
ご意見の要旨 本市の考え方

〇「夢洲まちづくり構想」の土地利用方針と都市計画変更素案との関係が不明確である。

〇夢洲の概要と都市計画変更素案の関係が不明確である。都市計画変更理由をはっきり明

示すべき。都市計画変更素案として、あいまいで煮詰められていない点が多い。

〇70haのＩＲと60haの万博しか考えない偏狭なものである。

　平成29年8月に策定された「夢洲まちづくり構想」において、夢洲中央部は、「観光・産業ゾーン」と位置づけられ、

「世界中の人が訪れてみたいと憧れるエンターテイメント機能やレクリエーション機能を中心に先進技術等が体験できる

空間の創出など産業振興に資する機能も導入する等、新たな国際観光拠点の形成を図る」と示されています。今回、国際

観光拠点の形成をはかる夢洲１期エリアと、万博の理念を継承したまちづくりを行い国際観光拠点の更なる強化を図る夢

洲２期エリアについて、その土地利用を誘導するため都市計画素案を作成したものであります。

〇工業保全地区の区域変更の意味を説明してほしい。

　平成29年8月に策定された「夢洲まちづくり構想」に基づく土地利用計画の実現をめざし、都市計画素案を作成したも

のであり、観光・産業ゾーンとして位置づけられているエリアについて、現在、特別用途地区の工業保全地区として定め

られている範囲の一部を特別用途地区の国際観光地区に変更しようとするものです。

（2件）

〇IRや万博誘致開催に伴い、交通渋滞等が増加することが懸念され、物流業務の運営は困

難と思われるため、商業地域に変更してほしい。

　国際物流拠点と国際観光拠点が共存し、それぞれが十分な機能を発揮できるよう、橋梁や幹線道路の拡幅を行うととも

に、高架道路の整備等により観光ゾーンへの車両動線と物流動線の分離を図ることで、円滑な交通アクセスの維持に努め

ていくこととしています。なお、「夢洲の都市計画変更素案」の2　都市計画（都市施設）素案　道路（15ページ）にお

いて記載しております夢洲中央線沿いの駅前広場については、円滑な交通アクセスを確保する観点から、駅前広場が担う

役割を踏まえて、１haを都市計画施設として位置付ける案といたします。

　都市計画素案は、平成29年8月に策定した「夢洲まちづくり構想」の土地利用計画の実現をめざし都市計画変更を行お

うとするものであり、同構想において夢洲東部は引き続き「物流ゾーン」「産業・物流ゾーン」として、高付加価値物流

機能等を備えた物流機能等の確保を図ることとしていることから、今回の都市計画素案においては変更しないこととして

おります。

（別紙）ご意見の要旨と本市の考え方

【都市計画変更素案に関すること】



ご意見の要旨 本市の考え方

〇夢洲2区3区は、国際貿易港、産業物流拠点だったのに、突如として商業地域に変更上位

計画（総合計画・マスタープラン）を無視している。容認できない。

　平成29年8月に策定した「夢洲まちづくり構想」において、大規模な土地が確保できる立地を活かし、大阪の経済振

興・都市魅力向上に資する新たな国際観光拠点の形成に向けた、夢洲のまちづくりの方向性が示されております。

〇「夢洲まちづくり構想検討会」は、インフォーマルな性格であり、市民不在で不当であ

ると考える。

〇関西経済界の代表と府・市の行政幹部が決めたＩＲと万博のため構想推進のみの考え方

で支配されている。

　関西経済３団体・大阪府・大阪市において、夢洲地区での観光拠点の形成など、新たな機能を盛り込んだ夢洲全体のま

ちづくり方針や土地利用等に関して将来を見据えた広い視点から検討するため平成26年10月に「夢洲まちづくり構想検

討会」が発足しました。

　「夢洲まちづくり構想」については、平成29年4月から約1か月間のパブリックコメントを実施し、同年８月に、夢洲

において世界に誇る魅力ある国際観光拠点の形成を公・民が協働して実現するための指針として策定しました。

