
 

番 

号 

 

Ｉ、１.（１） 

項

目 

域内トンネル工事が始まっていますが、土壌汚染・有害物質などの除去・封鎖対策及

び地盤沈下対策をどのような方法で実施されているのか具体的に明示いただきたい。 

（回答） 

北港テクノポート線の開削工事の着手に先立ち、駅舎部等の土壌調査を実施した結果、

調査箇所の一部において土壌汚染対策法等の基準を超過しましたが、自然界に遍在するひ

素・ふっ素等が埋立土砂に含まれることが原因と考えられ、開削工事で発生する土砂は、

土壌汚染対策法に基づく埋立地特例区域の指定を受けるとともに、自然由来等土壌海面埋

立施設の許可を取得することにより、夢洲島内で適切に処分しています。 

また、シールド工事により発生する土砂は、埋立土砂として再生することにより、夢洲

島内で活用することとしています。 

夢洲における地盤沈下対策については、沖積層と埋立層（浚渫土砂）において、地盤沈

下の原因となる地下水の除去を目的としたストロー状の材料（プラスチックボードドレー

ン）を打ち込む地盤沈下対策工事を実施しています。 

担当 大阪港湾局 計画整備部 計画課（臨港鉄道整備担当） 電話：06-6615-7779 

 

様式２－２ 



 

番 

号 

 

Ｉ、１．（２） 

項

目 

トンネル工事の掘削残土の「有害物質検査」及び「処分方法」について明示いただき

たい。 

（回答） 

トンネル工事範囲の土壌や地下水について、土壌汚染対策法に基づく有害物質の全項目

及び府条例に基づくダイオキシン類の調査を実施しています。 

その結果、調査箇所の一部において土壌汚染対策法等の基準を超過しましたが、自然界

に遍在するひ素・ふっ素等が埋立土砂に含まれることが原因と考えられ、開削工事で発生

する土砂は、土壌汚染対策法に基づく埋立地特例区域の指定を受けるとともに、自然由来

等土壌海面埋立施設の許可を取得することにより、夢洲島内で適切に処分しています。 

また、シールド工事により発生する土砂は、埋立土砂として再生することにより、夢洲

島内で活用することとしています。 

担当 大阪港湾局 計画整備部 計画課（臨港鉄道整備担当） 電話：06-6615-7779 

 



 

番 

号 

 

Ｉ、１．（３） 

項

目 

工事施工業者に対して、労働安全衛生法、労働基準法などの諸法規の順守体制をどの

ように徹底されているか、また騒音防止法、大気汚染防止法、及び「環境保全関係法

規」などの順守体制や指導・点検体制について具体的に明示いただきたい。 

（回答） 

工事の施工にあたっては、関係法令の遵守はもちろんのこと、工事発注者である大阪市

高速電気軌道株式会社が工事請負契約において工事受注者（大林・熊谷・東急・東洋特定

建設工事共同企業体）の権限及び義務の範囲を明確に定め、工事受注者自らが関係法令の

遵守を自主的に計画し施工するよう定めており、工事監理者である株式会社大阪メトロサ

ービスが監督業務を行っています。 

具体的な指導・点検方法としては、工事施工前において、工事受注者から事前に提出さ

れる工事計画書に基づき確認・指導を行い、施工過程において、計画されたとおり工事受

注者の関係法令の遵守体制のもとに施工が行われているかを、工事受注者から提出される

工事関係書類により確認するとともに、現場巡回等により労働環境を確認しています。 

 

担当 大阪港湾局 計画整備部 計画課（臨港鉄道整備担当） 電話：06-6615-7779 

 



 

番 

号 

 

Ｉ、１．（４） 

項

目 

地下鉄延伸のテクノポート線は、第２種鉄道事業で線路保有と乗客運送事業者が異な

りますが、経費分担や責任・役割分担などについて明示いただきたい。 

（回答） 

北港テクノポート線については、株式会社大阪港トランスポートシステムが鉄道事業法

に基づく第１種鉄道事業者となっています。 

整備については、土木構造物等のインフラ施設を大阪市が、軌道・電気設備・建築・駅

務施設等のインフラ外施設を株式会社大阪港トランスポートシステムが担当します。 

担当 大阪港湾局 計画整備部 計画課（臨港鉄道整備担当） 電話：06-6615-7779 

 



