
■「大阪城東部地区のまちづくりの方向性（案）」に対する意見回答
【募集期間】　令和2年5月1日（金曜日）から令和2年6月3日（水曜日）まで

【募集方法】　持参・送付・ファックス・電子メール

【募集結果】　19名の方から、延べ75件のご意見・ご提言をいただきました。

No. ご意見の要旨 府市の考え方

　　○大阪府全体での当地区の位置付けについて

１

　大阪市、大阪府全体を鳥瞰して、大阪城東部地区のまちづくりの方向性を教えてもらいたい。

大阪市全体の開発計画構想が分からないので、この計画（案）が果たして、大阪市のためになる

かは不透明である。

　大都市・大阪の大きな方向性を示す「グランドデザイン・大阪」（2012年6月策定）

で、当地区を含む「大阪城・周辺エリア」を大阪らしいポテンシャルとストックを持つ象

徴的なエリアの一つに位置付け、森之宮周辺の活性化、大阪城公園と周辺のにぎわい創

出、世界的観光拠点としての魅力向上に取り組むこととしています。

　あわせて、当地区は、2ページに示す、大阪の文化・観光・学術・交流機能の集積が進

む東西都市軸上に位置し、その東の拠点としての重要性が高まっています。

　これらを踏まえ、本方向性（案）に基づく、当地区における新都市空間の創造は、大阪

全体の発展を牽引していくものになると考えています。

　　○実現に向けた課題解決手法について

２

　総論として賛同できる。賛成理由は以下の通り。

・大学を森之宮に設置するだけでなく、大学といっしょにシティ（まち、森之宮地区）が成長す

るものと捉え、まちづくりとして位置付けている。

・居住機能の集積として、住民視点が織り込まれている。

・多世代が集い交流するまちとして、子どもから高齢者まで住むことがめざされている。

・多様な人が集い交流する国際色豊かなまちとして、外国ルーツの住民と森之宮地区の交流につ

ながる視点が盛り込まれている。

　ただし、実現していくためには課題も多く、その課題を解決していくための仕掛けが必要であ

る。

　まちづくりのコンセプトである「新大学を先導役にして、観光集客・健康医療・人材育

成・居住機能等の集積により、多世代・多様な人が集い、交流する国際色あるまち」の実

現に向け、関係者とともに引き続き検討してまいります。

いただいたご意見・ご提言についての考え方は次のとおりです。

【まちづくりの方向性（案）全般について】
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３

　2ページのように、大阪の南北軸とともに東西軸を構想している。東西軸は夢洲と森之宮がメ

インであり、イベントとハコモノを起爆剤にした土地造成、土地利用転換である。東西軸なるも

のの位置づけはあいまいであるが、同時並行的に事業を進めることは、巨額の財政負担をともな

う。新型コロナ・ショックにより、大阪の経済と財政は深刻な影響を受けているため、東西軸の

開発は「不要不急」であり、本地区のまちづくりの方向性（案）についても再検討を求めたい。

　当地区は、良好な交通至便性を有し大阪城公園に隣接するなどの立地ポテンシャルを有

する地区であるものの、鉄道施設の存在等により、高度な都市的利用がなされず、地区の

ポテンシャルが活かされていない状態であり、また、大阪城方面へのアクセスや、地区内

の少子高齢化、生活利便系の施設不足等が課題となっています。

　当地区の課題の解決を図るとともに、新大学を先導役にして、観光集客・健康医療・人

材育成・居住機能等を集積し、多世代・多様な人が集い、交流する国際色あるまちの実現

により、大阪全体の発展に寄与するものと考えています。

　大阪市立大学及び大阪府立大学については、より一層魅力ある大学への変貌が求められ

るとともに、様々な都市課題に対応し、これまで以上に大阪の成長に貢献していくことが

必要となっていることから、両大学を統合し、新大学を開学することとしました。また、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大など、社会経済情勢の変化が進行する中、早期に統

