
ご意見の要旨 本市の考え方

変更の理由が記載されていないので、計画の是非を判断でき
ない。夢洲駅で入口の一部をなぜ2024年度の開業後に整備す
るのか、インフラ部の事業費がなぜ変更になったのか、輸送
需要の更新はまだ国の認可もない「IR地域整備計画」の年間
来場者数の見直しを根拠にできるのか。甚だ疑問である。そ
もそも今回のパブリックコメントが市民に対して何を求めて
いるのか、その趣旨が不明確である。

　大阪市地域公共交通計画（大阪港咲洲・夢洲地域）は、大
阪臨海部の夢洲に位置づけられた新たな国際観光拠点へのア
クセスを向上させるとともに、臨海部における交通の円滑化
を図るために策定しています。
　この目的を達成する取り組みとして、北港テクノポート線
（コスモスクエア駅～（仮称）夢洲駅間）の整備を位置づけ
ており、本路線の整備概要や資金調達方法、整備後の効果等
を記載しております。
　本計画の変更については、整備事業を実施していく中で詳
細な地盤状況の把握等による事業費の変更（増額）と、本路
線に隣接するインフラ整備との施工調整による事業期間の見
直しを行ったため、これらの状況について本計画においても
反映するものです。
　パブリックコメントにつきましては、地域公共交通の活性
化及び再生に関する法律に基づき、本計画の策定および見直
しにあたり市民の皆さまから広く意見をいただくため実施し
ています。

「人口減少の割には、公共交通の利用が増加している」と主
張しているが、今後の人口減少・高齢化が進めば、より減少
することが予想される（より必要とされるのは、廃止したコ
ミュニティバスの方であり）。その上、昨今は、燃料・原材
料の値上がりが激しく、国際情勢と円安による価格上昇は当
面改善の余地がない。更に、大幅な建設費・運用費の増加が
予想される。その上、生活が苦しくなるので、利用者も減る
ことが予想される。全面的に計画を撤回すべき。

　交通需要予測を行う際には、統計データを用いて将来の人
口減少や少子高齢化も想定した推計としています。
　資材価格の上昇につきましては、今後の動向に注視してい
く必要があると認識しており、更なる事業費増嵩が生じない
よう予算管理を徹底していきます。

地下鉄の目的はIRだと思うが、IR客の大半をカジノに誘導す
る計画であり、賭博場に誘導する交通機関を「公共交通」が
担うなどのは府民・市民の求めるものではない。

　本路線は、夢洲のまちづくりを支える都市基盤として、大
阪臨海部へのアクセスの向上を図るものです。また、既に稼
働している国際物流拠点においてもその機能を発揮させるた
め、本路線の整備により物流と人流を分離し、周辺道路の交
通負荷を分散し、港湾物流の円滑化を図ることを目的として
整備するものです。
　本路線を含めたインフラ整備については、大阪・関西の経
済成長に必要不可欠な都市基盤施設であり、その充実・強化
を図るため、引き続き、整備・充実に取り組んでいきます。

夢洲への交通ルートが「夢咲トンネル」と「此花大橋～夢舞
大橋」の2ルートに限られている中で、島内に異なる目的の
拠点を形成すること自体がそもそもできるのか。この前提に
よっては、夢洲へのアクセス時間が、梅田～夢洲の所要時間
「6分短縮」を交通計画としてどう評価するのかが問われる
のではないか。

神戸空港海上アクセスターミナルや関西国際空港ポートター
ミナルへの高速船も整備し空港から夢洲へ直接いけるように
することで遠方の都道府県や海外からの利便性を向上させつ
つ、大阪市内で神戸空港・関西国際空港の両方に近いと思え
る拠点づくりを行ってほしい。

大阪市地域公共交通計画（大阪港咲洲・夢洲地域）（案）に対する
パブリック・コメントに寄せられた意見の要旨と本市の考え方

　お寄せいただいたご意見の要旨については、項目ごとに整理し、それに対する本市の考え方をまとめました。なお、ご意見は趣旨を
踏まえ要約しております。

第１章　目的

該当頁

1

計画全体に関して

-

2

-

10

　夢洲においては、平成29年8月に大阪府市・経済界が策定
した「夢洲まちづくり構想」に基づき開発を進めています。
　夢洲へのアクセスについては、北港テクノポート線（コス
モスクエア駅～（仮称）夢洲駅間）、此花大橋・夢舞大橋の
車線数拡幅や立体交差橋の整備、海上アクセスのための船着
き場の整備といったインフラ整備を進めており、今後増大す
る交通需要に対応していきます。
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ご意見の要旨 本市の考え方該当頁