 

番 

号 

 

Ｉ、１．（５） 

項

目 

２０２５年万博の終了後、２０２９年末開業と予定されるⅠR事業の最短 4年の空白期

間の運行計画及び経費分担など契約方針を明示いただきたい。 

（回答） 

北港テクノポート線については、株式会社大阪港トランスポートシステムが鉄道事業法

に基づく第１種鉄道事業者となっていることから、運行計画等については、当局からの回

答は控えさせていただきます。 

担当 大阪港湾局 計画整備部 計画課（臨港鉄道整備担当） 電話：06-6615-7779 

 



 

番 

号 

 

Ⅰ、１．（６） 

項

目 

ⅠR 事業者に地下鉄延伸費用の一部負担２０２億５千万円を求め、その９０％額をⅠR

開業後１年以内の支払いとしています。もし開業前の事業者撤退があった場合の債務

処理についての対策を明示いただきたい。 

（回答） 

ＩＲの事業者公募においては、夢洲地区への訪問者の増加等に対応するために行うイン

フラ整備に要する費用の一部として、202億５千万円を事業者が負担することを事業条件と

しています。 

当該負担金の支払時期については、土地引渡し時に 10％、開業後１年以内に 90％を負担

することとしています。 

ＩＲは、観光や地域経済の振興、財政の改善への貢献を持続的に発現する観点から、長

期間にわたり安定的・継続的な事業運営の確保が重要であると認識しており、府・市等に

よるモニタリングなどを実施していくとともに、保証金や違約金の設定などにより、事業

プロセス全体を通じてリスクマネジメントを行い、事業の継続性や確実性を高めていくこ

ととしています。 

また、事業者の破綻や撤退リスクが顕在化した場合でも、まずはＩＲ事業の継続をめざ

し、事業者の変更などに取り組んでいきます。 

担当 ＩＲ推進局 ＩＲ推進課 調整グループ  電話：06-6210-9235 

 



 

番 

号 

 

Ⅰ、２．（１） 

項

目 

当初の万博計画では、夢洲１区は使用しない計画でありましたが、「万博登録申請書」

の段階で会場面積が拡大となり、１区も会場範囲に拡大されました。 

貴局が作成されたＨ２８年９月２１日の「府市技術検討会 知事・市長合同レク」

での「夢洲１区（廃棄物処分場）の土地利用の検討」資料を拝見しても、廃棄物埋立

処分場の利用に適用される法令について、強引に解釈変更を容認されたと言わざるを

得ませんが、その経過と見解を明示いただきたい。 

（回答） 

 ご要望の趣旨について大阪港湾局より確認させていただいたところ、環境局が作成した

資料「夢洲１区（廃棄物処分場）の土地利用の検討」についての説明をご要望とのことで

したので、次のとおり回答いたします。 

 本資料につきましては、廃棄物処分場である夢洲１区の平成 28年９月時点における平成

32 年度末時点に想定される状況や、廃棄物埋立処分場に適用される法令などを示した資料

です。 

 なお、夢洲１区が会場範囲に拡大された経過と見解につきましては、当局では所管して

おりません。 

担当 環境局 総務部 企画課  電話：06-6630-3213 

 



 

番 

号 

 

