講演要旨

「大阪のまちづくり」

大阪市都市計画局
理事

高橋 徹 氏

平成２９年１月２５日
大阪第一ホテルにて

【要約】
◆大阪のまちづくりの考え

ような機能をまちづくりの中に誘導していきた

・「都市格を備えたまち」づくりをしたい。

い。
・大阪が目指すまちは「心地よい都市空間」。これ

・キーワードは「クオリティ オブ ライフ」、「イ

を実現させたい。

ノベイティブ」、「サスティナブル」、「グローバ
ル」の 4 つ。

◆大阪圏の広域インフラ

・そのためには都市開発に合わせて、イノベーシ
ョンンを起こせるような環境作りと国際ビジネ

・
「リニア中央新幹線」＝東京名古屋間は平成 39

スや集客の展開ができるような環境づくりが必

年度開業。大阪開業は 18 年遅れの平成 57 年

要。

だったが、最大 8 年の事業前倒しになる見込み。
・
「北陸新幹線敦賀以西」＝小浜京都ルートに決定、

・都市再生特区制度に基づき大幅な容積率緩和を

また京都から大阪へは南側ルートで学研都市を

行うなどして、より持続的なまちが展開できる
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通るルートが与党ＰＴでとりまとめられた。た

・2 次事業コンペに先立ち、地区内の容積率を

だし、整備時期は未定。平成 42 年度以降の着

200％から 600％に引上げるなど、都市計画

工になる見込み。金沢敦賀間は平成 34 年度完

を基本から変更した。
・地区内には東西と南北に幹線道路を通す。また

成予定。

ＪＲ新駅が立地する西口広場の整備も行う。

・「北大阪急行の延伸」＝千里中央駅から北へ 2．
5ｋｍの延伸。事業費 600 億円。平成 32 年完

・平成 35 年度から順次まちびらきの予定。

成。

◎中之島 4、5 丁目プロジェクト
・中之島 4 丁目の市有地に新美術館を建設。2021

・
「大阪モノレールの南進」＝門真から矢尾まで約

年度開館へ。

9 ㎞。事業費 1050 億円。
・
「西梅田・十三・新大阪連絡線」＝事業化の目途

・美術館の西隣の市有地に大学等の誘致を検討。

はまだ立っていない。約 5.2ｋｍ。事業費 1350

・阪大が大学発祥のこの地に戻ってきたい意向あ
り。「中之島アゴラ構想」をまとめる。

億円。

・4 丁目の開発につき、府・市・経済界などで協

・
「なにわ筋線」＝整備につき検討が最終段階に入

議会を設置し、いま検討中。

っている。ＪＲの「うめきた」駅を現在整備中、

・中之島 5 丁目では、ロイヤルホテルが建て替え

これに連絡して関空まで繋ぐ計画。
・
「大阪外環状線（おおさか東線）延伸」＝放出か

を検討。それに合わせて、国際会議場には展示

ら新大阪まで整備中。平成 30 年度完成予定。

機能等が不足しているので、５丁目全体で、こ

ＪＲ城東貨物線の複線化、旅客化。

れらの機能を含めた再整備を検討していきたい。
◎御堂筋の再生プロジェクト

・
「阪神高速道路淀川左岸線」＝事業化が決定。北

・御堂筋は今年完成 80 周年を迎える。風格ある

区豊崎から門真まで約 8.7ｋｍ。半分以上が大

ストリートに戻したい。

深度になる。事業費 4000 億円。平成 44 年度
完成。これによりミッシングリンクが解消され

・高さ制限を緩和。基本 31ｍを 4ｍのセットバ

る。第二京阪道路にも接続されるので、観光も

ックで 50ｍまで、さらに 50m の基だん部で 4

期待される。

ｍのセットバックで最高 120ｍまで建築可能
に。

◆都市再生プロジェクト

・淀屋橋本町間では低層階には賑わいが出るよう

◎「うめきた」での事業＝ＪＲ貨物線の地下化、

な施設を必ず入れるような誘導を行っている。

複線化、旅客化及び新駅設置事業を進めている。

・本町長堀間では用途制限を緩和した。これによ

事業費約 700 億円。平成 35 年春開業予定。

り高質賃貸レジデンスの建設が可能になった。

◎「うめきた 2 期」

・御堂筋の難波付近の東側約 200ｍの道路で、緩

・うめきたの 17ha エリアで「みどり」、
「イノベ

速車線を潰して、自転車道と歩道を広げる整備

ーション」をキーワードに開発に入る。概ね

を行った。

8ha に「みどり」を配置。開発部分には健康・

・なんば駅前の広場では、歩行者空間化を目指し

医療、ＭＩＣＥ、大学院等の都市機能を導入し

た実証実験を地元のまちづくり協議会が中心と

たい。

なって昨年行なわれた。3 日間で 10 万人近い

・1 次民間提案募集を行い、平成２６年３月、総

来場者。整備については今後の検討。

合的に優秀な提案 10 者などが選ばれた。引き

◎景観計画を見直して地域特性に応じた景観誘導

続き 2 次事業コンペを行う予定。

を行っていく。
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・ＩＲ推進法が昨年 12 月に国会通過。細かい内

◆臨海部プロジェクト

容は 1 年以内に措置される実施法で決める。

・舞洲にはオリックスの 2 軍拠点やセレッソ大阪

・咲洲コスモスクエアでは、地区計画を変更中。

のグランドなどがある。

インテックスを除く地区全体に宿泊機能の導入。

・夢洲の北側 70ha にＩＲを、南の 100ha に大
阪万博を誘致したい。
・夢洲へのアクセスは、南からは地下鉄中央線の
延伸。北からは京阪中之島線の延伸またはＪＲ
桜島線の延伸の 2 ルートを検討。
・万博＝2025 年 5 月から 10 月までの期間での
大阪開催に国が立候補。すでにパリが立候補し
ている。平成 30 年 11 月のＢＩＥ総会で開催
地が決定。3000 万人の来場者を予定。
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【本文】