事業主体が、大阪市、大阪港トランスポートシステムとなっ
ているが、大阪メトロ中央線の夢洲延伸という計画や、メト
ロの夢洲駅構想ターミナル建設の話し、メトロ中央線に近鉄
の相互乗り入れにつづき京阪や阪神の乗り入れの話しがあ
る。これらの経過からしても当然、運行責任は「大阪メト
ロ」が負うべきと考える。償還型上下分離方式とするなら、
その点を明らかにすべき。

本計画では、大阪メトロに整備費用の負担や万博終了後の運
行への負担を負わさないとする意図的な計画であり、整備費
用の償還や負債はすべて大阪港トランスポートシステムが負
うと推測される。市民への将来負担につながるため再検討す
べき。

変更前の計画に記載の総事業費984億円、変更後の総事業費
1080億円の内訳が不明であり、説明して欲しい。

　総事業費984億円（変更後1,080億円）は、北港テクノポー
ト線（コスモスクエア駅～（仮称）夢洲駅間）の整備に係る
費用となります。
　内容は以下のとおりです。

【変更前】
インフラ部　：444億円（夢咲トンネル[道路・鉄道一体構造区間]）
　　　　　　　250億円（夢咲トンネル～（仮称）夢洲駅）
インフラ外部：290億円
　　計　　　：984億円

【変更後】
インフラ部　：444億円（夢咲トンネル[道路・鉄道一体構造区間]）
　　　　　　　346億円（夢咲トンネル～（仮称）夢洲駅）
インフラ外部：290億円
　　計　　　：1,080億円

総事業費1,080億円もかけて軟弱地盤に海底トンネルをつ
くって客を運ぶことに反対。防災対策はできているのか。巨
大地震があった際にすぐに点検ができる高架にしたら良いの
ではないか。

　夢洲と咲洲間は、大阪港の主要な航路となっています。こ
のため、航路に支障をきたさないよう海底トンネル構造を採
用しています。
　地震時の耐震性については、設計基準に基づき適切に構造
を決定しています。

表3-1の資金確保等（残事業費）の意味を説明してほしい。
今回インフラ部の事業費が変更になったことで計画変更され
たが、変更後の調達方法についても示してほしい。

　表3-1では、北港テクノポート線（コスモスクエア駅～
（仮称）夢洲駅間）において、既に整備を完了している区間
（夢咲トンネル区間）の投資済額444億円を除き、本路線
（コスモスクエア駅～（仮称）夢洲駅間）の事業を再開した
令和２年度以降の整備費用と資金の調達先を示しています。
　なお、事業費の変更後も調達先や事業スキームの考え方に
変更はありません。

第3セクターである大阪港トランスポートシステムの出資者
も大阪市であり、ほとんど大阪市が調達しているのは何故
か。民間活力を活かすという大阪市の現行政策の趣旨に反し
て、国や従来の公共事業の在り方を踏襲しています。支出し
た444億円にとらわれず、負担をこれ以上増やさない決断の
求めます。

　北港テクノポート線の整備主体は、インフラ部が大阪市、
インフラ外部が第１種鉄道事業者である大阪港トランスポー
トシステムが担っています。
　資金調達については、各整備主体が資金を調達することと
していますが、一部、インフラ外部の資金を大阪市が調達し
ていますが、これは本路線の整備により沿線地区への開発利
益が生じることから、その利益の一部として埋立事業者（開
発者）である大阪市が負担することとしています。

インフラ部の事業費が250億円から346億円となったのは何故
か。
土壌汚染対策が増額要因であれば言い訳にならない。

　事業費の増額は、整備事業を実施していく中で詳細な地盤
状況の把握によるものであり、地中障害物の撤去などが主な
内容であり、土壌汚染対策費用は含まれていません。

第３章　目標を達成するための取り組み
　現在、大阪港トランスポートシステムが鉄道事業法の第１
種鉄道事業者となっています。
　大阪メトロが、今後、鉄道運行者となるためには、「恒久
的な鉄道利用者の確保」と、「健全な収支採算性」を示した
うえで、鉄道事業法に基づく第２種鉄道事業の許可を国土交
通大臣から新たに取得する必要があります。
　大阪メトロが国への手続きを開始し、鉄道運行者になるこ
とが決定すれば、本計画も適切な時期に変更していきます。
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ご意見の要旨 本市の考え方該当頁