Ⅰ、２．（２） 

項

目 

環境保護３団体から夢洲の生物多様性ホットスポットや絶滅危惧種保全対策等の要望

書が出されていますが、貴局としの対策方針を明示いただきたい。 

（回答） 

夢洲では、平成 29 年８月に策定した「夢洲まちづくり構想」に基づき、国際観光拠点

の形成に必要となる土地造成やインフラ整備を行うこととしています。なお、2025年日本

国際博覧会において、当該インフラも活用されることから整備を着実に進めているところ

です。 

こうした中、現在、土地造成を行うため水位を一時的に下げたことで、ウォーターワー

ルドの水域部分の一部が陸域化し、湿地帯が自然発生したことで、ヨシ群落などが形成さ

れ、鳥類などの生育やカワツルモなどの絶滅危惧種が生息していることが確認されている

ところです。 

夢洲２区は、万博後に土地造成を再開し、国際観光拠点・国際物流拠点として土地利用

を図るため、造成途上に生じた湿地をそのまま残すことは困難であるものの、万博後も夢

洲１区（グリーンテラスゾーン）を基本に、コアジサシの飛来場所、カワツルモの生息場

所を確保できないか、専門家の意見を聞きながら対応を検討していきます。 

担当 
大阪港湾局 営業推進室 開発調整課  電話：06-6615-7798 

大阪港湾局 計画整備部 工務課    電話：06-6615-7795 

 



 

番 

号 

 

Ⅰ、３．（１） 

項

目 

万博は国主催の行事であり、今回は未開拓の人工島に巨額投資を行って実施するもの

で、大阪市が整備造成費用の大半を負担するのは理不尽であると考えます。 

万博会場及び駐車場に提供する土地を無償貸与するのでなく、相応の賃貸料を会場建

設時点より請求すべきであると考えますが貴局の見解を明示いただきたい。 

 

（回答） 

万博会場の使用料については、万博は政府主導で実施される極めて公共性、公益性の高

い国家プロジェクトであること、市として積極的に誘致してきた事業であること、また、

国際連合が掲げる SDGs の達成に貢献する事業であることなどから、本市の財産条例に基

づき、会場予定地約 155 ヘクタールにつきまして、土地の使用料等を原則 100％免除する

ことを基本としています。 

ただし、一部、博覧会協会が出展者等に用地を提供して、出展者等から敷地賃料を徴収

するものについては土地の使用料等を徴収する方針です。 

担当 

万博推進局 総務企画部 総務課    電話：06-6690-7472 

万博推進局 整備調整部 整備調整課  電話：06-6690-7746 

大阪港湾局 営業推進室 販売促進課  電話：06-6615-7799 

環境局   総務部   企画課    電話：06-6630-3213 

 



 

番 

号 

 