集客の展開ができるような環境づくりを都市開発

１.大阪のまちづくり

とセットにしたいということで、デベロッパーの

今日は「大阪のまちづくり」のお話させていた

皆様とその場その場で協議しながら、こういった

だきます。まず総論的なお話をしてから、高速道

仕組みを開発の中に埋め込んでより持続的なまち

路や鉄道といった広域インフラの動きをご紹介し、

が展開できるように常々考えています。

次いで市内にはプロジェクト案件が多数あります

これを実現させるための手法として、都市再生

ので、都心部のプロジェクト、臨海部のプロジェ

特区という制度を使えば、従来最大 1000％の容積

クトをそれぞれご紹介させて頂きます。最後に万

率が 1600％とか 2000％といった昔では考えられ

博・ＩＲの動きについてもお伝えさせていただく

ない大幅な緩和ができますので、この容積緩和の

ことにいたしています。

手法を使いながら、開発とのセットで、都市機能
としてどのようなものを誘導していけばいいのか

まず大阪市として、大阪のまちづくりを進めて

を一緒に考えているところです。

いくうえで、どういう考えで大阪を創っていこう
かという基本の話から始めさせていただきます。

こういったイノベーションを起こせる環境作り

まず「大大阪」という言葉があります。現在大

や、国際ビジネスあるいは集客の展開が出来るよ

阪市の人口は 270 万人ですが、90 年前の一番多い

うな環境作りの目指すところは、インフラでいえ

時は 325 万人の人口を抱えていました。その時代

ば「居心地よい都市空間づくり」です。
「ひと、み

を「大大阪」と呼んでいますが、その時代に、今

ず、みどり」をキーワードに、出来るだけ心地よ

で言うところの「都市計画審議会」における議論

い都市空間を創っていきたいということで、民間

の中で“都市格”と言う言葉が出てきています。

の方々にもその面での投資をお願いしたいと考え

その昔に「都市の格」を考えようという流れがあ

ています。

ったことを受けて、我々も、これから 325 万人の

特に、居心地いい都市空間ということから考え

大きなまちを作ることは難しいが、改めてもう一

れば、都市景観の見直しも当然必要で、例えば御

度その当時に立ち返って“都市格”を備えたまち

堂筋の道路空間をもう一度再編成して、車中心か

づくりを目指していこうと考えています。

ら人中心の交通網に考え直すべく、いま実践しつ
つあるところです。

市の各局では、毎年どういう形で業務を進めて
行くのかという局の運営方針を立てていますが、

さらには、こういった心地よいまちづくりを持

都市計画局では、その目標として「クオリティ オ

続させていくには官民が共同しながらまちを運営

ブ ライフ」、
「イノベイティブ」、
「サスティナブル」、

していくことが大事だと思っています。そのキー

「グローバル」といった言葉をキーワードを基に、

ワードとして「エリアマネジメント」と言う言葉

大阪のまちづくりを考えています。

を使っていますが、実際に開発していただく方々

そういった中で、都市計画局が担うのは都市開

と行政がタイアップして、どうすれば都市空間を

発の誘導あるいはインフラ整備です。ただ、都市

民間に上手く活用していただけるか、どうすれば

開発を進めて行く中で、単に箱ものだけを作るの

賑わいのあるまちができるかといったこと検討さ

ではなく、その都市の開発に合わせて、経済政策

せて頂いています。そういったことをしながらエ

も誘導していきたいと考えています。

リアの付加価値を高めていきたいと思っています。

たとえば「うめきた」の先行開発区域で見られ
るように、都市開発に合わせてイノベーションを

２.大阪圏における広域インフラ

起こせるような環境作りあるいは国際ビジネスや

①リニア中央新幹線（資料 1）
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す。

いま申し上げたような考え方で大阪市ではいろ

なお、いまご紹介した「リニア全線同時開業推

いろな事業を進めています。まずは大都市の足腰

進協議会」は、同時開業から早期全線開業という

となる広域インフラについてご説明します。

ことで「リニア早期全線開業実現協議会」と名称

一番の注目はリニア中央新幹線です。東京名古

が変わりました。

屋間は 2027 年開業予定ですが、名古屋大阪間はそ
れから 18 年遅れの 2045 年開業というのがＪＲ東

②北陸新幹線～敦賀・大阪間（資料 2）

海の考えでした。しかしこの 18 年遅れは、関西経
済圏にとって 12 兆円もの経済損失があるという

広域インフラのもう一つは北陸新幹線です。平

ことで、大阪経済界と府、市は「リニア全線同時

成 27 年 3 月に北陸新幹線は金沢まで開通しました。

開業推進協議会」を作り、ＪＲ東海と国に対して

今の計画では金沢から敦賀までは平成 34 年度末

“全線同時開業”という要望を出させて頂きまし

に開業見込です。
問題は敦賀以西のルートで、滋賀県が推奨され

た。
なぜ 18 年も遅れるのかというと、東京名古屋間

ていた米原を経由する米原ルート、ＪＲ西日本が

のリニア建設で 5 兆 4300 億円かかりますが、リニ

主張していた小浜を通って京都へ行くルート、そ

アが開業してから債務を返済し数年間は体力を回

して京都府が推奨していた敦賀から舞鶴を通って

復させる期間に充てたい。数年たてば体力が回復

京都へ行く 3 ルートがありました。
こういう状況の中、昨年、与党の中に北陸新幹

するので、その後に、大阪名古屋間を考えようと

線の敦賀以西についてのプロジェクトチームが発

いうスキームを立てられたのです。
しかしながらそれでは“大阪はおいてけぼりに

足し、昨年末に敦賀から小浜、そして京都へ行く

なってしまう。何とかしたい”と国に働きかけた

ルートが、この与党チームで決定されたのです。

のです。結果、去年の夏に、財政投融資のお金を

残った課題は、京都から大阪へいくルートとし

鉄道運輸機構に一旦渡し、鉄道運輸機構からＪＲ

て、京都から新大阪へ直接行く北ルートと、京都

東海に長期固定の低利融資することによって、8

から学研都市を回って大阪へ行く南ルートの 2 つ

年間を圧縮するスキームを国が提案したのです。

がありますが、どちらにするかはこの 3 月末まで

実際 28 年度の補正予算で、1.5 兆円を金利 0.5％

に決定することになっています。

で 40 年間、国が鉄道運輸機構に貸して、鉄道運輸

北陸新幹線は、小浜京都ルートで決まったので

機構がそれを原資にＪＲ東海に貸し出すことにな

すが、ではその建設時期は一体いつになるのかで

りました。

す。敦賀開業は 34 年度末ですが、その後の新幹線

さらに来年度の当初予算でも同じ 1.5 兆円を同