合効果を発揮し、課題に対応していく必要があるため、都心立地を活かし統合効果を発揮

するための森之宮キャンパスを整備するものです。

4
　このまちづくりの案は非現実的すぎると思う。かなり費用が掛かりそうであるし、掛けたとし

てもできないと思う。

　14ページに記載のとおり、当地区は、段階的に各ゾーンの整備を図っていくことを想

定して、土地利用転換・機能更新と併せて基盤施設や水辺空間等の整備を進めていくこと

としています。今後、これらの実現に向け、公共と民間の適切な役割分担のもと、関係者

とともに引き続き検討してまいります。

　　○まちづくりの方向性（案）の再検討について

　　○実現性について
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5

　本地区のまちづくり構想と新大学の「森之宮新キャンパス」との関係が明確でない。なぜ、新

大学の新キャンパスが森之宮なのか、そして本地区の「もと建替計画用地」なのか、その理由を

方向性（案）にもはっきり明記すべき。

　当地区は、JR環状線と地下鉄の結節点という交通至便な立地であり、優秀な学生や研究

者の確保に有利であるとともに、新大学の機能（都市シンクタンク機能や技術インキュ

ベーション機能）を発揮させるため、企業・機関等の連携に有利となっています。

　これを踏まえ、統合効果を速やかに発揮するため、早期に利用可能な土地である「もと

建替計画用地」で令和７年度（2025年度）のキャンパス開所をめざすこととしました。

　こうした考え方のもと、令和２年（2020年）１月に、大阪府・大阪市・公立大学法人

大阪の３者で「新大学基本構想」を策定しています。

　これらを踏まえ、本方向性（案）では、「新大学を先導役にして医療・人材育成・居住

機能の集積により、多世代・多様な人が集い、交流する国際色あるまち」として「大学と

ともに成長するイノベーション・フィールド・シティ」というコンセプトとし、当地区に

おいて新たなイノベーションが誘発されるよう多様な機能の集積・連携を図ることとして

います。

6 　なぜ、成人病センター跡地に新大学をもってこなかったのか。

　新大学は、令和４年（2022年）に開学を予定しており、統合効果を速やかに発揮する

ため、早期に利用可能な土地である「もと建替計画用地」で令和７年度（2025年度）の

キャンパス開所をめざすこととしました。

7

　大学キャンパスが分散すると、新大学としての一体感が生まれず、統合によるプラス効果も期

待できない。さらに、有意義なサークル活動が行えないことや、キャンパス間の移動は教職員の

余計な負担になる。そのため、このようなキャンパス計画に賛同できない。

　新大学においては、大学の基本機能の一層の強化を図るとともに、新たに「都市シンク

タンク」「技術インキュベーション」の２つの機能をそなえ、大阪の都市課題の解決や産

業力強化など、大阪の発展に寄与する「知の拠点」をめざしています。

　このため、都心立地を活かし統合効果を発揮するための森之宮キャンパスを整備すると

ともに、既存キャンパスにおいて、同種分野の学部等の集約化を進めるものです。

8 　府大・市大「統合」（大学リストラ）の中止、2大学の存続・発展を求めている。

9
　市大、府大のかけがえない歴史と伝統を断ち切り、統合する計画に反対であり、両大学の存続

と発展を願っている。

　大阪市立大学及び大阪府立大学は、有為な人材の育成、研究成果の還元などを通じて、

大阪の成長や都市魅力向上などに貢献してきましたが、少子高齢化、大学間競争の激化を

受け、より一層魅力ある大学への変貌が求められるとともに、これまで以上に大阪の成長

に貢献していくことが必要となっていることから、両大学を統合し、新大学を開学するこ

とといたしました。

　新大学においては、大学の基本機能の一層の強化を図るとともに、新たに「都市シンク

タンク」「技術インキュベーション」の２つの機能をそなえ、大阪の都市課題の解決や産

業力強化など、大阪の発展に寄与する「知の拠点」をめざしています。

【大阪城東部地区の現況と動向について】

　　○新大学基本構想について　6ページ
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10

　新大学基本構想によると、キャンパス整備費に1000億円の莫大な費用を見込んでいる。無謀

な「統合」を中止すれば、1000億円は不要である。また大阪市は、市民の反対世論に背き、カ

ジノ誘致に熱中し、2025年・万博誘致にも巨額（数千億円）の公費投入を予定している。森之

宮の新大学キャンパスは2025年度から開始、大阪万博も2025年度開催となっているが、このよ

うな大規模開発に巨額の公金を投入して大丈夫なのか。

11
　森ノ宮キャンパス整備に1000億円をかけると聞いたが、現在の府大と市大のキャンパスを活

用すれば、1000億円は必要ない。

12

　2025年新キャンパスの完成というスケジュールありきで、計画がすすめられていることに無

理がある。大学の基幹教育をこの狭い敷地でおこない、専門課程を府内に散らばるキャンパスで

行うのは、学生の勉学をはじめクラブやバイトなど大学生活を営む上で大きな障害になりかねな

い。今ある大学の機能を活用すれば、「方向性」のいう３機能はできるはずである。府市民の負

担となる巨額の費用をかけて森之宮にキャンパスを作る必要はない。

13

　新大学の教育環境として適しているとは思いがたい。「もと建替計画用地」は、7千人もの学

生・教職員が集うと言われるキャンパスとしては、狭いと考える。新大学のキャンパス計画（図

書館や運動場など）、現在の大阪府大・大阪市大の既存施設との関係なども示すべきである。

14

　大学をつくる計画地である「もと工場建替計画用地」は約2.6ヘクタール。7千人の学生や多く

の教職員が利用するにはキャンパスがあまりにも狭すぎる。わざわざ狭いこの土地に大学のキャ

ンパスを作る必要性はない。

15

　「全国最大規模の総合大学」を目指しているのに、キャンパス予定地が2.6haでは狭すぎる。

落ち着いた学業や研究の環境、サークル活動が旺盛に展開され、ひろい人間関係を築き、自らの

可能性を引き出すためには、施設やグランド、緑地なども整備されたゆとりあるキャンパスが必

要である。

16
　住宅や商業施設が入居する高層ビルに大学が同居して、まともな教育研究環境が保証できるの

か。

　森之宮に整備する都心キャンパスについては、新たなイノベーションが誘発されるよ

う、教育・研究などの大学の基本機能と多様な連携・交流機能等の確保に向けて検討を進

めてまいります。

17

　大学の統合・移転にあたっては、大学を日々利用し、そこで学び、教え、研究し、働いてい

る、大学生、大学院生、教員、職員などの意向を反映することが最も大切である。方向性（案）

