%）」「買い物環境

（86.6%）」「まちの治安（83.0%）」 
【居住者アンケート】 
・居住地評価：「交通の便」「自然環境」「住環境」の評価は高く

「買い物環境」「災害に対する安全性」「医療環境」は低い。 
・将来的な居住意向：「今後も住み続けたい（50.2%）」「いずれは

引っ越すかもしれない（23.0%）」 
・居住意向が低い回答の理由：「買い物環境（49.3%）」「防災面の不

安（23.9%）」「医療環境（22.5%）」 
・居住者の希望する施設：「病院・診療所（49.8%）」「スーパーマー

ケット（48.1%）」「温浴施設（39.5%）」 
【関係者ヒアリング】 
・都心へのアクセスなど交通利便は良く、ポテンシャルはある。 
・東日本大震災以降、津波により湾岸のイメージがあまり良くない。 
・賑わいエリアの魅力はあるが、住環境のまちのイメージがない。 
・スーパーや銀行など生活利便施設やクリニックなど医療関係施設が

少ない。 
・昼間人口に比べ夜間人口が少ないことが店舗の出店に待ったを掛け

ている要因。 
・学区の印象は、当地区では悪くない。 
・500戸超の供給であれば子育て支援施設の確保は可能。 

調査結果より 

取り組みの方向（案） 

■子育て・教育環境の充実 

■スーパーなど生活利便施設の充実 

② 居住環境の改善 

注）①：～H31dまでの短期（ルーティン含む） 
  ②：H32d～H38dの中期 
  ③：H39d以降の長期 

１０ 



Ⅲ 居住促進 

・築港地区の人口は、昭和55年以降減少。 
・特に若年層は大幅に減少する一方で高齢化が急速に進展。 
・地区内での住宅供給が少なく、流入人口の受け皿が不足。 
・地区内には空家・空地が存在。 
・水際線は天保山公園を除き、臨港地区（商港区、修景厚生港区）に

指定され、住宅の建設が不可能。 
・市営築港住宅の将来的な建替えの際には、地区内のまとまった公共

敷地としてまちづくりへの活用が期待されている 

 

 

■新規住宅の供給 

（港区） 

・大阪みなと中央病院移転後の跡地へのマンション誘導（➀～

②） 

（港湾局）  

・港湾局所管地における既存事業者の動向を踏まえた住宅供給

の検討。（➀～②） 

（都市整備局） 

・市営築港住宅の将来的な建替え余剰地を活用した、中堅層向

けの良質な民間住宅や生活利便施設等の導入（③） 

（港湾局） 

・住宅開発等の動向を踏まえた臨港地区規制の見直しを検討

（②） 

 

 

■既存住宅ストックの活用 

（港区） 

・既存住宅を活用したリノベーションやDIYの普及促進など

（①） 

＜具体例＞ 

・エリア内の賃貸住宅オーナー向けにリノベーションやDIY型

賃貸借に関する普及啓発を実施（区と地元団体等との連携に

よりセミナー等を実施） 

・公社賃貸住宅におけるリノベーション住宅やDIY住宅の供給

（居住促進プロモーションと連動してPR） 

 

現状・課題 

【関係者ヒアリング】 
・利便性高いエリアでポテンシャルはある。 
・観光地のイメージが強く、居住地の印象は定着していない。 
・大阪市内中心部で土地の値段が上がってくるので、それ以降に周縁

部で安価で購入できればマンション供給のエリアになってくると思
う。 

・東日本大震災以降、津波により湾岸のイメージがあまり良くない。 
・埋立地は軟弱地盤が多く、建築費に跳ね返る場合もある。 
・居住地としてのイメージは、「無色」 
・「まちを変えていく」というストーリーを示すなど今後の売り出し

方が重要。 
・「まちが変わる」ならば500戸超の供給の検討も可能。 
・学区の印象は、当地区では悪くない。 
・500戸超の供給であれば子育て支援施設の確保は可能。 
・仕事場と一体など特色のある住宅が合うのではないか。 
・特色を出していくことで虫食い状態を防ぐことも可能。 
・エリアとしての上質感がもう少し上がらないと高額マンションには

手が伸びないのではないか。 
・地域の繋がりが強い印象なので、一挙に多数の入居の方が入り易い。 
・臨港地区の規制が掛かっているとマンション等の開発ができないの

で、規制の枠を外すことも考えてもらいたい。 

調査結果より 

取り組みの方向（案） 

■新規住宅の供給 

■既存住宅ストックの活用 

③ 住宅供給の促進 

１）居住地魅力の向上・発信  

注）①：～H31dまでの短期（ルーティン含む） 
  ②：H32d～H38dの中期 
  ③：H39d以降の長期 

１１ 



Ⅳ クルーズ客船母港化に向けた取組み 

１）客船ターミナル機能の強化  

・現状の客船ターミナルは、①老朽化、②バリアフリーに対応できて
いない、③スムーズな入出港国手続きが可能なターミナルスペース
を有していない、といった課題がある。 

 

■民間活力を導入した天保山客船ターミナルの整備と運営 

（港湾局） 

・天保山客船ターミナルのPFI手法による整備（独立採算施設の

併設は事業者の任意）(②) 

（港区、港湾局） 

・客船入港時に乗船客が利用するインフォメーションスペース

でのエリア案内機能の充実（②） 

・事業者が独立採算施設を併設する場合、地域と連携したエリ

アの魅力向上・発信に向けた方策について事業者と協議（既存

施設や行政と連携した情報発信など）（②） 

 

■クルーズ客船母港にふさわしい受入環境の整備 

（港区、都市計画局、建設局、港湾局） 

・客船入出港時における歓送迎プログラムの充実（①） 

・港町らしい道路舗装、街路灯設置に向けた仕組みづくり

（②）、植物によるさらなる美化の検討（①） 

現状・課題 

調査結果より 

取り組みの方向（案） 

■民間活力を導入した天保山客船ターミナルの整備と運営 

■クルーズ客船母港にふさわしい受入環境の整備 

注）①：～H31dまでの短期（ルーティン含む） 
  ②：H32d～H38dの中期 
  ③：H39d以降の長期 
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