整備スケジュールをみますと、北海道新幹線の札

じスキームで国から鉄道機構、鉄道機構からＪＲ

幌新函館間が平成 42 年度末の完成予定で、その後

東海にということで、合わせてこの 2 年間で 3 兆

に敦賀以西が着工見込みですので、大阪までつな

円の貸し付けがＪＲ東海に行われることになりま

がるのはいつなのか分からない状況です。という

した。

ことで敦賀以西の早期着工を引き続き国にお願い
しているところです。

これによって 8 年前倒しでの工事着工が出来る
状況になりました。これでも結局 10 年遅れですの

③その他の都市計画鉄道（資料 3）

で、環境アセスメントの期間を前倒しでやっても
らうといったことも含めて、引き続き前倒し計画

次に、大阪の鉄道整備の状況をご説明します。

になるようＪＲ東海にお願いをしているところで

御堂筋線の千里中央駅から北進する事業が北大阪
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急行と大阪府で始まっています。延長約 2.5ｋｍ、

かということで、新大阪エリアの南側や北側にあ

総事業費 600 億円。完成予定は平成 32 年です。

る広場を含めて、もう一度どういう形で整備しな
おさないといけないのかの検討を始めつつあると

それから大阪モノレールの南進が事業化しまし

ころです。

た。今は伊丹空港から中央環状線沿いに門真まで
きていますが、これを八尾まで延伸させます。延

④関西国際空港

長約 9ｋｍ、総事業費 1050 億円。大阪府中心で進

関空につきましては、昨年のコンセッションで、

められています。

オリックスとヴァンシグループが経営権を取得さ

それからまだ事業化の目途は立っていませんが、
西梅田・十三・新大阪連絡線構想があります。事

れ、いま「関西エアポート」として運営されてい

業効果は非常に高いので、事業化のスキームに載

ます。1 月 28 日には第 2 ターミナル（国際線）も

せていきたいと思っています。延長約 5.2ｋｍ、

開業しました。免税店も日本では初めてのウォー

総事業費 1350 億円。

クスルー形を採用されています。関空も、民間の
力を借りながら活性化を目指しています。

それから後半の話にもつながりますが、万博と
ＩＲの実現が期待されていますが、その際、会場

実際、関空はＬＣＣに相当力を入れられていま

である臨海部にどのように人を運ぶかを考える必

す。最近発表された 2016 年の外国人客は、日本全

要があります。その 1 つとして環状線西九条駅か

体で 2400 万人、前年比 21.8％増です。大阪には

ら出ている「ＪＲ桜島線」を上手く活用できない

940 万人来られて、前年比 31％増です。インバウ

かと思っています。

ンドは非常に堅調ですので、大阪の複数の交通ネ

今一番腐心しているのは「なにわ筋線」の整備

ットワークを今後しっかり作っていって、インバ

です。府、市、ＪＲ、南海の 4 者での検討が最終

ウンドの強い影響をしっかり受け止めて、大阪の

段階に入っています。どういう形で整備していく

活性化に繋げていきたいと思っています。

のがいいのか、真剣に考えているところです。
⑤高速道路のミッシングリンクの解消～淀川左岸

いま新大阪駅から「うめきた」に入る新しいＪ

線（資料 4）

Ｒ貨物線の地下化工事を進めていますが、これと
「なにわ筋線」を直結させれば、そのまま関空ま

次は高速道路です。関西にはミッシングリンク

で繋がるルートができます。この「なにわ筋線」

と呼ばれている箇所が 2 か所あります。神戸の「大

が整備できれば、環状線に乗り入れることなく直

阪湾岸道路西伸部」と大阪市内と門真を結ぶ「淀

接関空まで行けるようになります。

川左岸線延伸部」です。

この他の鉄道関係では「おおさか東線」の新大

大阪の外周部をグルッと回っている環状道路を

阪延伸事業があります。今整備中で、平成 30 年度

「都市再生環状道路」と呼びますが、このうち淀

に完成予定です。久宝寺から新大阪に繋がるＪＲ

川左岸線の延伸部だけが繋がっていなかった。小

の城東貨物線がこれまであったのですが、貨物線

泉内閣の「都市再生」時代から、国や阪神高速と

を止め、複線化にして、旅客化する事業です。放

協議して何とか整備したいと検討を行っていまし

出から南は既にできています。いま北側約 11ｋｍ

たが、10 年位かかってようやく事業化が認められ

を整備しているところです。

ました。
基本は国の直轄事業です。国道 1 号線のバイパ

なおこれから考えないといけないことの 1 つは、
リニア新幹線や北陸新幹線が入って来る新大阪エ

スという位置付けで国道事業にしていただきまし

リアの再整備です。両線の受け入れをどうするの

た。ただし国道事業だけでは整備費がたりません
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ころです。

ので阪神高速の有料道路事業を重ね合わせました。
総事業費 4000 億円。総延長は 8.7ｋｍ。半分は地

御堂筋エリアに関しては、御堂筋は大阪のシン

下 70ｍの大深度での高速道路になります。これを

ボルストリートですので、風格と賑わいを形成し

昨年 12 月に都市計画決定しました。29 年度から

ていきたいと考えています。御堂筋沿いは、銀行

の事業化を国にお願いしています。

の統廃合が起きてから、道路沿いの建物がずい分
歯抜けになってしまいました。そこで市としては、

この道路がなぜ大事なのか。それはいまは多く
の車は阪神高速環状線を通過して外に出て行って

もう一度御堂筋の風格を取り戻すための施策をい

いますので、大阪市内への通過交通が非常に多い

ろいろ打って、御堂筋の再生を図っていきたいと

のです。それが、この環状道路が完成することに

考えています。
中之島エリアは、水とみどりが豊富な国際的文

よって、阪神高速全体に空きがでてくると期待さ

化・学術・交流拠点として、再生させていきたい

れているのです。

と思っています。

また第二京阪道路と臨海部がこの道路で直結さ
れますので、物流交通の円滑化にも寄与するでし

ミナミ。天王寺と難波ですが、ここはまさに“お

ょう。さらに第二京阪道路を使えば京都方面にも

おさか”というエリアですので、国際集客ゾーン

行けます。観光面でも非常に評価の高い道路にな

ということを前面に出した国際観光都市として作

ると期待しています。完成までだいたい 10 年かか

りあげていきたい。そのためいろいろなプロジェ

ります。供用開始は平成 44 年度になると思います。

クトをご相談しているところです。
なお天王寺のハルカスは、都市再生特区を使っ
て容積率 1600％で建てられました。

３.都心再生プロジェクトの動向

またすぐ北の天王寺公園では、通称“てんしば”