にはこれがまったくふれられていない。パブリックコメントは良いことだが、学生、院生、教

員、職員などの意見は必ず反映するべき。

　大学統合にあたっては、大阪府・大阪市とともに大阪府立大学・大阪市立大学の教職員

も参画した新大学設計４者タスクフォースにおいて、「新たな公立大学としての２つの機

能・戦略領域」として、新大学実現のために取り組む魅力ある重点分野を取りまとめまし

た。

　この報告をはじめ、これまで検討してきた内容をもとに、令和２年（2020年）１月に

大阪府・大阪市・公立大学法人大阪の三者で「新大学基本構想」を策定しており、これら

の経過や地域を取り巻く動向を踏まえながら、本方向性（案）を策定しています。

　大阪市立大学及び大阪府立大学は、有為な人材の育成、研究成果の還元などを通じて、

大阪の成長や都市魅力向上などに貢献してきましたが、少子高齢化、大学間競争の激化を

受け、より一層魅力ある大学への変貌が求められるとともに、これまで以上に大阪の成長

に貢献していくことが必要となっていることから、両大学を統合し、新大学を開学するこ

とといたしました。

　新大学においては、大学の基本機能の一層の強化を図るとともに、新たに「都市シンク

タンク」「技術インキュベーション」の２つの機能をそなえ、大阪の都市課題の解決や産

業力強化など、大阪の発展に寄与する「知の拠点」をめざしています。

　このため、都心立地を活かし統合効果を発揮するための森之宮キャンパスを整備すると

ともに、既存キャンパスにおいて、同種分野の学部等の集約化を進めるものです。

　森之宮キャンパスにおいて約７千人の学生や多くの教職員が活動することにより、地域

住民や観光客との交流が生まれ、また、大学施設の開放、生涯学習・リカレント教育の実

施などにより、学生が他者や社会に関わる力を身に付けるとともに、当地区のまちの活性

化につなげてまいりたいと考えています。

　また、整備するキャンパスについては、大学の設置認可基準を満たし教育研究活動に支

障が生じることのないよう、検討を進めてまいります。
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　新大学づくりには多額の予算が必要だが、コロナ禍では、大型開発より住民の命、くらしをま

もる施策を優先すべき。オリンピックの是非も問われている時に、コロナ禍以前の新大学建設計

画を変更もせず、優先させるというのはありえないことである。大学も休校措置やオンライン授

業も行われるなど変化の最中である。少なくとも、コロナ禍のメドがつくまでは、新たな事業は

留め置くべき。

19

　新型コロナ感染症で命と暮らしが脅かされ、経済の落ち込みが深刻なとき、大阪府・市政が第

一義的にやるべき仕事は、市民の命と暮らし・教育・福祉の拡充であり、不要不急の大型開発で

はない。いまからでも、大学「統合」は中止するべき。

20

　コロナ禍を経験し、私は狭いキャンパス計画は見直し、現在の市大と府大のキャンパスを活用

すべきだと思う。「新しい生活様式」では“３密”は避けなければならないため、狭い敷地の高層

ビルに多数の学生を詰め込み、エレベーターに密集させるのは危険である。今の時点で、そうい

う場所をつくるという計画は見直すべきではないか。

21

　コロナ時代は、密集から分散へ、交通が密集する都心から郊外へ、が社会の流れとなるのでは

ないか。学生はじめ大学関係者の安全、安心に責任をもつのなら、現在の密集計画は改めるべ

き。

22

　コロナ禍で、効率と利益の追求の「選択と集中」論は綻びてきており、それを掲げた現在の

「新大学」構想は、その内容が見直されるべきだと考える。市大、府大の統合論も、乱暴な「二

重行政のムダ」論が出発点であった。リストラ同然の統合再編はやめるべきである。

　大阪市立大学及び大阪府立大学は、有為な人材の育成、研究成果の還元などを通じて、

大阪の成長や都市魅力向上などに貢献してきましたが、少子高齢化、大学間競争の激化を

受け、より一層魅力ある大学への変貌が求められるとともに、様々な都市課題に対応し、

これまで以上に大阪の成長に貢献していくことが必要となっていることから、両大学を統

合し、新大学を開学することといたしました。

　また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大など、社会経済情勢の変化が進行する中、

早期に統合効果を発揮し、課題に対応していく必要があると認識しております。

　新大学においては、大学の基本機能の一層の強化を図るとともに、新たに「都市シンク

タンク」「技術インキュベーション」の２つの機能をそなえ、大阪の都市課題の解決や産

業力強化など、大阪の発展に寄与する「知の拠点」をめざしています。

　大阪市立大学及び大阪府立大学は、有為な人材の育成、研究成果の還元などを通じて、

大阪の成長や都市魅力向上などに貢献してきましたが、少子高齢化、大学間競争の激化を

受け、より一層魅力ある大学への変貌が求められるとともに、様々な都市課題に対応し、

これまで以上に大阪の成長に貢献していくことが必要となっていることから、両大学を統

合し、新大学を開学することといたしました。

　また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大など、社会経済情勢の変化が進行する中、

早期に統合効果を発揮し、課題に対応していく必要があると認識しております。

　新大学においては、大学の基本機能の一層の強化を図るとともに、新たに「都市シンク

タンク」「技術インキュベーション」の２つの機能をそなえ、大阪の都市課題の解決や産

業力強化など、大阪の発展に寄与する「知の拠点」をめざしています。

　このため、都心立地を活かし統合効果を発揮するための森之宮キャンパスを整備すると

ともに、既存キャンパスにおいて、同種分野の学部等の集約化を進めるものです。

　新大学においては、大学の基本機能の一層の強化を図るとともに、新たに「都市シンク

タンク」「技術インキュベーション」の２つの機能をそなえ、大阪の都市課題の解決や産

業力強化など、大阪の発展に寄与する「知の拠点」をめざしています。

　このため、都心立地を活かし統合効果を発揮するための森之宮キャンパスを整備すると

ともに、既存キャンパスにおいて、同種分野の学部等の集約化を進めるものです。

　なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取組については、国や府市の方針

を踏まえながら、大阪市立大学・大阪府立大学において実施されており、新大学において

も、適切に対応していくものと考えています。
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　新大学構想とともに、直近に策定された「大阪スマートシティ戦略」も、本地区のまちづくり