〇第1期、第2期、第3期はそれぞれ、IR、万博開催後と考えてよいか。とくに第2期は、IR

を含む万博跡地利用と考えてよいか。

　第２期、第3期は、万博開催後の跡地利用ですが、第1期は、跡地ではなく統合型リゾート（IR）の導入をめざしている

ものであります。

〇物流と観光交通の渋滞が想定される。経済の発展を望むなら、物流最優先の夢洲開発計

画にすべきです。

〇カジノなど誘致せず、夢洲の当初目的を遂行すべき。

〇阪神港としての物流拠点のひとつであり、物流を増やす計画を阻害する恐れがある。

　夢洲については、平成29年８月に策定した「夢洲まちづくり構想」に基づいたまちづくりを進めることとしており、

このなかで、既に稼働中のコンテナターミナル等、大阪・関西の経済活動や市民生活を支える国際物流拠点の機能を充実

させるとともに、大阪の成長をけん引する新たな国際観光拠点を形成することとしています。

　また、国際物流拠点と国際観光拠点が共存し、それぞれが十分な機能を発揮できるよう、橋梁や幹線道路の拡幅を行う

とともに、高架道路の整備等により観光ゾーンへの車両動線と物流動線の分離を図ることで、円滑な交通アクセスの維持

に努めていくこととしています。

〇万博終了後は、観光・産業ゾーンをすべて売却してしまうのか 　現在のところ、未定です。

〇夢洲開発に経済活性化効果を広く関西へ最大化していくためには、まちづくりにおける

戦略や必要となる都市機能の検討が必要であり、経済団体や民間企業、有識者等も交えた

検討体制の構築を要望する。

　ご意見につきましては、今後の参考とさせていただきます。

　平成29年8月に策定した「夢洲まちづくり構想」において、夢洲中央部は、「観光・産業ゾーン」と位置づけられ、世

界中の人が訪れてみたいと憧れるエンターテイメント機能やレクリエーション機能を中心に先進技術等が体験できる空間

の創出など産業振興に資する機能も導入する等、新たな国際観光拠点の形成を図るため、その土地利用を誘導できるよう

都市計画変更を行おうとするものであり、具体的な開発の内容を決めるものではありません。

〇本素案の各項目について、持続可能な開発目標（SDGs）の17目標と169ターゲットとそ

の指標とする数値を教えてほしい。

【夢洲まちづくり構想に関すること】



ご意見の要旨 本市の考え方

〇開発計画の円滑な促進や民間の投資の呼び込みにつなげるため、中長期的な夢洲全体の

グランドデザインを示すことが必要と考える。
　ご意見につきましては、今後の参考とさせていただきます。

〇万博、IR誘致は、大阪市の発展のみならず、 我国経済にとりましても多大な経済効果を

もたらすものと考えております。

〇国際観光拠点の形成は、関西経済の活性化に非常に重要な役割を果たすと考えられ適切

である。

　平成29年8月に策定した「夢洲まちづくり構想」の土地利用計画の実現をめざし、大阪の成長をけん引する新たな国際

観光拠点の形成をめざしたまちづくりを推進してまいります。



ご意見の要旨 本市の考え方

〇大阪市の廃止、特別区に分割を目論んでいるが、都市計画審議会の継続と責任のあり方

について、教えてほしい。

　今回の案件については、大阪市都市計画審議会の審議を経て大阪市が都市計画を決定するものであり、特別区が設置さ

れた場合は、これらは副首都・大阪にふさわしい大都市制度《特別区（素案）》の考え方を踏まえてそれぞれ承継される

こととなります。

　なお、大阪府と特別区の事務分担（案）については、大都市制度（特別区設置）協議会で議論されるものであり、今後

確定していくことになります。

〇都市計画審議会の有識者はどのように決定されたのか。

　大阪市都市計画審議会委員は大阪市都市計画審議会条例第２条の規定により、学識経験者及び大阪市会議員のそれぞれ

