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夢洲第２期区域（大阪・関西万博跡地）に係るマーケット・サウンディング 実施要領 

 

 

１ 実施概要 

（１） 調査の名称 

「夢洲第２期区域（大阪・関西万博跡地）に係るマーケット・サウンディング」 

 

（２） 調査の趣旨・背景 

 大阪湾の中心に位置する夢洲において、2025年日本国際博覧会（以下「大阪・関西

万博」という。）が、そのテーマを「いのち輝く未来社会のデザイン（Designing Future 

Society for Our Lives）」、コンセプトを「未来社会の実験場（People's Living Lab）」

として、2025年 5月から 11月にかけて開催されます。 

この大阪・関西万博は、多くの人々が参加し、新しいアイデアを全ての参加者が共

有することで、国連が掲げる「持続可能な開発目標（以下「SDGs」という。）」の達成

を後押しする機会となることや、人々がポテンシャルや個性を発揮できる持続可能

な社会の未来像を共創する場となります。 

また、大阪・関西万博の会場となる夢洲については、大阪府・市・関西経済界によ

り、2017 年 8 月に「夢洲まちづくり構想」が策定され、国際観光拠点形成の方針が

示されました。 

夢洲まちづくり構想では、大規模なまちづくりが可能な夢洲において、大阪・関西

の経済活性化等に寄与する新たな国際観光拠点の形成をめざし、エンターテイメン

ト・レクリエーション機能の導入や最先端技術の実証・実践の取り組みを進めるとし

ています。 

今後、夢洲において国際観光拠点を形成していくにあたっては、大阪・関西万博の

理念や空間形成の考え方、各種取り組み等を、レガシーとしてどのように継承し、観

光客のさらなる増加、大阪・関西万博で得た知名度の向上や地域経済の活性化などに

ついて積極的に検討していくことが重要であると考えています。 

大阪・関西万博の開催を終着点とするのではなく、閉会後の夢洲において、大阪・

関西万博が生み出したレガシーを夢洲まちづくり構想のコンセプトと融合させ、魅

力ある国際観光拠点の形成につなげるため、本調査においては、実現可能な幅広いア

イデア、民間の参画意向、市場性の有無等を把握し、今後の検討に役立てることを目

的としたマーケット・サウンディング（市場調査）を実施します。 
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＜参考情報＞ 

○「大阪・関西万博」（経済産業省 HP） ：大阪・関西万博に関すること 

  http://www.meti.go.jp/policy/exhibition/osaka2025.html 

 

○「夢洲まちづくり構想」 ：夢洲全体のまちづくり方針や土地利用等に関すること 

http://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000409034.html 

 

○「大阪ＩＲ基本構想について」（大阪府 HP） ：夢洲第１期区域に関すること 

http://www.pref.osaka.lg.jp/irs-kikaku/kousou/index.html  

 

 

２ 提案条件など 

（１） 対象区域等 

今回、提案を求める対象区域は、下図に示す第 2 期区域（以下「対象区域」とい

う。）の範囲内とします。 

なお、都市基盤については、「夢洲まちづくり構想」に掲げる内容を踏まえて提案

をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜夢洲第２期区域（大阪・関西万博跡地）の概要＞ 

・所 在 地：大阪市此花区夢洲中１丁目及び夢洲東１丁目地先 

・敷地面積：約 60ヘクタール 

図 対象区域 

第１期

第３期

第２期

（対象区域）
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・用途地域、容積率、建ぺい率：現状、次図のとおり 

※ 国際観光拠点の形成に向け、用途地域等を変更する場合がありますので、今後の

情報に留意してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・スケジュール： 

次図のとおり、対象区域約 60ヘクタールのうち埋立が完了している区域は、

現在、約 20ヘクタールです。埋立未完了の区域約 40ヘクタールについても、

現在、埋立工事が進められており、2022年度末までに完了する予定となって

います。 

その後、対象区域は 2025年 5月 3日から 11月 3日にかけて大阪・関西万博

会場の一部として使用される予定です。閉会後は、原則としてパビリオン等

は撤去され、更地となる予定です。提案は、大阪・関西万博閉会後を対象と

した内容とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考情報＞ 

   現在の都市計画に関連する情報等については、「マップナビおおさか」（下記 URL）を

ご確認ください 

http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/webgis/index.html 

対象区域 

図 用途地域、容積率、建ぺい率（現況） 

 