インフラ外部の費用290億円のうち、60億円を車両費とすれ
ば576億円となるが、総事業費636億円となっているのは何故
か。さらなる上昇の可能性があるなら示すべきである。

　車両費60億円は鉄道運行者が負担するものですが、車両費
を含めた事業費636億円が、北港テクノポート線（コスモス
クエア駅～（仮称）夢洲駅間）の開業に必要な費用となりま
す。
　現在、さらなる事業費の増加要因は発生していません。引
き続き予算管理を徹底し、事業費が増加することのないよう
関係者と調整し事業を進めます。

総事業費1,080億円と残事業費636億円の差額、444億円はす
でに支出したインフラ部の費用です。当初250億円としてい
た事業費がその後300億円に増え、さらに444億円に増えまし
た。これは、この部分の事業のインフラ部が10年以上前にで
きていたにもかかわらずまったく利用できなかったために、
毎年10億円程度の維持管理費が発生したことが原因です、こ
こで事業を断念する英断をくだすことで、これから発生する
費用をトンネル構造物を維持する最低限の費用に抑えること
を提案します。

　総事業費と残事業費の差額444億円は、夢咲トンネル区間
を道路部と鉄道部を一体構造として計画し、夢洲の流拠点形
成に合わせて夢咲トンネルを完成させたことから、鉄道の躯
体整備も合わせて完了させた費用であり、維持管理費用は含
まれていません。

「人の輸送の一部を鉄道が担うことで、道路を利用する物流
車両の混雑を緩和する」と書かれているが、こんなことで大
渋滞を防ぐことができるのか。どんな試算を行ったかを知り
たい。単に来場者輸送だけでなく、IRカジノなどの工事車両
を含めると、相当の大混雑が予想されるのではないか。

鉄道の利用者は観光客及び観光関連労働者と予測される。夢
洲島内（舞洲含む）に広大な駐車場を用意する計画で、観光
客の多くも自動車利用と思われ、鉄道による物流・人流の分
離効果は期待できないと思われるため、再検証すべき。

当計画の「コスモスクエア～（仮称）夢洲駅間」は、整備開
業後の大阪（梅田）から夢洲へのアクセス時間が、たったの
6分しか改善しない。また、『北港テクノポート線整備を通
じて混雑が緩和されることにより、32分から28分へと短縮す
る事が推計されており』としているが、これを加えても、こ
れらの時間短縮に大金を投じて、累積債務を増やすのは看過
しがたい。人の輸送の一部を鉄道が担うことで、4分の短縮
が計れるという推計は極めて疑わしい。

　北港テクノポート線（コスモスクエア駅～（仮称）夢洲駅
間）の整備効果は、夢洲への鉄道のアクセス時間短縮のほ
か、自動車利用から鉄道利用への変換による道路混雑の緩和
効果があると考えています。
　事業実施にあたっては、昨年度の大阪市建設事業評価有識
者会議に諮り、その中で費用便益比を3.97として事業継続の
評価を受けています。
　なお、費用便益比は、整備費用に対して3.97倍の経済効果
額を有することを示しています。

万博終了後からIR開業までの期間は、乗客ゼロ路線でメトロ
の負担を大阪市民の税金で全て担うということか。

メトロは万博終了後、コスモスクエア駅が終点となるのか。

万博終了後の地下鉄利用者は白紙の状態であり、地下鉄延伸
を行う費用対効果、万博後の運行計画など再検証すべき。

IR事業者に202億円の整備費用を負担させることになってい
るのに記載していないのは何故か。

　IR事業者が負担するインフラ整備負担金は、夢洲のまちづ
くりに必要となる鉄道整備や道路整備・上下水道といった基
盤整備費用の償還財源に充当するものであり、鉄道整備のた
めだけの費用ではないことから本計画には記載していませ
ん。

-

　交通需要については、国勢調査等の統計データと交通需要
予測モデルにより予測を行っています。
　本路線の整備により、夢洲へのアクセス手段は車と鉄道と
なり、鉄道利用により車での来場者数は減少し、周辺道路の
混雑を緩和する効果があると考えています。
　また、本路線の整備とあわせて、既存道路の車線数の拡幅
や海上アクセスを可能とするインフラ整備を行い、周辺道路
網に与える影響を軽減する対策を実施していきます。
　なお、工事車両による道路混雑対策については、事業者間
で綿密な工事調整を行うとともに、「工事車両運行管理シス
テム」の導入により渋滞緩和対策を実施していきます。