Ⅰ、３．（２）／Ⅰ、３．（３）／Ⅳ、２． 

項

目 

Ⅰ、３．（２） 

跡地利用について、２０２９年開設予定の「カジノを含むⅠR施設」と関連させた観光

事業にに賃貸・売却するとの構想がありますが、万博の「いのち輝く未来社会の実現」

や SDGsへの貢献の目的に反するもので、土地所有者として反対すべきと考えますが見

解を明示いただきたい。 

Ⅰ、３．（３） 

松井市長は先日、「夢洲はエンタメ基地」だと公言しました。これは、昨年６月２９日

の「特別職レク」での「夢洲を物流拠点ではなくエンタメ・ＩＲ拠点に変える政策転

換を実施してきたもの」との議論経過を踏襲する発言と思われますが、これは、２０

１９年の「夢洲の都市計画変更」の審議会や議会議論から大きく逸脱した発言であり、

従来の阪神港における「国際物流拠点」構想を半ば放棄する発言と考えますが、貴局

の見解を明示いただきたい。 

Ⅳ、２， 

夢洲を「観光・エンタメ拠点」へ政策転換したために、物流産業の進出が阻まれて、

内陸部に土地を求めざるを得なくなり、咲州周辺の地価高騰を招いています。これは

港湾・物流産業の発展の弊害となります。貴局の見解を明示いただきたい。 

（回答） 

夢洲のまちづくりにつきましては、平成 29年８月に策定した「夢洲まちづくり構想」に

おいて、統合型リゾート（ＩＲ）の誘致等により大阪の成長をけん引する新たな「国際観

光拠点」の形成を図るとともに、大阪の成長を支える既存の「国際物流拠点」の充実を図

ることとしています。 

また、平成 31年３月に改訂した大阪港港湾計画では、「夢洲まちづくり構想」を踏まえ、

夢洲の東側は、物流関連ゾーンとして埠頭用地や港湾関連用地を配置し、高規格コンテナ

ターミナルを中心に高付加価値物流機能等を確保するとともに、中央部は、都市機能ゾー

ンとして都市機能用地や交流厚生用地を配置し、国際観光拠点の形成をめざすこととして

います。 

このように本市では、夢洲が観光・物流それぞれ２つの機能を最大限に発揮することで、

大阪・関西の経済活性化を実現していきます。 

担当 

大阪港湾局 計画整備部 計画課    電話：06-6615-7773 

大阪港湾局 営業推進室 開発調整課  電話：06-6615-7798 

大阪港湾局 営業推進室 販売促進課  電話：06-6615-7799 

 



 

番 

号 

 

Ⅰ、４．（１） 

項

目 

万博期間中の夢洲へのコンテナ貨物の搬入・搬出については、基本的に早朝、夜間と

し、万博来場者の車両を昼間に優先させるとしています。また、空コンテナは「咲州」

に仮置きし夜間に夢洲に搬入する計画が言われています。 

この構想について、現在まで大阪港・阪神港の国際物流拠点として「夢洲」の活用拡

大を新港湾計画での最重点と位置づけてきた港湾行政との「齟齬」について、いかに

調整・解決を図るのか、貴局の見解を明示いただきたい。 

（回答） 

大阪港湾局では、国際コンテナ戦略港湾施策として、西日本の貨物などを大阪港に集め

る「集貨」、農水産品等の輸出を促進するための仕組みづくりなど新しい貨物を創出する「創

貨」、コンテナ船の大型化に対応した港湾施設の整備など「競争力強化」の取組を着実に進

めているところです。 

夢洲地区においては、岸壁背後のコンテナヤード整備など港湾施設の充実に加え、コン

テナターミナルの効率化などの取組を進めることで、さらなる物流機能の強化、港勢の拡

大に努めていきます。 

また、2025 年日本国際博覧会期間中及びその前後期間においても、港湾物流機能を阻害

することのないよう、物流交通対策を実施します。 

具体的には、夢洲の車両動線について、高架道路の整備等により観光車両と物流車両を

適切に分離します。 

加えて、ICT を活用しコンテナターミナルにおけるゲート処理等の効率化を目的とした

「新・港湾情報システム（CONPAS）」の導入、道路上に待機しているコンテナ車両を引き込

むためのコンテナ車整理場の追加整備、荷捌き地の拡張によるターミナルゲートの増設等

を行うとともに、万博期間中には、これまでもゴールデンウィーク前後や年末年始に実施

している早朝や昼休みのゲートオープン時間の延長や、夢洲に流入するコンテナ車両を削

減する対策についても、関係者の協力を得ながら実施することで、港湾物流への影響を最

小限にとどめるよう努めていきます。 

担当  大阪港湾局 計画整備部 振興課  電話：06-6615-7767 

 



 

番 

号 

 

Ⅰ、４．（２） 、 Ⅰ、４．（３） 

項

目 

Ⅰ、４．(２)  

２０２５年前後に夢洲でのコンテナ取扱量 年間１３０万 TEU（大阪港全体２７１万

TEUの５０％）への拡大をめざす計画が、万博による車両制限やコンテナ保管場所制限

等によって入港船舶の減少、寄港地変更を生じさせるリスクは甚大で、大阪産業に与

えるマイナス影響について貴局の見解と対策を明示いただきたい。 

Ⅰ、４．（３） 

夢洲への物流車両の通行制限や搬入時間制、それに伴う物流事業者の営業リスク、経

費増大、及び労働者の長時間労働問題など、行政としてどのように考えるか明示いた

だきたい。 

（回答） 

大阪港湾局では、西日本の市民生活と経済活動を支える物流インフラである「港湾」の

国際競争力の強化にむけ、国際コンテナ戦略港湾の取組により、取扱貨物量の増加を図る

こととしており、2025 年日本国際博覧会期間中及びその前後期間においても、港湾物流機

能を阻害することのないよう、関係者と十分に協議・調整を行いつつ、物流交通対策を実

施していきます。 

担当  大阪港湾局 計画整備部 振興課  電話：06-6615-7767 

 