準工業地域 

容積率：200％ 

建ぺい率：60％ 

工業地域 

容積率：300％ 

建ぺい率：60％ 

万博用地 65ha

埋立未完了区域
約40ha

埋立完了区域
約20ha

図 埋立状況 
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３ 実施における基本事項 

（１） 提案にあたっての視点 

・大阪・関西万博は、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに Society 5.0を

鍵として SDGsの 2030年達成に貢献するため、世界中の国々、人々と共に創る（共

創）を重視しながら、イノベーションを創出することとされています。 

・対象区域は、夢洲まちづくり構想において、「万博開催後の用地において、第１期

に導入されたエンターテイメント機能の拡充やレクリエーション機能の導入とこ

れらの施設による集客と大阪が強みを有する最先端技術の実証・実践の取り組み

との相乗効果を生み出す産業・ビジネス機能やその関連機能を導入する。」として

います。 

・上記をふまえ、大阪・関西万博開催を通して得られた理念や、取り組み、成果等

をレガシーとしてどのように夢洲のまちづくりで継承できるかを検討していくた

め、次に掲げる（Ａ）～（Ｃ）３つの視点から対象区域内での取り組み等につい

ての提案を希望します。 

（※今回の提案では、幅広いアイデアを求めますが、実施に際しては適用される法

令等により制限される可能性があります。提案いただいた内容の実施を保証す

るものではないことを予めご了承ください。） 

 

（A） 理念・取り組み 

大阪・関西万博閉会後においても、引き続きその理念や取り組み等を継承していく

ための具体的な方策や計画等に関する提案を希望します。 

 

・大阪・関西万博は、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに Society 5.0を鍵

として SDGsの 2030年達成に貢献するため、世界中の国々、人々と共に創る（共創）

を重視しながら、イノベーションを創出することとされています。 

・「夢洲まちづくり構想」では、エンターテイメントや非日常空間の体験、交通・移動、

エネルギー、セキュリティをはじめ、夢洲内で活用されている様々な最先端技術の

実証・実践の場の創出などスマートシティの形成をめざしていくことを掲げていま

す。 

・また、大阪・関西万博の理念も継承しながら、引き続き、ライフサイエンスやその

他関連産業の技術・研究の体験の場の創出や情報発信の拠点化を図るとしています。 

 

（B） 空間の形成・活用 

夢洲の立地特性や周辺の景観との調和に加え、大阪・関西万博の会場コンセプト等

に基づく空間の形成や活用の考え方を対象区域のまちづくりに継承し、活用してい

くための着眼点や具体化方策等に関する提案を希望します。 
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・大阪・関西万博の会場では、海を臨む眺望や、水景を活かした空間が形成されます。

また、会場内の「空（くう）」と呼ばれる大広場では、ＡＲ（拡張現実）やＭＲ（複

合現実）技術による多様な展示・イベントが行われる場として、来場者の新しい交

流の場となることが想定されています。 

・「夢洲まちづくり構想」では、鉄道駅を中心に、夢洲全体ににぎわいを展開するとと

もに、まちなみの連続性を確保するような土地利用をめざしています。 

・そして、駅前広場は、人の交流や憩いの場となるアメニティ豊かな空間とするとと

もに、隣接する建築物や歩道等との一体性・連続性を確保し、夢洲の玄関口にふさ

わしいシンボル性の高い空間を形成することをめざすとしています。 

 

（C） 国際観光集客拠点・交流拠点 

夢洲における国際観光拠点形成に向けて、大阪・関西万博を通して生み出される国

際的な観光魅力や交流等をレガシーとして継承していくという観点から、大阪・関西

万博跡地である対象区域への導入がふさわしいと考えられる機能や施設等に関する

提案を希望します。 

 

・大阪・関西万博は、持続可能な未来社会を共創するために、世界中の人々を結びつ

け、世界中から 2,800万人もの人々を集客する大規模プロジェクトとなります。そ

して、大阪・関西万博そのものが、人々の交流・共創・コミュニケーションの拠点

となります。また、開催地である大阪・関西のみならず、日本各地を訪れる観光客

を増大させ、地域経済が活性化する「起爆剤」となります。 

・「夢洲まちづくり構想」では、世界中の人がいずれは訪れてみたいと憧れ、大阪・関

西の新たな魅力となるユニーク（夢洲でしか観られない、体験できない）、かつ、質・

規模ともに世界第一級の多様なエンターテイメント機能を集積することを掲げてい

ます。 

 

 

（２）提案していただく事項 

（Ａ）～（Ｃ）の視点から対象区域内でどのような取り組みを展開するかを具体化

していただき、【別紙４】調査票に記入してください。 

・大阪・関西万博のレガシー継承の考え方 

・対象区域での取組内容・規模・概算収支等 

・提案を実現するための条件等 

・その他 
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４ マーケット・サウンディングの進め方 

（１） マーケット・サウンディングの対象者 

対象者は、夢洲第２期区域のまちづくりにおける、大阪・関西万博のレガシー継承

に係る実現可能な計画の提案を行い、かつ実行する意向を有する法人又は法人のグ

ループとします。 

 