に急きょ押し込んだ形である。全体として、はじめに跡地開発を活用した土地利用転換、土地こ

ろがしがあり、新大学やスマートシティなどが「後付け」的に並べられているような印象をもっ

た。

　当地区での都心キャンパス整備の方向性については、令和元年（2019年）12月の大阪

市戦略会議や令和2年（2020年）1月の大阪府戦略本部会議において決定しており、その

後、令和2年1月に府・市・公立大学法人大阪の3者による「新大学基本構想」を策定して

います。

　また、大阪のスマートシティ化に向けた具体的な方向性や実践的な取組を示す「大阪ス

マートシティ戦略」については、令和2年（2020年）2月から3月に「大阪スマートシティ

戦略Ver.1.0（案）」としてパブリック・コメントを実施し、お寄せいただいたご意見等を

ふまえ、「大阪スマートシティ戦略　Ver.1.0　～e-OSAKAをめざして～」（令和2年3

月）を策定しています。

　本方向性（案）の作成にあたっては、検討段階から上記の「新大学基本構想」や「大阪

スマートシティ戦略」を含め関連する施策の担当部局と連携して作業を進め、これら構想

や戦略の内容を踏まえて本方向性（案）を取りまとめています。

24

　「新大学」を含まない大阪城東部地区のまちづくりの方向性を考えてほしい。理由は以下の通

り。

・大学を統合するメリットよりデメリットの方が大きい。

・「新大学」の教員、研究施設に約500億円以上の費用をかけるのは、現在、大阪府立大学、大

阪市立大学の研究、教育施設があるので、二重の負担になる。（大阪府、大阪市の財政負担にな

る）

・既存の中百舌鳥キャンパスと杉本・阿倍野キャンパスは残るが重複する工学部・理学部・看護

学部は集約、縮小される。余ったキャンパス用地は売却され、中百舌鳥キャンパスと杉本・阿倍

野キャンパスの学生は半減し、これらのキャンパスの周辺地域はさびれる可能性がある。

　大阪市立大学及び大阪府立大学は、有為な人材の育成、研究成果の還元などを通じて、

大阪の成長や都市魅力向上などに貢献してきましたが、少子高齢化、大学間競争の激化を

受け、より一層魅力ある大学への変貌が求められるとともに、これまで以上に大阪の成長

に貢献していくことが必要となっていることから、両大学を統合し、新大学を開学するこ

とといたしました。

　新大学においては、大学の基本機能の一層の強化を図るとともに、新たに「都市シンク

タンク」「技術インキュベーション」の２つの機能をそなえ、大阪の都市課題の解決や産

業力強化など、大阪の発展に寄与する「知の拠点」をめざしています。

　このため、都心立地を活かし統合効果を発揮するための森之宮キャンパスを整備すると

ともに、既存キャンパスにおいて、同種分野の学部等の集約化を進めるものです。

　これらの方向性を定めた「新大学基本構想」を令和２年（2020年）１月に大阪府・大

阪市・公立大学法人大阪の３者で策定し、これを踏まえて本方向性（案）を取りまとめた

ものです。

　　○「新大学基本構想」・「大阪スマートシティ戦略」との関係について　6,7ページ

【大阪城東部地区のまちづくりコンセプト及び戦略】

　　○大学統合を前提としたまちづくりの見直しについて　8ページ

6 ページ



25 　大学の移転を口実にした、大阪城東部地区の開発は中止すべきである。

26
　大阪城東部地区の開発計画それ自体に賛否を表明するものではないが、新大学キャンパス建設

を大阪城東部地区の再開発計画の呼び水にしていることは許せません。

27

　8ページで挙げている各戦略・シナリオ等に記載の具体例・イメージは、それぞれ性質・規模

等が全く異なり比べること自体がおかしい。たとえば河内長野市南花台団地では地域協議会・住

民の自発的なまちづくりへの参加が行われているが、森ノ宮地域では地域住民のまちづくりへの

自発的な参加や意見交換は行われているのか？

　8ページの具体例は、コンセプト及び戦略がイメージしやすいように国内外の事例を参

考に記載したものであり、この取組をそのまま取り入れることを想定しておりません。今

後、これらも含めた事例を参考に、当地区の実情に応じた体制や仕組みづくりについて、

関係者とともに引き続き検討してまいります。

28
　「まちにひらかれ、まちとともに成長する「次世代型キャンパスシティ」」という戦略につい

て、市民開放、住民開放がキーワードに盛り込まれているため、賛成。

　「次世代型キャンパスシティ」の実現に向け、関係者とともに引き続き検討してまいり

ます。

29 　開かれた大学とはどのようなものか。

　大学施設の開放、生涯学習・リカレント教育の実施、地域での教育研究活動の実践・実

証などにより、学生が他者や社会に関わる力を身に着けるとともに、地域や社会の課題を

共に解決し、その活性化につなげていくことと考えています。

30

　地域で実施中のスマートエージングが実装フィールドとして位置づけられており、地域包括ケ

アシステムの構築を加速化させることから、「健康医療・環境等の既存資源を活かした「スマー

トシティの実証・実装フィールド」」という戦略に賛成。

　いただいたご意見も参考にしながら、健康医療・環境等の既存資源を活かした「スマー

トシティの実証・実装フィールド」の実現に向け、関係者とともに引き続き検討してまい

ります。

　当地区は、良好な交通至便性を有し大阪城公園に隣接するなどの立地ポテンシャルを有

する地区であるものの、鉄道施設の存在等により、高度な都市的利用がなされず、地区の

ポテンシャルが活かされていない状態であり、また、大阪城方面へのアクセスや、地区内

の少子高齢化、生活利便系の施設不足等が課題となっています。

　これらの課題の解決を図るとともに、地区のポテンシャルを活かした魅力あふれる新都

市空間の創造の実現に向け、これまでも、大都市・大阪の大きな方向性を示す「グランド

デザイン・大阪」（2012年6月策定）において、当地区を含む「大阪城・周辺エリア」を