①都心部コアエリアの新たな魅力づくり

と呼んでいる事業を展開しました。
“大阪市の天王

次に都心部の開発についてお話をさせていただ

寺公園を芝生にして下さい”という事業で、公園

きます。
大阪の都心は大きく分けて梅田のキタエリア、

内を芝生にした上で、売店などのにぎわい施設を

御堂筋界隈、その両側の船場エリア、中之島エリ

作って下さいというような趣旨で募集をかけまし

ア、難波・天王寺エリアの 5 つにわかれます。小

た。結果、近鉄が事業者となり、約 7000 ㎡の芝生

泉時代にできた「都市再生特区」の容積率緩和は

広場を作られました。にぎわい施設も設置された。

どこでも使えるわけではなくて、国が決めた「都

一昨年の 10 月 1 日にスタートしましたが、約 1

市再生緊急整備地域」というエリアの中でしか使

年間で 40 万人の来客があったと聞いています。
このように、大阪市の公共施設を民間の力で再

えません。その特区に、この 5 つのエリアが指定

生していく手方を展開しています。

されています。
これらのエリアでは特区の制度を使ったいろい

②キタエリアでのプロジェクト

ろな開発ができますが、市としては開発する際、

次にエリアごとにプロジェクトのご紹介をしま

例えば大阪駅周辺であれば「世界と繋がる国際ビ

す。

ジネスゾーン」といったテーマの元、
“世界から人
材を集積して、新しいビジネスを生み出すような

まず大阪駅周辺の開発プロジェクトです。これ

拠点を作って頂きたい”ということで、個別のプ

から動くのがヨドバシカメラの北側増築です。

ロジェクトごとに、そのテーマの実現に向けてご

2019 年秋を目途に 1000 室のホテルを造られます。

相談をさせていただきながら事業を進めていると

ここも特区で容積緩和を使っています。
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「うめきた」のまちの形が見えてくると思ってい