 

番 

号 

 

Ⅱ、１． 

項

目 

ⅠＲには、一切の税金を投入しないとの「公約」で進められてきた構想が、３月の市

会で７８８億円の債務負担が議決され、「港営事業会計」で土地改良対策を実行すると

されました。 

この方針が決められた昨年１２月の「大規模事業リスク管理会議」に港湾局長も出席

されていましたが、これを了承した港湾局行政としての根拠を明示いただきたい。 

（回答） 

ＩＲ用地の土地改良費については、土地に起因するものであるため、ＩＲを核とした夢

洲の国際観光拠点の形成や大阪臨海部のまちづくりの推進という政策的な観点から、土地

所有者として市が負担します。 

なお、昨年 12 月の大規模事業リスク管理会議においては、夢洲の国際観光拠点１期地

区のＩＲ用地に加え、２期・３期地区も含んだ土地改良費として 1,578億円を想定し、収

支見込みを作成し検討した結果、港営事業会計の大阪港埋立事業において将来にわたり資

金不足が生じない見込みです。 

担当 

大阪港湾局 営業推進室 開発調整課  電話：06-6615-7798 

大阪港湾局 営業推進室 販売促進課  電話：06-6615-7799 

大阪港湾局 総務部   経営改革課  電話：06-6615-7713 

 



 

番 

号 

 

Ⅱ、２． 

項

目 

２０２１年６月２９日の「特別職レク」での夢洲の液状化対策の負担主体議論では、

貴局とⅠＲ推進局の考え方に大きな差があり、また法的対処への見解も違います。Ｉ

Ｒ推進局は土地所有者ではありません。土地の造成、運用の責任部局である貴局の判

断は重大であると考えますが見解を明示いただきたい。 

（回答） 

ＩＲ事業用地については、液状化や土壌汚染、地中障害物など、様々な課題がある中で、

土壌汚染や地中障害物については、これまで対応した事例がありますが、液状化については

対応した事例がないことから、あらゆるリスクを想定して弁護士相談を行ったものです。 

ＩＲは、国内外から毎年約 2,000万人の来場者が訪れる国際観光拠点の核となる大規模集

客施設であることから、ＩＲ事業用地としての適性確保が必須であると考えています。その

ような土地に起因する所有者責任に加え、大阪臨海部のまちづくりなどの政策的な観点も踏

まえ、土地所有者である市として液状化対策費を負担するこことしています。今後、ＩＲ事

業用地での液状化対策の実施にあたっては、ＩＲ推進局と大阪港湾局で連携して取り組んで

いきます。 

 

担当 
大阪港湾局 営業推進室 販売促進課  電話：06-6615-7799 

大阪港湾局 営業推進室 開発調整課  電話：06-6615-7798 

 



 

番 

号 

 

Ⅱ 、３． 

項

目 

１期事業の土地改良費に７８８億円、２期～３期事業に７９０億円、インフラ整備費

９０４億円合計２，４８２億円が港営事業会計に組み込まれました。 

港営事業会計は２０２１年度末決算で１，４００億円の累積負債、１，２００億円の

起債残高がある上に、新たな起債発行による負担が加わり、夢洲に限って言えば２０

７６年まで、５５年間にわたって、累積資金残高のマイナス状態が継続するとされて

います。 

夢洲の開発投資負債による影響が港営事業の運営に与える影響は計り知れなく甚大

で、会計の一角である「施設提供事業」での必要な投資や上屋や機材の修繕・改築な

どの資金不足を生じさせその結果、港湾産業の衰退をもたらしかねず、貴局の具体的

対策を明示いただきたい。 

（回答） 

令和４年３月に公表した「大阪港埋立事業の長期収支見込み」において、現在の企業債

償還の最終年度までの収支（2064（R46）年度まで）を試算した結果、資金不足は生じない

見込みです。 

また、令和４年３月に公表した「港湾施設提供事業の長期収支見込み」において、今後

荷役機械の新設工事費など必要な事業費を計上し、10年間の収支（2031（R13）年度まで）

を試算した結果、資金不足は生じない見込みです。 

 