15人以内で市長が委嘱する委員で組織することとしています。学識経験者の委員については、都市計画案の調査審議に

あたって、広範多岐にわたる様々な分野における高度かつ専門的な見識が必要となる為、自然科学(都市計画、地域計

画、交通計画、土木、建築、造園、環境、景観、空間デザイン、情報・通信)及び人文科学（法律、経済、居住政策、経

営、社会）の分野より委員を選任しています。

〇都市計画審議会の有識者に、防災、社会インフラ、地質学の専門家がいない。夢洲で懸

念される問題に対する専門家が不在のまま用途変更されることに反対する。

〇都市計画審議会において、防災、社会インフラ、地質、土木、環境等について議論され

るのか。その際の資料は公表されるのか。

　大阪市都市計画審議会は、都市計画法第77条の２及び同第87条の２の規定に基づき設置が義務付けられ、大阪市都市

計画審議会条例により設置された、都市計画に関する事項について調査審議するための、本市の附属機関です。

　大阪市都市計画審議会委員は大阪市都市計画審議会条例第２条の規定により、学識経験者及び大阪市会議員のそれぞれ

15人以内で市長が委嘱する委員で組織することとしています。学識経験者の委員については、都市計画案の調査審議に

あたって、広範多岐にわたる様々な分野における高度かつ専門的な見識が必要となる為、自然科学(都市計画、地域計

画、交通計画、土木、建築、造園、環境、景観、空間デザイン、情報・通信)及び人文科学（法律、経済、居住政策、経

営、社会）の分野より委員を選任しています。

　大阪市都市計画審議会で議論された内容及び配付資料については、後日大阪市ＨＰで公表されます。

【都市計画審議会に関すること】



ご意見の要旨 本市の考え方

（36件）

〇埋め立て地である、夢洲では、液状化や津波、また、地盤沈下や台風などによる浸水な

ど自然災害に弱いと考えられるような場所であり、国際観光拠点として利用されるべきで

ない。

〇橋とトンネルだけでは、災害時などの多数が避難できるルートして機能できるのか疑問

がある。

　大阪府が平成25年に公表した南海トラフ巨大地震による津波のシミュレーションによると、津波が満潮時に大阪港に

来襲した場合、夢洲がある此花区沿岸部での津波の最高高さは、大阪湾での最低潮位を表すOPを基準面として、満潮位

OP+2.2mに対し、OP+5.4mとなっています。一方、国際観光拠点エリアである夢洲の2区・3区については、護岸直背後

のごく一部で浸水があるものの、IRや、万博を予定している国際観光拠点エリアは津波の最高高さよりも5m以上高い、

OP+11～13m程度の高さまで盛土を行う予定であり、その後の沈下を考慮しても、津波に対して十分な高さが確保でき

ると考えており、大阪港における台風時の高潮の最高想定潮位OP＋5.2ｍに対しても十分な高さを確保できると考えてい

ます。

　国際観光拠点のエリアである夢洲２区・３区については、主に港湾や河川を浚渫した際に生じた粘土質の土砂で埋立て

られており、地震時に液状化が発生する可能性は極めて低いと考えています。

　また、夢洲へのアクセスを担う夢舞大橋、夢咲トンネルについては、南海トラフ巨大地震などの巨大地震に対する耐震

性を供用時より確保しております。

（15件）

〇夢洲は、現在も廃棄物等の最終処分場として利用されており、延命化が必要である。今

回の計画変更によって廃棄物受入期間が短縮されるなら、市民の利益 を損なうことにな

る。処分場として長く活用すべき。

　夢洲は、廃棄物処分場として、数十年間にわたり受入れを進めてきており、受入容量を増やす対策を実施し延命化も図

り、限られた処分空間を有効に活用するとともに、造成した土地については、時代のニーズにあわせた土地利用を図り、

大阪・関西の発展に資することとしています。