それから中央郵便局の建替えですが、5 年ほど

ます。

前にプロジェクト案は出来上がったのですが、少
し事情があって一旦建替えを見合わせておられま
す。ここも特区を使ったプランを決めておられま

④うめきた先行開発区域～グランフロント大阪～

す。出来るだけ早いプロジェクトの進行をお願い

「うめきた」の中で先行して開発したグランフ
ロント大阪の状況です。

しているところです。

2013 年 4 月にオープンしたのですが、東京のス

その他では阪神百貨店の建替えの梅田 1 丁目 1

カイツリーが 1 億人突破するのに 2 年 4 か月かか

番地の計画が動いています。

りました。グランフロント大阪は１億人突破が 1

なお、大阪市の東梅田小学校の跡地は地区計画

年 11 か月です。集客力ある施設といえます。

をかけて売却しました。大阪工業大学に進出しい

全体で約 50 万㎡の大規模開発ですが、真ん中に

ていただきました。
この他の大きなプロジェクトとしては「うめき

「ナレッジキャピタル」という起業家が集まる仕

た」の 2 期です。これが次のメインターゲットに

組みを組み込んでいただきました。人と人との交

なっています。

流の場を作ることによって、新しい起業を促進し
ていく。そういう機能が「ナレッジキャピタル」

③「うめきた」の今の事業～ＪＲ新駅工事等～（資

であり「ナレッジサロン」です。
「ナレッジサロン」

料 5）

は会員制ですが、すでに 2000 人の枠は目一杯で、
キャンセル待ちが続いていると聞いています。

「うめきた」における今の公共事業です。京都
駅から新大阪を通って関空に行く特急「はるか」

それからナレッジキャピタルに集まる新しい価

は、
「うめきた」の一番西端の貨物線を通って、環

値を展示・発信する仕組みとしてで「The Lab」と

状線に入っていきます。大阪駅には停まる駅があ

いうのも作っています。ここも非常に盛況だと伺

りません。そこでこの貨物線を「うめきた」の真

っています。

ん中に移し替え、さらに南側に新駅を作る事業を

こういった民間サイドでの取り組みが、まさに

行っています。地上を走っている貨物線を地下化

ナレッジキャピタルなのですが、行政としても、

して、旅客化して、複線化します。そして新しい

ここの付加価値をより高めるために国に様々な働

駅を作る事業です。

きかけを行っています。

この新駅設置の事業費は 150 億円、地下化の事

結果、これまで東京にしかなかったＰＭＤＡと

業費が 540 億円。この場所は、いま貨物ヤードに

いう医療医薬品の審査機関の関西の拠点をここに

なっていますので、区画整備事業を行って、道路

作って頂きました。またＡＭＥＤという、これも

等の換地をする必要があります。その区画整備事

医療関係の審査機関ですが、これも東京にしかな

業で 260 億円見込んでいます。

かったのですが、ここに展開していただいていま
す。

それから「うめきた」の真ん中に防災公園を市
と府で約 4.5ｈａ整備します。この事業費が約 200

⑤「うめきた 2 期」のまちづくり

億円です。
ということで、このエリアに対して約 1000 億円

次のターゲットは「うめきた」2 期です。ここ

の事業費をかけて、大阪市は事業を進めていると

はもともと貨物ヤードがあったところで、24ha の

ころです。平成 34 年度にほぼ出来上がります。

広さのうち１期で 7ha 使いました。残っているエ
リアが 2 期部分で 17ha あります。

ですから東京オリンピックが終わって数年後に
8

この「うめきた」2 期のまちづくりのキーワー

「新産業創出」ということでは、関西が強い健

ドは「みどり」と「イノベーション」の融合拠点

康や医療、それから環境・エネルギーを使った新

です。ナレッジキャピタルで起業家同志の交流が

産業を生み出す仕組みを内包して欲しいとお願い

起こっていますが、もっと基礎研究から含めた出

しています。
それから「国際集客・交流」という面では、み

会いの場をここに作りたいと思っています。
「みどり」ということでは、比類なき魅力を備

どりを生かしたＭＩＣＥ機能の内包を、そして「知

えた「みどり」でまち全体を包み込んで、ここに

的人材育成」では、連携大学、大学院での人材育

しかない新しい都市景観を創出したい。そして、

成する仕組みを埋め込んでほしいというようなこ

ここが多様な活動により新しい価値を生み出す源

とも方針として示しております。
イノベーション拠点のテーマとしまして「ライ

となり、世界の人々を惹きつけるような場所にし

フデザイン・イノベーション」と言うキーワード

たいと思っています。
先ほど申し上げたように大阪市はここで 4.5ha

を掲げさせていただいています。超スマート社会

の土地を買って、約 200 億円を投じて公園を造る

が到来する中、ＩｏＴやビッグデータ等の活用に

事業を行うことにしています。

より、創薬や医療機器開発などの分野にとどまら

それからこの開発に合わせて、世界から人材、

ず、人々が健康で豊かに生きるための新しい製

技術を集積・交流させ、新しい産業・技術・知財

品・サービスを創出するような展開をお願いした

を創造させることで、新たな国際競争力を獲得し、

いと思っています。

世界をリードする「イノベーション」の拠点を生
◎「うめきた」2 期開発（資料 6）

み出したいと考えています。そのための機能を埋

「うめきた」の 2 期開発については、2 段階で

め込む方針を立てています。
この 2 期のエリアは全体で 17ha ありますが、道

の事業を進めています。第 1 段階の民間提案募集

路などを引きますと、宅地として使える部分は約

は 26 年 3 月に終わっています。約 40 者から提案

10ha です。この 10ha のうちの 4.5ha を大阪市が

があり、うち 10 者が総合的に優秀な提案者に決ま

公園として整備します。残り 5.5ha のうち 3.5ha

りました。またプランニングやデザインが優れた

はみどりと一体化したまちづくりをお願いしてい

ものとして 10 者が選ばれています。彼らには次の

て、純粋に建物部分の面積は約 2ha です。ですか

第 2 次募集の提案に手を挙げてもらう仕組みにし

ら宅地は 10ha ありますが、建築エリアは 2ha で、

ています。

都市公園が 4.5ha、それから緑と混在になったよ

なお総合的に優秀な提案 10 者はすべて日本企

うな開発地が 3.5ha です。ということで、地区全

業です。またプランニングやデザインが優秀な提

体で概ね 8ha の「みどり」を作っていく計画にし

案者 10 者のうち 3 者が海外からの応募でした。
これからの 2 次事業コンペに先立ちまして、
「う

ています。

めきた」2 期地域の都市計画を昨年 12 月に変更い
たしました。貨物ヤードでしたので用途地区は準

◎2 期に導入する都市機能

工業でしたが、これを商業地域に変えました。容

ここに導入したい都市機能としては、「みどり」
と融合したイノベーションということで、これか

積率も 200％から 600％に引き上げました。また準

らコンペにはいっていくのですが、
「新産業創出」、

防火地域から防火地域に変え、さらにこの新しい

「国際集客・交流」、それから「知的人材育成」と

エリア全体に地区計画を新規指定いたしました。
地区計画はＡＢＣの 3 地区それぞれにあります。

いった例示をさせて頂いています。
9

真ん中のＡ地区が売却するコンペ対象地です。こ

このうめきたエリアは、今は工事用エリアとし

こについては先ほど申し上げたような事業方針と

ては使われているのですが、Ａ区域 7400 ㎡とＢ区

しています。すなわち緑豊かなオープンスペース

域 8300 ㎡部分については、工事期間中でも他の用

を確保し、新産業創出等による中核機能の導入を

途に使えますので、ここを暫定利用しようという

図ります。また商業、業務、居住もしくは宿泊等

ことで、みどりをテーマにして暫定利用の事業者

による複合的な機能導入も行いたいと考えていま

募集をＵＲ都市再生機構と大阪市で行いました。
暫定利用ですので無償で土地を貸し出すのです

す。
それから回遊性の高い安全・快適な歩行者ネッ

が、昨年募集を行った結果、産経が「うめきたガ

トワークの形成ということで、東西に「にぎわい

ーデン」を作られました。たいへんな盛況で、3

軸」、南北に「シンボル軸」を通して、周辺との一

ケ月間で 13 万人もの人を集められました。

体性・調和に配慮した整備を考えています。また

引き続き 29 年度の事業者をいま募集している

ＪＲ新駅が立地する西口広場における玄関口にふ

ところですが、この 2 月下旬に暫定利用の事業者

さわしい整備も行うことにしています。

が決定することになっています。
もう一つ、公園ということへのこだわりとして、

それから、このエリアには大阪市で公園を
4.5ha 造ることにしていますが、最終的には民間

「うめきた」2 期のみどりを市民とともに「つく

から使い勝手のいい提案があれば、それを受けて

り・そだてる」ため、
“うめきたみどり募金”を平

少し修正、変更することも可能としています。

成 28 年 12 月に作りました。

Ｂ地区、Ｃ地区については、地権者がいらっし

先般お亡くなりになられた大阪の有名な方の遺

ゃいますので、ここに土地の仮換地指定を行って

言で、大阪市に 2 億円の寄附を頂きましたので、

います。ＢＣ両地区はコンペ対象外です。

その 2 億円で基金を作って、ひろく募金をお願い
しているところです。都市公園の管理運営に使い
たいと思っています。

◎今後のスケジュール
これからのスケジュールですが、基盤整備の鉄

⑥中之島 4 丁目、5 丁目のまちづくり（資料 7）

道の地下化と新駅事業は 27 年末から始めていま
す。土地区画整理も既に事業認可されています。

次は中之島です。市役所から西の中之島３丁目

今は地区計画を決めて、民間事業者の 2 次募集に

までは、ほぼ民間開発は終わっています。今年の

向けて準備しているところです。

春に朝日ビルが竣工します。あとは一事業者が建
替えをされればすべて終わります。

中核機能をどうするかについては、関西経済界
と国がメンバーに入った協議会がありますので、

中之島で注目されるのはその西の 4 丁目、5 丁

ここで今申し上げたような大きな方針を決めさせ

目です。４丁目には大阪市が非常に大きな土地を

て頂いています。今は、条件整理できたところま

持っています。そこには新美術館を建設すべく既

できています。

に基本設計に入っています。今は残りの土地をど
う活用するかを考えているところです。

ということで平成 34 年度（2022 年度）には鉄
道もできますし、区画整理もほぼ見えてきます。

因みに今から 30 年くらい前に美術館を建築す

公園もできます。ということで、平成 35 年春頃か

べく準備室ができましたが、昨年ようやく準備室

ら、順次まちびらきができるかと思っています。

の「準備」が取れて正式な事業になりました。所
蔵する絵画は 30 年間集めてきた世界の一級品が
一杯あります。2021 年の開館を目指しています。

◎暫定利用
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ション人材育成」といった柱を持ったものにした