担当 大阪港湾局 総務部 経営改革課  電話：06-6615-7713 

 



 

番 

号 

 

Ⅱ 、４． 

項

目 

ＩＲ事業者の事業期間は３５年とされていますが、少なくとも、この期間で港営事業

として採算がとれる賃貸料設定が必要と考えますが、計画では年間２５億円賃料、３

５年で計８７５億円の収入としています。 

土地造成に要した費用概算（夢洲全体３９０ha）で約３，０００億円と推定されます

が、うち、ＩＲ用地（５０ha）では面積割３８４億円と試算され、加えてⅠR土地改良

事業費７８８億円、さらにインフラ整備費用などを期間中に回収できる賃料とすべき

と考えますが、貴局の見解を明示いただきたい。 

（回答） 

ＩＲ予定区域については、「大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業募集要項」に

おいて、35年間の事業用定期借地権設定契約期間と、当該契約期間満了後 30年間の事業期

間の延長期間が設けられていることから、令和４年３月公表の「大阪港埋立事業の長期収

支見込み」においても、同条件に基づき見込んでいます。 

また、土地賃貸料単価については、不動産鑑定評価に基づき設定しています。 

これらの前提条件に基づき、現在の企業債償還の最終年度までの収支（2064（R46）年度

まで）を試算した結果、資金不足が生じることなく企業債の償還が完了する見込みであり

ます。 

さらに、事業用定期借地権設定契約終了後、更地返還を受け当該土地を売却することか

ら、整備費用を回収できるものと考えています。 

担当 
大阪港湾局 総務部   経営改革課  電話：06-6615-7713 

大阪港湾局 営業推進室 販売促進課  電話：06-6615-7799 

 



 

番 

号 

 

Ⅱ、５． 

項

目 

ⅠＲ拡張予定地として９ha の土地を用意していますが、賃貸契約についてⅠR 開業後

１０年間までの余裕を与えています。この計画からすると２０３９年まで、賃料収入

もなく空き地で待つことになります。全く余裕のない「港営事業会計」を所管する貴

局として、ⅠR事業者特別扱いの行政が許されるのか貴局の見解を明示いただきたい。 

（回答） 

ＩＲ拡張予定地については、ＩＲ開業後、10 年以内の間に取扱いを定めることとしてい

ますが、それまでの間は、ＩＲ工事ヤード等での活用やイベント開催場所、臨時駐車場等

として利用することを想定しており、事業者からは、利用の内容に応じた賃料を徴収する

こととしています。 

また、ＩＲ拡張予定地の一部については、警察署や消防署等の用地として活用する予定

です。 

 

担当 
大阪港湾局 営業推進室 販売促進課  電話：06-6615-7799 

大阪港湾局 営業推進室 開発調整課  電話：06-6615-7798 

 



 

番 

号 

 

Ⅱ、６． 

項

目 

万博跡地の土壌改良費として、港営事業会計に７９０億円が組み込まれましたが、ど

のような根拠で算出されたのか、また、土壌調査の結果及び今後の調査予定を明示い

ただきたい。 

（回答） 

１期の土地改良費などを参考に試算したものですが、土地の適性は、施設の用途、規模

など土地利用の内容等に応じて異なり、土地ごとに処分条件に差異が生じるものであり、

夢洲２期・３期開発については、今後、土地利用の内容等を踏まえつつ、土壌調査を含め

処分条件の設定を検討していきます。 

担当 
大阪港湾局 営業推進室 開発調整課  電話：06-6615-7798 

大阪港湾局 営業推進室 販売促進課  電話：06-6615-7799 

 



 

番 

号 

 