　現在、浚渫土砂を処分しているエリアの大部分は、「夢洲まちづくり構想」において、「観光・産業ゾーン」の第3期

と位置づけられ、土地利用は未定で、その時期もかなり先になると考えられますので、万博開催後においては、浚渫土砂

や建設発生土の処分場として活用していくものと考えていますが、第1期、第2期の土地利用の状況を鑑み、対応してま

いります。

　なお、廃棄物を処分している西側のエリアについては、今回の計画変更に伴う廃棄物受け入れ期間の短縮予定はありま

せん。

【その他意見】



ご意見の要旨 本市の考え方

（14件）

〇土地造成、道路、鉄道整備など巨額な税金を支出することは反対。

　夢洲は廃棄物や建設発生土の処分場として活用しながら、土地の需要に合わせて、必要な土地造成や基盤整備を行って

いくこととしています。

　また、今後、大阪・関西の経済活動や市民生活を支える国際物流拠点と大阪の成長をけん引する新たな国際観光拠点の

それぞれが十分な機能を発揮するためには、円滑な交通アクセスを確保することが必要不可欠と考えており、鉄道網の整

備、橋梁や幹線道路の拡幅により、夢洲へのアクセス機能を強化するとともに、高架道路の整備等により観光ゾーンへの

車両動線と物流動線の分離を図り、円滑な交通アクセスの維持に努めてまいります。

（8件）

〇物流交通と観光交通が輻輳し交通渋滞を招くのではないか。

〇トレーラーが大渋滞しており、さらに観光車両が増大することで物流機能がマヒするの

ではないか。そうならない根拠を示してほしい。

　国際物流拠点と国際観光拠点が共存し、それぞれが十分な機能を発揮できるよう、橋梁や幹線道路の拡幅を行うととも

に、高架道路の整備等により観光ゾーンへの車両動線と物流動線の分離を図り、円滑な交通アクセスの維持に努めてまい

ります。

（9件）

〇夢洲は、「大阪府レッドリスト2014」において、生物多様性ホットスポット保全エリア

として選定されている。ホットスポットとして保護に努めるべきであり、可能な限り残し

てほしい。また、どのように保全していくのか。

　今後、事業の進捗にあわせ、大阪市条例に基づき事業の実施主体により環境アセスメントが実施されます。

（9 件）

〇多数の野鳥が飛来しており、重要な自然環境がつくられつつある場所で万博を開催しな

ければならないのか。

〇自然環境保護の観点、災害時の安全性の観点から万博開催地の変更を検討すべきではな

いか。

　今後、事業の進捗にあわせ、大阪市条例に基づき事業の実施主体により環境アセスメントが実施されます。

（3件）

〇環境アセスメントを実施すべきではないか。
　今後、事業の進捗にあわせ、大阪市条例に基づき事業の実施主体により環境アセスメントが実施されます。

（7件）

〇万博開催、IR誘致にむけ、土砂を購入し土地造成する部分について、その土砂はどこか

らくるのか、また、整備費用はいくらかかるのか、土壌汚染などの調査は行い公表するの

か。

　2025年の万博開催及びIR開業に向けて、土地造成や基盤整備を行っていくこととしており、現時点で万博開催予定地

における地盤改良及び埋立に約136億円、IR開業予定地における埋立に約30億円を想定しています。これらは土地造成工

事として発注するものであり、土砂の購入先については指定しておらず、事業者が購入先を決定します。

　また、埋立については、受入時点での国の法律等に基づき定めた受け入れ基準を遵守した土砂を受け入れ、実施してい

ます。



ご意見の要旨 本市の考え方

〇万博開催期間中の平均温度と30度越えの日数は、BIEに伝えているのか。 　立候補する際に大阪の各月平均の気温、夏場の暑さ対策等について示しています。

〇万博について、開催地を夢洲として決められたものでないのに嘘を書いている。
　万博の決定は政府による会場を夢洲とした会場計画に基づき、ＢＩＥ事務局を初め海外各国に提案し、承認されたもの