大阪らしいポテンシャルとストックを持つ象徴的なエリアの一つに位置付け、森之宮周辺

の活性化、大阪城公園と周辺のにぎわい創出、世界的観光拠点としての魅力向上に取り組

むとの方針を示し、地区のまちづくりの方向性や未利用地の活用に向けた検討を関係者と

ともに進めてまいりました。

　そのような中、今般、当地区での都心キャンパス整備の方向性が決定したことから、こ

れまで進めてきた当地区のまちづくりの大きな方向性を踏襲しつつ、新大学を先導役と

し、大阪全体の発展に寄与するまちづくりについての議論を進め、本方向性（案）を取り

まとめたものです。

　　○コンセプトを具体化する戦略・シナリオ等について　8ページ

　　○次世代型キャンパスシティについて　8ページ

　　○スマートシティの実証・実装フィールドについて　8ページ

7 ページ



31

・面的な大型開発であるのにエネルギー計画のコンセプトが少ない。

・近年の災害とくに電力供給が不測の状況に陥った場合のシステム検討をしてほしい。

・新型コロナウイルス対策のシステムであるとか、万博での新技術を先取り、継続的に使用でき

るものなど検討してほしい。

　いただいたご意見も参考にしながら、今後、関係者とともに、具体的な計画について検

討を進めてまいります。

32
　イノベーション・コアとして、留学生との向き合い方も考慮すべき。留学生をふやすための活

動やプロモーションを積極的に視野に入れても良いのではないか。

　本方向性（案）で使用しています「学生」には留学生も含んでいます。いただいたご意

見につきましては、今後の検討の参考にさせていただきます。

33
　コンセプトの実現のため、本プロジェクトへの住民参加のあり方・参画方法・意見反映の仕組

みを設定することが検討課題。

34

　「新大学が先導役となり、まちの成長を牽引し、まちの課題を解決しながら発展するまち」に

は期待するが、この地域では50年近くの間、住民によりまちのコミュニティが形成されてき

た。地域のコミュニティも大事にしながら、継続的な取組で住民の課題を是非解決してほしい。

35

　「職住遊学などの多様な機能が重層的に集積」と記載がある点について、資料に例示している

ように、大阪城公園から森之宮にかけて重層的に空間利用するということであれば、「多様なひ

と、機能、空間、主体が交流する」という戦略に賛成。

36

　9ページに「イノベーション・コア」は、「大学の基本機能」＋「大学が先導役となり展開す

る機能」を中心に構成するとしている。方向性（案）を読むと、前者より後者に重点がおかれ

（前者の大学の基本機能については、ほとんど触れられていない）、新大学構想のキャンパス整

備が本地区のまちづくり推進のてことされている。「大学の基本機能」の方は、本地区のまちづ

くり構想の「付けたし」の感じさえある。

　新大学においては、これまで培ってきた両大学の歴史と伝統を活かし、理系・文系・医

療系の幅広い学問体系を擁する総合大学として、国際化やダイバーシティにも積極的に取

り組み、大学本来の基本機能である「教育」「研究」「社会貢献」をさらに充実させてま

いります。

　なお、森之宮キャンパスにおいては、約７千人の学生や多くの教職員が活動することに

より、地域住民や観光客との交流が生まれ、また、大学施設の開放、生涯学習・リカレン

ト教育の実施などにより、学生が他者や社会に関わる力を身に付けるとともに、当地区の

まちの活性化につなげてまいりたいと考えています。

　住民はもとより多様なひと、機能、空間、主体が交流する「クロスオーバーシティ」の

実現に向け、関係者とともに引き続き検討してまいります。

　　○クロスオーバーシティについて8ページ

【コンセプト及び戦略を受けての展開イメージ】

　　○イノベーション・コアについて　9,10ページ

8 ページ



37

　イノベーション・コアについては、P9に「住民・・なども巻き込みながら」と記載がある

が、「誰が主体となって」「何のために」「どのように」巻き込むのか？それぞれ教えてほし

い。

　本方向性（案）では、「大学とともに成長するイノベーション・フィールド・シティ」

というコンセプトのもと、「次世代型キャンパスシティ」を展開していくこととしてお

り、「次世代型キャンパスシティ」の中核機能・場を「イノベーション・コア」と位置付

けております。「イノベーション・コア」では、「大学の基本機能」と「大学が先導役と

なり展開する機能」を中心に構成し、大学が先導役となり、住民や学生、ユーザーなども

巻き込みながら、産学官民連携のもと地域課題を解決するような、幅広いオープンイノ

ベーションの展開を図ることとしています。

　今後は、策定した方向性に基づき、具体的な取組を検討し進めてまいります。

38
　10ページにデータマネジメントセンターで「データ管理」とあるが、個人情報の取り扱いは

どうするのか？行政が所有の個人情報を目的外使用するのか？

　個人情報の収集・利用・管理にあたっては、関係法令等を遵守し適切に取り扱うことを

前提に検討を進めてまいります。

39
　クロスオーバーシティの進め方はどのようなものか。展開イメージのテーマ案をもう少し出せ

ばどうか。今後、地域との開かれた魅力増進の関わりについての具体化をお願いしたい。

　11ページに、「クロスオーバーシティ」の今後の進め方として展開イメージを記載し

ていますが、多様なひと、機能、空間、主体が交流するまちをめざすため、まずは、イノ

ベーション・コアゾーンにおける1期の新大学都心キャンパス整備に取り組んでまいりま

す。

　ご意見いただきました、地域との開かれた魅力増進の関わりの具体化を含め、「クロス

オーバーシティ」の進め方については、今後、関係者とともに引き続き検討してまいりま

す。

40
　早期にエリアマネジメント組織を立ち上げる呼びかけをしてほしい。防災共助に対する考え

は、早く議論すればするほどまちのハード形成の助けとなる。