Ⅲ 

項

目 

基本協定書の契約内容では、事業者が求める要求や要望に対して大阪府・市は財政支

出を含めて、誠実に対応しなければならない条文となっており、しかも、土壌問題だ

けでなく「これらに限らない」として際限ない対応が要求されています。また、逆に

「事業者の撤退」の条件は緩やかとなっており、これらのリスクが「港営事業会計」

に二重三重にのしかかることに対して、港湾産業を守る立場から港湾行政として毅然

とした対応が求められます。今後の「実施協定書」、立地協定及び事業用定期借地権協

定書などの際には、根本的な見直しをはかり、いかなる公金支出も行わず、すべてⅠ

Ｒ事業者責任での対処を明文化することを求めます。 

（回答） 

ＩＲは、国内外から毎年約 2,000 万人の来場者が訪れる国際観光拠点の核となる大規模

集客施設であることから、ＩＲ事業用地としての適性確保が必須であり、そのような土地

に起因する所有者責任に加え、大阪臨海部のまちづくりなどの政策的な観点も踏まえ、土

地所有者として市が負担を行うこととしています。 

基本協定書第 13条の２の規定により、土地課題対策費用は、実施協定の締結後、土地引

渡し及び建設着工が行われた場合に、債務負担行為（事項・期間・限度額）の範囲内で、

支払期日に実施協定が有効に存続していることを条件に、市が合理的に判断する範囲で支

払うものであることを事業用定期借地権設定契約等で規定することとしています。 

なお、基本協定書第 19 条第４項は、SPC の基本協定の解除権について規定しているもの

です。 

担当 ＩＲ推進局 ＩＲ推進課 調整グループ  電話：06-6210-9235 

 



 

番 

号 

 

Ⅳ、１． 

項

目 

阪神港の物流拠点への貢献をめざす物流や港湾産業と「ⅠR・カジノ産業」との公共性・

公益性及び「政策」の違いとは何か、また、土地利用に関しての「ＩＲ事業者」と「他

の事業者」との公平性の担保について、どのように対処されるのか方針を明示いただ

きたい。 

（回答） 

日本におけるＩＲは、ＭＩＣＥ施設をはじめ、魅力増進施設、送客施設、宿泊施設、カ

ジノ施設などを一体的に整備し、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ

収益を原動力に国際競争力のある施設とすることで、観光先進国をめざすものであり、公

益の実現をめざすものです。 

大阪・夢洲でのＩＲ立地は、世界中から新たに人、モノ、投資を呼び込むものであり、

持続的な民間投資による経済波及効果や雇用創出効果に加え、幅広い産業分野の活性化な

ど、大阪の経済成長に大きく貢献するものです。 

ＩＲ開業後には、カジノ収益の社会還元として、納付金等の収入を、ギャンブル等依存

症対策の充実などの懸念事項対策をはじめ、子育てや教育、福祉、観光振興、地域経済振

興など、住民福祉の増進や大阪の成長に向けて広く活用することにより、府民・市民の暮

らしの充実やさらなる都市の魅力と国際競争力の向上をめざしていきます。 

一方で夢洲の東側は、物流関連ゾーンとして、高規格コンテナターミナルを中心に埠頭

用地や港湾関連用地を配置し、「集貨」、「創貨」、港湾施設整備などの「競争力強化」から

なる国際コンテナ戦略港湾施策の深化により、物流機能の強化を図り、大阪・関西経済の

活性化と豊かな市民生活の向上に努めていきます。 

 