です。

〇万博誘致のため、ＩＲカジノ構想は一切隠されてた。ＢＩＥ加盟国を欺いて「買収」し

決定をえたものである。
　万博とＩＲは、それぞれ異なる区域であり、異なる計画で、それぞれ事業主体が異なる事業です。

〇万博開催地とパリで選定される前にPORT　OF　OSAKA　2019が企画・編集され既定

計画のように公表された。前のめりの案である。

　「PORT of OSAKA 2019」は、平成30年11月23日に2025年国際博覧会の大阪開催が決定した後、掲載内容を確定し、

平成30年12月に発行しています。

（9件）

〇夢洲1区は、放射性廃棄物の焼却灰、ダイオキシン類や重金属などの有害物質が懸念さ

れるが、安全性は大丈夫か。

　夢洲１区では、平成25年2月から9月にかけて、東日本大震災により発生した岩手県の災害廃棄物を舞洲工場で焼却処

理した後、その焼却残渣を埋立処理しました。 災害廃棄物の受入に際しては、国の基準よりも厳しい安全基準を設定

し、実際に受け入れ た廃棄物も、それを処理した後の焼却残渣も、安全基準を大きく下回るものでした。 夢洲1区にお

いては、現在も放射能濃度、空間線量率を年2回測定していますが、平成30年度についても、放射能濃度は不検出であ

り、空間線量率は受入前と変わりがないことを確認しています（これらのデータについては、大阪市のホームページ上で

公表しています）。また、ダイオキシン類や重金属などの有害物質についても、基準値内です。

（3件）

〇行政はＩＲの運営にどこまで発言権があるのか。土地は行政が用意するのか。事業者と

の関係のリスクを考慮しているのか。

　ＩＲは、都道府県等と事業者が共同して区域整備計画を作成し、国土交通大臣の区域認定を受けたうえで、当該事業者

がＩＲ施設の設置・運営を行うものです。区域整備計画の実施状況については、国土交通大臣が毎年度評価を行い、事業

者は当該評価結果を事業計画等に反映することとなっており、また、事業計画は、都道府県等の同意が必要となっていま

す。

　ＩＲの土地については、事業者に対して、本市の土地を売却又は賃貸することを予定しています。

　ＩＲ誘致に伴うリスクについては、今後示される国の基本方針の内容等を踏まえ、今後さらに検討を進めます。

（11件）

〇カジノ誘致は、ギャンブル依存症などの課題があり反対。

〇カジノそのものに反対する。

　ギャンブル等依存症は、カジノがない現在においても喫緊の課題であり、大阪ＩＲ基本構想（案）で、大阪独自の対策

として、想定される取組みをとりまとめました。IR誘致を契機に、関係機関とも連携し、有効な対策を実施していきたい

と考えています。



ご意見の要旨 本市の考え方

〇IRの誘致が決定した場合は、夢洲コンテナターミナルと南港フェリーターミナルに入れ

替えれば、相乗効果も期待できると思います。

　大阪港は近畿圏の経済・産業活動を支えており、特に夢洲では船舶の大型化にも対応した高規格コンテナターミナルを

はじめとする物流施設の集積が進んでおり、国際物流拠点として既に機能しています。

　フェリーターミナルについては、大阪南港フェリーターミナル及び大阪南港コスモフェリーターミナルが既に国内最大

級の中・長距離フェリー輸送の拠点として機能しており、各ターミナルではフェリーの大型化等に対応するために施設の

改良を進めています。

　現状どおりの港湾施設配置下にあって、夢洲において国際物流拠点と国際観光拠点が共存し、それぞれが十分な機能を

発揮することは可能と考えており、夢洲においては、橋梁や幹線道路の拡幅を行うとともに、高架道路の整備などによ

り、観光ゾーンへの車両動線と物流動線の分離を図り、円滑な交通アクセスの維持に努めてまいります。

〇国際観光拠点ではなく経済活動の根幹である物流拠点とし「国際コンテナ戦略港湾」と

して推進するべき。

　平成29年8月に策定した「夢洲まちづくり構想」において、夢洲中央部では、「観光・産業ゾーン」として、エンター

テイメント機能やレクリエーション機能を中心に産業振興に資する機能も導入する等、新たな国際観光拠点の形成を図っ

ていくとともに、夢洲東部では、引き続き「物流ゾーン」「産業・物流ゾーン」として、高付加価値物流機能等を備えた

物流機能等の確保を図ることとしており、「国際コンテナ戦略港湾」としても推進していきます。

〇せめて万博開催期間中は原発の稼働を停止するなど関電にもとめるべき。