　16ページのとおり、エリアマネジメント組織の組成・発展に向けた初動的な取組みと

して、「デザインコントロール」や「エリアプロモーション」などをテーマにした、地権

者や有識者等で構成される検討体制を令和２年度（2020年度）中に構築することをめざ

しています。

41
　早期にエリアマネジメント連絡会を立ちあげる呼びかけをしてほしい。大阪城公園との連携体

制やシステム構築等、早ければ早いほどハード形成に必要なものが把握できる。

　16ページのとおり、令和２年度（2020年度）中に「デザインコントロール」や「エリ

アプロモーション」などをテーマにした、地権者や有識者等で構成される検討体制を構築

し、できるだけ早期にエリアマネジメント組織の組成・発展につなげたいと考えていま

す。

　エリアマネジメント組織の組成後、周辺地区（OBP・大阪城公園・京橋周辺等）のまち

づくりとの連携を行うためのプラットフォーム（エリアマネジメント連絡会など）の構築

に向け、今後、関係者と調整してまいります。

　　○『クロスオーバーシティ』の展開イメージ　11ページ

9 ページ



42

　「イノベーション・コア」を有効に機能させるためのプラットフォーム形成というコンセプト

について、大阪府立大学、大阪市立大学の先生が研究されている専門分野があることから、もう

少し具体的に掘り下げてはどうか。

　「イノベーション・コア」を有効に機能させるための、産学官連携のプラットフォーム

（11ページ)については、新大学の新たな機能（都市シンクタンク機能・技術インキュ

ベーション機能）として、今後具体化に向けた検討を進めてまいります。

43

　12ページの親水空間＋立体活用ゾーンは、２期・３期とされているが、少なくとも中浜下水

処理場の上部利用は、１期の都心キャンパスの整備と同時期もしくは1.5期の施設整備と同時期

に緑の空間として一体的に整備することが重要と考える。アメニティの低い現状に大学が先行し

てポツンと建ち、その隣地が臭いも気になる下水処理場のままでは、大学にとっても望ましいも

のではない。先行投資による環境改善を図り、地域のイメージを一新することが、今回の計画に

大切であり、中浜下水処理場の上空利用を先行して行うことは、地域に対してそれ以上の価値が

あると考える。

　下水処理場は皆さまの衛生的で快適なくらしを支えるとともに、河川・海の水環境も守

る大切な施設です。中浜下水処理場は現在稼働中であるため、1期、1.5期の施設整備と同

時期に上部利用を整備する場合は、下水処理機能に影響を与えない範囲に限定した整備と

ならざるを得ません。一方で、中浜下水処理場においては、今後施設の老朽化が進むた

め、全面的な改築更新の検討が必要となってきます。そのため、地域のイメージを一新す

るような上部利用については、改築更新とあわせての整備が望ましいと考えていますが、

いただいたご意見を参考に、下水道施設の立体的な土地利用の検討を進めてまいります。

44
　隣接する下水処理場も、府市内の他の処理場では空間の有効活用も行われているので、同様な

手法も考慮してはどうか。

　中浜下水処理場については、ご指摘いただいたように、大阪府流域下水道の竜華水みら

いセンター、東京都の品川シーズンテラス等での上部利用事例を参考にしつつ、今後の改

築更新の検討にあわせ、立体的な土地利用の検討を進めてまいります。

45 子どもからお年寄りまでが安心して住み続けられるまちにしてほしい。

46
子育て世代も安心して、住み続けられる町にするため、拙速な論議ではなく、じっくり論議を望

む。

47
休日に軽く運動できる場所、飲みものを持って出掛け休憩する所、京橋のIMPなどに入っている

洋服屋、近くにスーパーを作ってほしい。

48
　地域住民に情報提供をしっかり行って、意見を充分に聞き取ってほしい。今回の計画で特に

UR団地が建替えられるのかが大きな関心事であり、早期の情報開示をお願いする。

　16ページのとおり、UR団地を含む「多世代居住複合ゾーン」の令和２年度（2020年

度）以降の取組として、「連鎖型都市再生」を検討し、その中の項目の一つとして「ＵＲ

団地の団地再生」についても検討することとしています。今後とも、関係者と連携し、地

域住民の皆さまのご意見も踏まえ検討を進めてまいります。

【土地利用計画について】

　　○親水空間＋立体活用ゾーンについて　12ページ

　　○多世代居住複合ゾーンについて　12ページ

　多世代居住複合ゾーンでは、イノベーション・コアと連坦し、複数立地する健康医療機

能等と連携し、スマートエイジングシティの取組を展開しながら、多様な世代（学生、子

育て層、ファミリー層、高齢者など）が健康で安心に住み続けられる、にぎわいにも寄与

する商業・業務なども含めた住環境の実現を図ることとしています。

　多様な世代が安心して住み続けられるまちとなるよう、関係者とともに引き続き検討し

てまいります。

10 ページ



49

　JR森ノ宮電車区及びOsaka Metro検車場による町の分断を解決する方法として、電車区及び検

車場を夢洲に移転すべきである。地下鉄中央線とJR桜島線（ゆめ咲線）は夢洲（後者は舞洲経

由）に延伸計画案があることから、夢洲及び舞洲の新駅付近に電車区、検車場を移転させること

で、大阪城東部地区の再開発と地域分断の解決が可能である。

50
　現在は「拡張検討」であるが、その実現の可否は将来の開発に大きく影響すると思われるの

で、ぜひ積極的に進めていただきたい。

51
　東西デッキの費用は誰が負担するのか。ニューヨークのハイラインは随所で降りられるが、こ

の東西デッキは鉄道施設の途中で降りるのか。

　東西連絡デッキ等の東西動線の整備については、整備内容、事業スキーム、費用負担な

どについて、今後、関係者と検討を進めてまいります。

52
　P.13の「主要各動線イメージ」について、「通り抜け通路充実」で団地内に広い通路をつくる

のには反対である。迂回してほしい。