これまでの埋立地においては、土壌汚染や液状化の調査結果等がない状況で、瑕疵担保、

契約不適合責任を負わないという特約を付したうえで、一般競争入札により価格競争のう

え、土地売却等を実施してきたものです。 

一方で、ＩＲの事業者公募については、賃料を固定したうえで、ＩＲ用途に限定し、事

業者からＩＲ事業の提案を求めるスキームで、これまでの瑕疵担保責任等を負わないとし

てきたスキームとは異なるものであり、また、公募段階で土壌汚染の基準超過が判明し、

実際に、土壌汚染対策法に基づく埋立地特例区域の指定がなされるとともに、液状化層の

存在が判明したものです。 

ＩＲは、国内外から毎年約 2,000 万人の来場者が訪れる国際観光拠点の核となる大規模

集客施設であることから、ＩＲ事業用地としての適性確保が必須であり、そのような土地

に起因する所有者責任に加え、大阪臨海部のまちづくりなどの政策的な観点も踏まえ、土

地所有者として市が負担を行うこととしています。 



担当 

ＩＲ推進局 ＩＲ推進課 調整グループ  電話：06-6210-9235 

大阪港湾局 営業推進室 販売促進課   電話：06-6615-7797 

大阪港湾局 計画整備部 計画課     電話：06-6615-7773 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

番 

号 

 

Ⅳ、３ 

項

目 

「新島」埋立及び「コンテナ埠頭」（C-13～C-16）計画について、その計画内容、投資

計画、役割について明示いただきたい。 

（回答） 

「新島」埋立につきましては、大阪湾圏域の対象区域から生じた一般廃棄物及び産業廃

棄物を受け入れる廃棄物最終処分場及び、大阪市内の公共工事から発生する浚渫土砂や陸

上発生残土の埋立処分場とすることにより、廃棄物の適正な処分の推進と良好な都市環境

の保全に努めていきます。 

「コンテナ埠頭」（C13～C16）につきましては、港湾計画において、船型 50,000 D/Wを

対象に、水深-15m、延長 1,400mの外内貿コンテナ埠頭として位置づけています。 

なお、新島は港湾計画に位置付けてから 20 年以上が経過しており、今後、将来の動向

を踏まえ、港湾施設及び土地利用の見直しを検討する、「利用形態の見直しの検討が必要

な区域」としています。 

新島の投資計画につきましては、埋立免許を取得している第１区、第２区の合計で約

2,400 億円となっておりましたが、事業の一部（第２－１区）を国に継承したことから現

在は約 2,100億円となっています。 

担当 
大阪港湾局 計画整備部 計画課  電話：06-6615-7773 

大阪港湾局 計画整備部 工務課  電話：06-6615-7795 

 



 

番 

号 

 

Ⅴ、 

項

目 

夢洲には２本の交通ルートしかありません（過去に「新橋」建設の議論もありました

が費用対効果で断念）。そこに、無理に観光・ＩＲという集客産業を持ち込み、本来の

「国際物流拠点」構想を挫折させ、夢洲での物流産業の効率的・一貫性ある体系を半

減させることとなり、結果として大阪産業の停滞をもたらすことは貴局としても本意

でないと考えます。 

異業種を競合・対立させる構想は、「共倒れ」を誘引することになり、根本から再検討

すべきと考えます。市民のため、地元事業者や大阪地場産業の発展のために政策転換

を強く要求いたします。 

（回答） 

夢洲のまちづくりにつきましては、平成 29 年８月に策定した「夢洲まちづくり構想」

において、統合型リゾート（ＩＲ）の誘致等により大阪の成長をけん引する新たな「国際

観光拠点」の形成を図るとともに、大阪の成長を支える既存の「国際物流拠点」の充実を

図ることとしています。 

また、平成 31年３月に改訂した大阪港港湾計画では、「夢洲まちづくり構想」を踏まえ、

夢洲の東側は、物流関連ゾーンとして埠頭用地や港湾関連用地を配置し、高規格コンテナ

ターミナルを中心に高付加価値物流機能等を確保するとともに、中央部は、都市機能ゾー

ンとして都市機能用地や交流厚生用地を配置し、国際観光拠点の形成をめざすこととして

います。 

夢洲においては、これら２つの機能が共存するべく適切にゾーニングしており、車両の

動線についても、高架道路の整備等により観光車両と物流車両を適切に分離します。 

このように本市では、夢洲が観光・物流それぞれ２つの機能を最大限に発揮することで、

大阪・関西の経済活性化を実現していきます。 

担当 
大阪港湾局 計画整備部 計画課    電話：06-6615-7773 

大阪港湾局 営業推進室 開発調整課  電話：06-6615-7798 

 