 

（２） マーケット・サウンディングの流れ 

  ア マーケット・サウンディングの実施を公表 

 ・ホームページ掲載：2019年３月 14日（木曜日） 

 

 

  イ 説明会（任意参加）参加申込み 

説明会への参加は、法人又は法人のグループごとに事前に申し込みをしてくださ

い。参加者数は、法人又は法人のグループごとに２名以内とします。 

参加を希望される方は、次のとおり申し込みをしてください。 

 

・申込期限：2019年３月 20日（水曜日）午後５時 

・提出書類：【別紙１】「説明会参加申込書」 

・提出方法：件名に「【夢洲第２期】説明会参加申込み」と明記し、電子メールで提

出してください。到着確認のため、電子メールの送信後に、電話で連

絡をお願いします（電話：06－6208－7898） 

・提出先 ：連絡先メールアドレスあて 

 

 

  ウ 説明会（任意参加） 

本説明会への参加は任意です。 

主に調査の目的や調査の実施方法等について説明しますので、本実施要領を持参

してください。 

・実施日 ：2019年３月 25日（月曜日） 午後２時から 

・実施場所：大阪府咲洲庁舎４１階 共用会議室７ 

          大阪市住之江区南港北１－１４－１６ 
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  エ マーケット・サウンディングに関する質問 

マーケット・サウンディングに関する質問受付及び回答を以下のとおり行います。 

・受付期間：2019年３月 15日（金曜日）午前９時から 

2019年３月 28日（木曜日）午後５時まで 

・提出書類：【別紙２】質問用紙 

・提出方法：件名に「【夢洲第２期】質問」と明記し、電子メールで提出してくださ

い。到着確認のため、電子メールの送信後に、電話で連絡をお願いし

ます（電話：06－6208－7898） 

・提出先 ：連絡先メールアドレスあて 

・回答方法：いただいたご質問は、受付期間終了後にとりまとめ、本市の考え方と

あわせて４月中旬ごろに大阪市ホームページへの掲載を予定していま

す。なお、掲載に供することが適切でないと判断した質問事項につい

ては、回答を行わないことがあります。あらかじめご了承ください。 

   

 

  オ 提案資料の受付 

・受付期間：2019年４月 17日（水曜日）午前９時から 

2019年５月８日（水曜日）午後５時まで 

・提出書類：【別紙３】参加申請書 

【別紙４】調査票 

（必要に応じ、調査票に、別紙や別添資料等を添付することは可としま

す。可能な限り、具体的な提案資料としてください。） 

・提出方法：件名に「【夢洲第２期】調査票」と明記し、電子メールで提出してくだ

さい。到着確認のため、電子メールの送信後に、電話で連絡をお願いし

ます（電話：06－6208－7898） 

・提出先 ：連絡先メールアドレスあて 

 

 

  カ ヒアリング 

必要に応じて、提案内容についてのヒアリングを実施します。ヒアリングの実施

方法、日程を含め、詳細については、別途提案者に通知します。なお、ヒアリング

は、提案者のアイデア及びノウハウの保護のため、個別に、非公開で行います。 

法人又は法人のグループごとに、ヒアリングに参加できる人数は 4名までとし、

所要時間は 60分以内を目安とします。なお、必要に応じて複数回行うことがありま

す。 
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  キ 結果の公表 

サウンディングの実施結果について、概要の公表を予定しています。なお、提案

者名の名称は公表しません。 

   

 

（３） 留意事項 

・提案者の名称は公表しません。 

・本サウンディングへの参加に係る費用の弁償及び報酬の提供はありません。 

・本サウンディングでご意見・ご提案いただいた内容は、夢洲まちづくりにおける条

件等を検討する際の参考としますが、条件等への反映や内容の実施等を保証する

ものではないことにご留意ください。 

・事前に提案者へ内容の確認を行ったうえで、本サウンディングの実施結果を本市以

外の関係機関等との協議に使用する可能性があります。 

・本サウンディング終了後も、必要に応じて追加の対話、文書照会等を実施させてい

ただくことがあります。その際にはご協力をお願いします。 

・本サウンディングは事業者を選定するものではありません。（今後の土地の提供に

あたっては、原則公募によるものとします。） 

 

 

５ 連絡先 

（１） 連絡先メールアドレス（説明会参加申込先、質問送付先、調査票送付先） 

yumeshima-research＠city.osaka.lg.jp 

 

 

（２） 問合せ先 

都市計画局開発調整部開発計画課（夢洲・咲洲地区開発担当） 

住所：大阪市北区中之島１－３－２０ 

電話：０６－６２０８－７８９８ 

 

 