この 4 丁目でのポイントは、新美術館の左隣り

いということです。

に大きな市有地があります。この土地に美術館と

このアゴラ構想については、府、市、大商、関

連携・調和する形で大学等の誘致ができないかと

経連、関西経済同友会、阪大、それに中之島の開

検討しているところです。
丁度そんな折、昨年 8 月大阪大学の西尾総長が

発を担っておられる「中之島まちみらい協議会」

「中之島アゴラ構想」を発表されました。アゴラ

も入った「中之島アゴラ構想推進協議会」が去年

とはギリシャ語で「市民の広場」と言う意味です

立ち上がりました。そこでこのアゴラ構想の提案

が、中之島は大阪大学発祥の地で、丁度 2024 年に

をどうすれば実現できるかを今検討しているとこ

阪大創立 90 周年を迎えるということで、大阪大学

ろです。28 年度末までには基本方針を作りたいと

としては 2024 年にもう一度この中之島の地に戻

思っています。
もう 1 つ、この 4 丁目に「再生医療国際拠点」

って来たいという思いがあって、その気持ちをま

を実現させたいという動きがあります。再生医療

とめられたのが「中之島アゴラ構想」です。
大阪大学は、今は独立行政法人ですが、中之島

の拠点をこのエリアで実現させたいと府、市、大

から出て行かれた時は国立大学でしたので、国が

商、関経連、同友会、阪大、日本再生医療学会が

この土地を処分するに当たって、まず大阪市に「要

メンバーになって検討を行っているところです。

りますか」と聞いてきましたので、市としては、

これも 28 年度末までに基本方針を作っていきた

当時、新美術館構想を持っていましたので、この

いと考えています。
この再生医療拠点には、病院機能から研究機能、

エリア一帯を買わせていただきました。
今回、大阪大学がここに戻ってきたいと言われ

細胞バンク、再生医療データの集積・管理・解析、

ていますので、大阪市としても、是非ともこの地

人材育成・教育、複数の研究拠点との連携といっ

にもう一度大阪大学を迎えたいと思っています。

たテーマでもって、どのような機能を持たせるべ

5 丁目には、扇町高校の跡地（市有地）、リーガ

きか、どのように整備していけばいいのかを検討
しているところです。

ロイヤルホテル、それに府立国際会議場がありま
すが、ロイヤルホテルは老朽化がかなり進んでい
ますので、2020 年のオリンピック後に建て替えが

⑦御堂筋の再生プロジェクト

考えられています。ホテルの隣には立派な国際会

◎高さ制限等の緩和（資料 8）

議場があるのですが、残念ながら展示機能が不足

御堂筋をご紹介します。御堂筋は今年、完成 80

しているのです。そこで、ロイヤルホテルの建て

周年を迎えます。市としては御堂筋をもう一度風

替えに際して、ホテルに隣接してＭＩＣＥ機能の

格あるエリアに戻したいと思っています。
そこで御堂筋の建築ルールを変えました。今ま

拡充とか、展示施設といった機能を備えたエリア

では 100 間つまり 31 メートルの高さまでしか建築

に再編整備できないかと思っています。

しないようにとの紳士協定を結んでいたのですが、
これを改め、地区計画の中でルール化いたしまし

◎中之島 4 丁目のアゴラ構想と医療再生国際拠点

た。

「中之島アゴラ構想」には柱が４つあります。
大阪市の美術館を意識した「アート拠点」、それか

基本的は高さは 31ｍですが、4ｍセットバック

ら「リサーチクラウド・アライアンス（大阪大学

していただくと 50ｍまでＯＫとさせていただき

研究群の資源サービス一元化拠点）と、
「アゴラ社

ました。さらに 50ｍ基だん部で 4ｍ下がって頂け

学共創拠点」、それから「産学共創によるイノベー

れば、道路幅等に対して 1 対 2 の割合で、最高 120
11

車を通すのを止めた上でいろいろなイベントを行

ｍまで建てられるようにルールを変えました。

いました。

あわせて、淀屋橋本町間では高さ規制を緩和し
ましたので、低層階には必ず賑わいのある施設、

この実験ではわずか 3 日間で 10 万人近い方が来

店舗などを入れていただいて、必ず人が集まるに

られました。ということでこの広場を活用する意

ぎわい空間を作っていただくようルール変更して

義が出てきたと考えています。今後は、ハード整

います。これに沿って銀行がいま建替えをされて

備をどうするか、また整備した後の運用主体をど

います。

うするか。そういったことを地元の方と議論して
いきたいと思っています。

それから本町長堀間につきましては、もう一歩
踏みこんで、上層階には高質賃貸レジデンスが入

⑧大阪エリアマネジメント活性化会議

れるように用途制限を緩和させていただきました。
こういった形で、地区計画でもって高さの規制

いま、うめきたとか中之島とか御堂筋とか難波

緩和をしながら、少し規制も加えていく形で、沿

などのそれぞれのエリアで、その地元で活動され

道の建物整備とあわせて賑わいのある街並みを作

ている団体があります。それらの団体はそれぞれ

っていくことを考えています。これによって御堂

のそのエリアだけで活動されているのですが、こ

筋でもホテルがこれから数件出てきます。

れを一緒にした活性化会議をつくりました。各地
区の皆さんが持っておられる課題を共通認識する
ための意見交換の場です。

◎御堂筋モデル整備（資料 9）

地元からの意見に対して、行政としては何がで

御堂筋の難波高島屋付近の東側の道路で、去年
11 月から実証試験という形ですが、右端の緩速車

きるかということで、とりあえずは都市計画局と、

線を止めて、自転車道と歩道を広げた整備を行い

観光を担っている経済戦略局、それから道路や河

ました。この実証実験を２、３年はやってみたい

川の管理をしている建設局の 3 局が連携して、こ

と思っています。

れらの方々とお話する場を持たせていただきまし

御堂筋は現在、中央 4 車線に両側 1 車線づつの

た。皆様からの要望を聞き、それを具体的に実行

合計６車線ですが、将来的には緩速車線を無くし

していくための組織を作りました。地元と一緒に

て、歩道を広げていきたいと思っています。単に

なって、いいまちを作っていこうという機運を盛

歩道を広げただけでは賑わいはできませんので、