〇今回の万博は原子力の電気をゼロとし省エネで未来を明るくするものにしよう。
　意見として伺います。

〇都構想が実行された場合、夢洲の負債はどこが負担するのか。此花区の入る区なのか。

　特別区制度（いわゆる「都構想」）については、現在、議会や大都市制度（特別区設置）協議会において議論されてい

ます。

　議論のたたき台としてお示ししています副首都・大阪にふさわしい大都市制度《特別区（素案）》においては、発行済

みの大阪市債について、大阪府に一括して承継し、償還することとしています。

　償還費用については、特別区と大阪府の事務分担（案）に応じた割合で負担し、特別区の償還負担は、各特別区の人口

を基本に按分し負担することとしています。

　なお、港営事業会計などの準公営企業会計における大阪市債については、大阪府に承継し、各事業による収入で償還す

ることになります。

　「夢洲まちづくり構想」において、先端技術を活用した危機管理体制の構築をめざしており、第１期においては、大阪

ＩＲ基本構想（案）に、テロ対策も含め、良好な治安及び善良な地域風俗環境を保持するため、防犯環境の整備や、ＩＲ

事業者への防犯・警備体制の指導など、想定される取組みを取りまとめました。今後、大阪府警察とも連携し、さらに詳

細な検討を進め、実効性のある具体策を実施していきたいと考えています。

　また、万博開催にあたっては、万博の開催や運営を脅かす脅威に対応する災害・セキュリティ対策を計画し、万博の安

全・安心を確保するために必要な措置を講じることができるよう、警察・消防、海上保安庁等の関係機関とも連携して対

応する予定です。

（2件）

〇テロ対策についての計画、スケジュールを盛り込むべきだと考える。

〇IR構想（カジノ）防犯面の対策を盛り込むべきだと考える。



ご意見の要旨 本市の考え方

（5件）

〇通信系インフラ整備、ソフト対策による渋滞緩和策、エネルギー施策の具体的な施工計

画など決まっていればおしえてほしい。

　通信系インフラ整備、ソフト対策による渋滞緩和策、エネルギー施策の具体的な施工計画等について、現時点では決

まっておりません。

〇説明会が1回というのはおかしい。10連休前、年号が変わる時期にパブコメを実施する

のは周知しにくい、意見を出しにくい。時期をのばすか、市報などでしっかり事前に公報

すべき。

　パブリック・コメント手続きにおける意見募集期間は、本市の「パブリック・コメント手続に関する指針」において

1ヵ月程度を目安として、実施期間が定めることとされています。また、説明会の周知方法として、報道発表、広報紙

（24区版）、大阪市ホームページ、意見応募用紙に記載し周知しております。

〇税金で整備したインフラを民間事業者が運営することに対し、行政としてどういう責任

をもてるのか。
　道路や上下水道施設をはじめとした公共インフラ施設については、本市で管理します。

〇埋立免許上の用途変更は必要ないのか。 　必要です。今後、変更の手続きを行います。

〇万博開催期間中は、物流機能をストップする予定ですか。IRが誘致された場合はどう

か。

　大阪港は、近畿圏の経済・産業活動を支えており、特に夢洲では船舶の大型化にも対応した高規格コンテナターミナル

をはじめとする物流施設の集積が進んでおり、国際物流拠点として既に機能しています。

　今後も万博期間中、あるいはIR誘致等により夢洲に国際観光拠点が形成される状況においても、橋梁や幹線道路の拡幅

を行うとともに、高架道路の整備等により観光ゾーンへの車両動線と物流動線の分離を図ることで、国際物流拠点と国際

観光拠点が共存できるよう努めてまいります。

〇インテックス大阪、ホテル、展示場のあるATCなど同様の施設がすぐ隣の咲洲にあるの

に、なぜ既存の機能強化を検討しないのか

　世界的には、一定規模以上の展示場と会議場が一体となって立地する施設がMICE開催地 として選ばれる傾向にあり、

大阪にはそのような施設はなく、MICEの施設面では世界と競争 するには十分とは言えない状況です。そのため、広大な

用地を確保でき、都心部や関西国際空港からの高速道路ネットワークが 整備されている夢洲において、世界水準の質・

規模を備えた展示場と会議場が一体型となっ たMICE拠点を形成していきたいと考えています。

〇有害物質が埋まっていることで、値引きなどするのか。 　埋立については、受入時点での国の法律等に基づき定めた受け入れ基準を遵守した土砂を受け入れ、実施しています。