　主要各動線のイメージの一例として、JR・地下鉄森ノ宮駅方面から地区中央を南北に走

る都市計画道路豊里矢田線までの複数の歩行者動線確保に向けた、通り抜け通路の充実に

ついて記載していますが、現状の団地内において、新たに通路を整備するのではなく、将

来的に建替えや移転などが生じた場合に、開発にあわせて歩行者動線を確保していきたい

と考えているものです。

53

　鉄道での利便性に優れているのが当地区の強みであるが、地区内駅前にはバスターミナルがな

いのが弱みであるため、再開発と同時に特に森ノ宮駅近くにバスターミナルを整備し、鉄道だけ

でなくバスでの交通の利便性を高めるべきである。そして、中央大通りに面し高速道路もあり自

動車での利便性も優れていることから、地区内へのバスターミナルの整備と低・未利用地を活用

した立体駐車場の整備により、高速バス路線や自動車での大阪市東部の玄関口としての拠点性を

持たせることができ、より交通の利便性の高いまちづくりと観光誘致を行えるのではないかと思

う。

　スマートモビリティを活用した地区内アクセスの確保、バスターミナルの整備、自動車

交通需要に対応した駐車場の整備などを含め、本方向性の実現に必要なハード、ソフト両

面の取組を、関係者とともに引き続き検討してまいります。

54

　P.13の「②快適性の向上」における「水・緑の空間を楽しく回遊でき、健康増進に資する歩行

者動線の確保」について賛成だが、その前提として河川（第２寝屋川、平野川）の水質汚染の解

消が必要。現在の汚染の状態では、だれも回遊できる状況でない。この機会にオール大阪で是非

解決してほしい。

　寝屋川流域の自治体などから構成される寝屋川流域協議会において、地域のすべての主

体が連携した流域全体の水環境改善に向けた取組を推進するため、平成24年度（2012年

度）に策定した「寝屋川流域水環境改善計画」に基づき、未処理の生活排水が河川に流入

するのを防止するための下水道整備、下水処理場における高度処理化の推進、水質悪化の

要因である底質汚泥（ヘドロ）の浚渫など、各主体において、水質改善に向け計画的に事

業が進められています。いただきましたご意見については、今後の取組の参考とさせてい

ただきます。

　JR森ノ宮電車区及びOsaka Metro検車場の移転は、移転先の用地確保や移転に関する事

業費の捻出、鉄道運行への影響など、様々な課題があることから、現時点では困難です

が、一部はイノベーション・コアとし、その他を拡張検討ゾーンに位置づけ、当面は鉄道

施設として継続利用しつつ、社会動向や地区内のまちづくりの動向も踏まえながら、関係

者とともに引き続き検討してまいります。

　　○利便性の向上について　13ページ

　　○快適性の向上について　13ページ

【基盤整備計画について】

　　○拡張検討ゾーンについて　12ページ

11 ページ



55 　大阪城公園とその周辺は緑豊かな自然を生かした空間とすることをコンセプトにするべき。

56

　緑豊かな「森ノ宮」の名に相応しい、自然を味わえる都心の空間にしていただきたい。商業主

義的なまちづくりは期待しない。これからはインバウンドに期待するまちづくりより、住んでい

る人々の憩いの空間としての地域になればと思う。

57

　土地利用・基盤整備計画では、都心に残された大規模敷地であるにも関わらず、公園・緑地等

の緑空間が明確に位置付けられていない。近くに大阪城公園があるからといって緑を軽視するこ

となく、スマートシティとしての緑豊かな都市空間を構想できる計画であるべき。

58
　地区内のUR団地では高齢者が多いことや、複数の病院が隣接しており健常者以外の方も多数

道路を利用されることから、歩行エリアに、より一層の休憩機能が必要になると思う。

59

　現在、シンボル広場（仮称）の設置が検討されているが、高齢者等が元気よく歩きたくなる街

かどうかがスマートエイジングシティの取組に大きな影響を与えると思われるので、是非積極的

に複数地点に小型広場を設けることも視野に、歩行空間開発の検討を進めていただきたい。

60
　地域の主軸となる豊里矢田線について、地区の骨格となるシンボリックで居心地の良い空間像

をより具体的に示す必要がある。

　豊里矢田線における空間形成については、関係者とともに引き続き検討してまいりま

す。

61
　今、災害があっても多くの人が集まれる空間・広場がない。旧成人病跡地をそのまま避難場所

にできるような大きな空間として残してほしい。そこには緑を増やしてほしい。

62
　旧成人病センター周辺には、老朽化した家屋が密集している。できるだけ防災の観点から住民

の安全を守る空間として考えていただきたい。

63

　P.13の「③安全性の向上」に「広域避難場所である大阪城公園への避難ルートの確保など」と

あるが、大阪市の昼間の人口は夜間人口の1.4倍であり、平日昼間に大きな震災が起これば、大

阪城公園だけでは対応できない。病院や下水処理場などの施設も活用し、広域避難地域のサブと

なる防災に特化したまちにもなることを希望する。

　防災の対応については、まちづくりにおいて重要なものと考えており、今後のまちづく

りに合わせ、関係者とともに引き続き検討してまいります。

64
　周辺地域も含めた防災拠点としての機能も重要であり、広域避難所の大阪城公園との具体的な

連携の見える化や、大学には、立命館大学茨木キャンパスのような防災拠点機能を持たすべき。
　ご意見につきましては、今後の検討の参考とさせていただきます。

　府立成人病センター跡地等のまちづくりについては、平成26年（2014年）12月に地元

住民の皆様の意見を踏まえて、「府立成人病センター跡地等のまちづくり方針」を策定

し、「多世代が交流する、学びと健康とにぎわいのまち」をめざしています。

　この方針には、地域の住環境改善に資する広場・緑地等の整備についても示しており、

今後とも頂きましたご意見も参考にして取り組んでまいります。