り上げていきたいと思っています。

空間の再編をしながら沿道のビルには店舗などを
⑨新景観計画について

入れていただいて、賑わいを作っていくことを考

また、世界から多くの人に来ていただくために

えています。

は、いい景観を作っていかなければならないとい
うことで、景観計画の見直しも行っています。

◎難波地区の再生

いろいろなポイントがありますが、1 つは今ま

御堂筋の終着点、難波の駅前広場で去年 11 月、
実証実験が行われました。地元協議会と府、市、

で敷地面積 2000 ㎡以上で高さ 10ｍ以上の建物に

大商が入って、この駅前広場を賑わいのある歩行

ついては、市内一律の基準で景観誘導のお願いを

者空間化する事業を行いました。

していたのですが、それを都心部と臨海部と一般

今あるタクシー乗場とか喫煙所を撤去して、出

の 3 つに分けて、それぞれ基準を変えた形で、地

来るだけ人が来やすい空間にしたいとの地元の思

域特性に応じた景観誘導を行っていきたいと考え

いがありましたので、3 日間だけですが、実際に

ています。
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また今までは「建築美観誘導制度」によって道

ＩＲ誘致の動きは 2 年ほど前から出てきていま

路ごとでいろいろな決め事をしていたため、各道

すが、それ以前から関経連、同友会、大商、府、

路で誘導がバラバラになっていたのですが、それ

市でもって「夢洲まちづくり検討会」を誕生させ、

を今回、重点届出区域としてまとめました。御堂

27 年 2 月に「中間とりまとめ」を発表させていた

筋、四ツ橋筋、堺筋、なにわ筋、土佐掘通、それ

だきました。

から中之島エリアです。これら重点エリアでは景

その内容は、関西あるいは西日本の観光拠点を

観形成を図るため、さらに詳しい形で皆様とお話

この夢洲に作っていこうという建て付けです。導

をさせていただく仕組みを作りたいと考えていま

入したい機能としては、新たな観光拠点の形成と

す。

して国際エンターテーメントや世界第一級のＭＩ

それと同時に行政としても、御堂筋とか、川沿

ＣＥさらにはニューツーリズムといったものを入

いとか、橋とか公園につきましては、良好な景観

れたい。それからスマートシティという機能、そ

を作りだす整備や管理を行う方向性を出させてい

れから産業物流の拠点化、等々が入ったまちをつ

ただいています。

くって行きましょうという報告を、一度させてい
ただきました。

また景観につきましては「景観協定」という方
法がありますが、これは地区全員 100％の皆様の

夢洲へのアクセスとしては、南からは地下鉄中

同意が要るということで、非常にハードルが高か

央線がコスモスクエア駅から延伸させる案があり

った。そこで市としては、条例の中で「景観作り

ます。北からは 2 ルートを考えていて、1 つは京

団体」を認定して、その団体が活動されるのを支

阪中之島線をここまで延伸させる、もう一つはＪ

援していこうと考えています。景観協定よりも少

Ｒ桜島線とつなごうという案です。

しハードルを下げる形で活動をされるこれらの団

因みに地下鉄延伸の事業費は 540 億円、桜島延

体を応援していきたい。この 3 月議会で景観計画

伸は 1700 億円、京阪延伸は 3500 億円となってい

の条例を定めたいと思っています。10 月 1 日から

ます。
道路については、島の東側は既に物流拠点にな

の施行をめざしているところです。

っていますので、物流ルートと観光ルートの 2 つ
の導線整備がいると考えております。

５.臨海部プロジェクトの動向（資料 10）

このような中間とりまとめをした後、昨年の 5

①夢洲のまちづくり構想～ＩＲと万博～
次に臨海部のプロジェクトです。大阪湾には舞

月から 9 月にかけて国際観光拠点形成に向けた事

洲、夢洲、咲洲の 3 つの島があります。舞洲はス

業アイデアの募集を行いました。まだＩＲ法はで

ポーツアイランドというイメージです。オリック

きていない状況の中で、12 社から提案がありまし

スの 2 軍拠点がこの 4 月からやってきます。バス

た。うち 4 社は海外オペレーターからの提案でし

ケットボールのエベッサやサッカーのセレッソ大

た。それらのアイデアを基に「夢洲まちづくり構

阪のグランドも、ここにあります。プロスポーツ

想」を検討しているさなかの、去年 12 月にＩＲ法

が集まってきているのが舞洲です。

が国会を通ったのです。夢洲の北側の 70ｈａを使
ってＩＲの誘致をしたいと思っています。

咲洲はコスモスクエアというエリアになってい

今まちづくり構想を作っているのですが、第一

ます。ここでは商業・業務・居住等の複合的なま

期として、ＩＲが北部分で出来て、その後、南側

ちづくりを目指しています。

で万博が開催されて、またその後に万博跡地での

夢洲をＩＲと万博の開催エリアとして考えてい

次の開発を考えています。一番南側はいま水面に

ます。
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③ＩＲと万博のスケジュール

なっていますので、埋め立てに時間がかかります。
ここはゆっくりやっていきましょうということで、

ＩＲと万博のスケジュールです。

北と真ん中を中心に夢洲の開発を考えています。

万博は国で基本構想を策定して、ＢＩＥ総会で

ＩＲとして一番有名なのはシンガポールの「マ

プレゼンしたあと、ＢＩＥからのヒアリングと視

リーナ・ベイ・サンズ」ですが、このＩＲはＭＩ

察を受けて、平成 30 年 11 月に開催地が決定され

ＣＥ系です。これに対して「リゾート・ワールド・

ます。これで大阪に決まれば、基本計画の策定に

セントーサ」は、ユニバーサルスタジオなどが入

入って、平成 35 年（2023 年）からパビリオンの

っているエンターテインメント系のＩＲです。特

建設に入ります。そして 2025 年の開催を迎えると

徴あるＩＲが世界にはありますので、夢洲にはど

いうことになります。
ＩＲは、推進法が去年 12 月に国会を通りました

のタイプのＩＲがいいのかを今考えているところ

ので、今の建て付けでは 1 年以内に実施法を出す

です。