39

39

その他の事項

39

　大阪・関西万博閉幕後の運行については、今後、関係機関
と協議を行い決定していくものと考えています。-

-

-
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ご意見の要旨 本市の考え方該当頁

夢洲に多くの観光客を集めるために鉄道を整備すると書かれ
ていますが、そもそも埋め立て地で土壌汚染、軟弱地盤が指
摘されている夢洲に多くの観光客を集めていいのでしょう
か。夢洲の不利な面を無視して進めているとしか思えませ
ん。

　本路線は、夢洲のまちづくりを支える都市基盤として、大
阪臨海部へのアクセスの向上を図るものです。また、既に稼
働している国際物流拠点においてもその機能を発揮させるた
め、本路線の整備により物流と人流を分離し、周辺道路の交
通負荷を分散し、港湾物流の円滑化を図ることを目的として
整備するものです。
　本路線を含めたインフラ整備については、大阪・関西の経
済成長に必要不可欠な都市基盤施設であり、その充実・強化
を図るため、引き続き、整備・充実に取り組んでいきます。
　なお、いただきましたご意見については、関係部局へ情報
提供させていただきます。

北港テクノポート線の環境アセスメントについては、2000年
に計画が策定されているが、当時に比べ本線周辺の環境や環
境影響評価の方法も変化している。新たに環境アセスメント
の手続きを行うべきではないか。

　本整備事業は、平成12年度に作成した「北港テクノポート
線建設事業事後調査計画書」に基づき、定められた調査を行
い環境に影響がないことを確認しながら事業を進めていま
す。
　夢洲においては、上記計画書を策定した時点から市街化さ
れていないなど、周辺環境に大きな変化がないことから、新
たに環境アセスメントの手続きは行っていません。
　引き続き、環境に配慮しつつ事業を進めていきます。

いわゆる「戦略的環境アセスメント（SEA）」を実施せず、
SDGsの指標や目標も明らかにされていない杜撰な当該計画
は、今日的な国際標準を逸脱し、大阪市の都市格を貶めるも
のとなる。

大阪万博の負う課題である持続可能性のある開発の視点がな
い。

港営事業会計は現在でも累積欠損金は1,200億円、起債残高
は1,250億円を抱えたままである。その上に2,482億円の押し
付けであり、夢洲に限って言えば、今から55年間累積資金不
足で苦しまなければならない。また、SPC側が事業の見直し
や営業価値がないと判断し、勝手に撤退する場合の府・市に
対する賠償金が全く記されておらず、第20条の違約金を継続
するとしたら僅か6億5千万円のみで大阪市が莫大な公金投入
した事が水泡化し、借金だけしか残らない。ましてや、上屋
や道路の老朽化に対する対策はどうしていくのか、使用料の
減免措置など影響が懸念され死活問題である。

　令和４年９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、上屋等の管理運営などを実施している港湾施設提供
事業についても、令和４年９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、10年間の収支（2032
（R14）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。
　なお、いただきましたIRに係るご意見については、関係部
局へ情報提供させていただきます。

夢洲は国際観光拠点・国際物流拠点にはせず、産業目的など
の別の用途（木場等）で使った方が良い。

IR、万博は夢洲以外の別の場所で行ってはどうか。

IRを白紙に戻すことはできないのか。

2022年現在、コスモスクエア駅を発車する学研奈良登美ヶ丘
行き（近鉄けいはんな線直通）の列車の終電が23時32分発と
早いため、20分～30分程度終電時間を繰り下げ、奈良県民及
び奈良県内に宿泊する客も大阪港咲洲・夢洲地域の施設や夜
景をゆっくり気軽に楽しめるようにしてほしい。

-

-

-

　本計画は、北港テクノポート線（コスモスクエア駅～（仮
称）夢洲駅間）の整備を着実に進め、夢洲への交通アクセス
改善や臨海部の交通ネットワークの充実を図るための計画で
あり、関係法令に基づき策定するものです。

　いただきましたご意見については、関係部局へ情報提供さ
せていただきます。

-

-

-

-

-

-
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