　11ページの「クロスオーバーシティ」の展開イメージに記載の「大阪城公園の緑との

連続性を意識した空間の形成」や、13ページの「水・緑の空間を楽しく回遊でき、健康

増進にも資する歩行者動線の確保」の実現に向け、関係者とともに引き続き検討してまい

ります。

　8ページの「住み続けられる住環境の形成」に先導的に取り組むまちや、13ページの

「水・緑の空間を楽しく回遊でき、健康増進にも資する歩行者動線の確保」の実現に向

け、関係者とともに引き続き検討してまいります。

　　○安全性の向上について　13ページ

12 ページ



65 　15ページに記載のスマートモビリティの活用について、費用は誰が負担するのか。

66
　15ページに記載の実証実験はどこでどのように誰が行うのか。実証実験の需要があるのか。

こんな場所で誰も実証実験しないのではないか。費用は誰が負担するのか。

67 　15ページに記載の広場はどこに整備するのか。道路上につくるのか。
　具体的な場所や形態については、今後の土地利用計画の具体化等とあわせて、関係者と

ともに引き続き検討してまいります。

68
　今回のパブコメ募集について、知人に教えられるまで知らなかった。情報は全戸に配布いただ

きたい。

　今回のパブリック・コメントについて、広く市民のみなさまに公表し、ご意見をお寄せ

いただくため、ホームページ、報道機関への情報提供及び5月区広報紙においてパブリッ

ク・コメントを実施することについて周知し、大阪市のパブリック・コメント手続に関す

る指針に基づき、担当窓口での配架又は配付、ホームページへの掲載、市民情報プラザで

の配架及び関係機関窓口での配架又は配付をいたしました。

　なお、城東区におきましては、区広報紙を全戸配布しています。

69
　関連資料がただ並べられているだけで、方向性の趣旨などがまとめられていない。市民から多

くの意見を集約する資料としては分かりにくいため、改善を求めたい。
　いただいたご意見をふまえ、1ページ目に趣旨等を追記しました。

70

・聞きなれない言葉が多く、内容が分かりにくい。多くの人がイメージしやすい内容にするべ

き。

・一般にはなじみの薄い用語を40個も多用しており、市民の理解をえるというより、錯覚を

狙ったものではないかという印象をもった。

　本方向性（案）では、事例の例示や写真の活用などにより、記載した内容をイメージし

やすくなるよう努めています。また、一定の専門性を含むような用語について、説明する

用語集を添付し、案の内容を理解しやすくなるように努めています。

　今後、関係者において、具体的な計画や費用負担について検討を進めてまいります。

【想定される開発の進め方について】

　　○1期・1.5期の開発展開イメージについて　15ページ

【その他】

　　○パブリック・コメントについて

13 ページ



71

　「大阪城東部地区まちづくり検討会」のメンバーには府大学長も市大学長もオブザーバーで参

加しているにすぎず、また、両大学を運営している公立大学法人大阪は検討会に参加していな

い。大学のキャンパスをまちづくりの中心にすえようとしているのに、「当事者」を脇において

計画を作ることは、理解できない。

　「大阪城東部地区まちづくり検討会」には、公立大学法人大阪理事長に委員として出席

していただき、検討会において、ご意見をいただき、本方向性（案）を取りまとめていま

す。

72

　京橋・OBP・天満橋駅周辺等との相互連携と新大学基本構想の組み合わせにより、学生の就

職活動の環境を整備し、大阪市内での雇用の機会を増やすことで、学生の雇用と内定先が大阪府

外に流出することを減らし、地区内の少子高齢化の抑止と学生時代からずっと安心して暮らせる

まちづくりを実現していただきたい。

　9ページのとおり、次世代型キャンパスシティの中核機能であるイノベーション・コア

において、大学施設関連機能を中心に、国際色ある業務・商業・宿泊・居住などの多様な

交流・連携機能等を確保してイノベーションの誘発を図ることとしており、これら機能を

確保することで雇用の増加にもつながるものと考えています。また、2ページのとおり、

周辺等との相互連携をはかり、エリア全体の活力を創出してまいります。

　なお、当地区では、学生も含め多様な世代が安心して住み続けられるまちをめざすこと

としています。

73 　災害時での上水道の強靭化を検討してほしい。
　防災の対応については、まちづくりにおいて重要なものと考えており、今後のまちづく

りに合わせ、関係者とともに引き続き検討してまいります。

74

　府立福祉情報コミュニケーションセンターや大阪健康安全基盤研究所一元化にかかる工事のほ

か、旧成人病センターの取壊しと工事が続くが、工事全般の影響で家が傷んでいく事、また土壌

汚染の箇所を工事で掘り返す時の目に見えない環境への影響など大きな不安を感じている。

　各工事につきましては、事前に住民説明や家屋調査を実施するとともに、振動・騒音等

に十分注意を払いながら工事を進めています。また、土壌汚染につきましても、法令に基

づき適切に対処しているところです。

　ご意見のとおり、今後も工事が続くこととなりますが、引き続き丁寧な地元説明を行う

とともに、地域への影響も配慮しながら工事を進めてまいります。

75
　計画区域や大阪城公園など周辺地域を路上喫煙禁止区域に指定することを追記してほしい。路

上喫煙や歩きタバコが受動喫煙を生じさせているため危険。

　大阪市路上喫煙の防止に関する条例では、路上喫煙による被害が特に発生するおそれが

あると認める区域を路上喫煙禁止地区として指定することができると定めています。

　いただいたご意見については、今後の参考とさせていただき、関係部局にも共有させて

いただきます。

※その他、まちづくりの方向性と関連のない意見については省略しているため、件数とは合致しない。

　　○その他
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