ことになっています。推進法では中身のことは何
も決まっていません。具体的にどういった手続き

②大阪万博の動き
夢洲の開発構想を検討しているさなかに出てき

にするかなどは実施法で決めていきます。例えば

たのが万国博覧会の大阪開催です。去年の夏頃か

ライセンス数はいくつにするのか、誘致主体は府

ら急に動きだしました。開催期間は 2025 年 5 月か

なのか、政令市なのか。あるいは納付金はいくら

ら 10 月までの半年間です。会場は夢洲の 100ｈａ。

にするのか、そのお金はどこに入っていくのか。

テーマは「人類の健康・長寿への挑戦」（「いのち

そういった細かい議論が実施法の中で決めていき

輝く未来社会のデザイン」に変更）です。こうい

ます。
この詳しい実施法案が今年の臨時国会までに出

う基本構想で大阪府がとりまとめられました。
開催地決定までのスケジュールですが、府、市、

てくることになっています。それに合わせてより

経済界で「2025 日本万国博覧会誘致委員会準備

詳しいガイドラインが出されていきます。そのガ

会」を去年 11 月にまず設立しました。パリが 11

イドラインに沿って、具体的に区域を決めたり、

月 22 日に立候補しましたから、立候補したい都市

事業者を決めたりします。今の推進法では、どこ

はそこから半年以内に手を上げなければならない

に作るのかという区域についてとライセンス数は

という決まりがありますので、今年の 5 月 22 日ま

国が決めることになっています。事業者に関して

でにＢＩＥ（国際博覧会事務局）に立候補の届け

は地方自治体が決めることになっています。
今年の秋に実施法が成立すれば、その１年以内

出をしなければなりません。
万博開催の主体は国になります。オリンピック

に具体的な区域指定の姿がみえてきますので、そ

は都市ですから、東京オリンピックは東京都が手

の時期は平成 30 年度ということになります。です

を上げたのですが、万博は国が手を挙げることに

から 30 年度下期になれば万博とＩＲの大きな枠

なります。そこで国に閣議了解をいただき、その

組みが見えてくるかと思います。

上でＢＩＥへ立候補の届け出をお願いしていると

ＩＲの区域が決まれば、事業者決定の作業をや

ころです（4 月 25 日に正式に立候補しました）。

りながら、アセスメントを含めた実施設計に取り

大阪府が発表した万博来場者数は 3000 万人で

かかれますので、うまく行けば万博開催より早く
出来る可能性があるかと思っています。

す。因みに千里での万博は 6000 万人でした。鶴見

こういう予定で、大阪にＩＲが誕生するのなら、

の花博で 2300 万人でした。今回 3000 万人を試算

まずこれに向けて南周りの地下鉄中央線の延伸事

しています。
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６.国際プロモーション

業を始めたいと思っています。
ちなみに先ほど申し上げた「うめきた」が平成

世界は都市間競争の激しい時代に既に入ってい

34 年度（2022 年）末あたりでオープンします。そ

ますから、大阪市もいろいろな国際プロモーショ

して平成 36 年（2024 年）には大阪大学が創立 90

ンを行っています。ＭＩＰＩＭとは、毎年フラン

周年を迎えますので、中之島の開発が見えてきま

スのカンヌで開催されている世界最大級の不動産

す。リニア新幹線の東京名古屋間は平成 39 年

見本市会議ですが、ここで世界の各都市がＰＲを

（2027 年）開業ですから、オリンピックが終わっ

積極的に行っています。大阪市もここに参加して

た後、うめきたができて、中之島ができて、リニ

国際プロモーション活動を行っています。去年は

アが名古屋までやって来ます。

副市長に参加して頂いて、大阪のＰＲしてまいり
ました。

そういったスケジュールの中で、大阪万博とＩ
Ｒが動いてきますので、2020 年からの 10 年間は

またこのＭＩＰＩＭのアジアパシフィック会議

非常にいろいろなことが起きてきます。それに向

が去年 9 月にグランフロント大阪で行われました。

けていろいろな整備も進めていかなければなりま

京都、神戸、大阪の 3 市長が集まってメイヤーズ

せんので、毎日頭を悩まして作業を進めていると

サミットを基調講演として行いました。
またグランフロントの 1 階と地下にパビリオン

ころです。
なお咲洲のコスモスクエアは、一部エリアにお

を作って、展示やカンファレンスを積極的に行い

いて情報機器等の研究開発拠点を誘導するという

ました。夜はリッツカールトンでのレセプション

土地利用制限によりホテル建設は出来なかったの

では 2000 人を越える人で大いに盛りあがりまし

ですが、近年のインバウンドの増加も顕著ですの

た。今年は 3 月にカンヌへ参って大阪の紹介をし

で、臨海部における国際観光機能を強化と地区全

てまいります。
（終わり）

体の活性化を図るため、インテックスを除くコス
モスクエア全体で宿泊機能を導入できるような手
続きをいまやっているところです。
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リニア中央新幹線全線開業による経済波及効果
１８年遅れで１２兆円失っていいのか？
名古屋～大阪

東京～名古屋

所要時間

２７分

４０分

建設費

３．６兆円

５．４３兆円

開業時期

２０４５（Ｈ５７）年

２０２７（Ｈ３９）年

最大８年間の
事業前倒し

リニア全線同時開業推進
協議会資料より

北陸新幹線 敦賀・大阪間の早期整備は待った無し
北陸と関西の連携再生を
平成34年度末開業見込

平成27年3月開業

【米原ルート】

【舞鶴ルート】
【小浜・京都ルート】

平成28年12月、敦賀・大阪間の
ルートは「小浜・京都ルート」に決定

【新幹線の整備状況】

※H28/4/27 与党ＰＴ検討ルートより

その他の都市鉄道計画の概要
北大阪急行北伸

Ｊ
Ｒ
京
都
線

新箕面

延 長：約2.5ｋｍ
事業費：約600億円
利用者：約4.2万人/日
特許許可日：Ｈ27年12月25日
完成予定：Ｈ32年度

大阪モノレール南伸

阪急京都線

延 長：約9.0ｋｍ
事業費：約1,050億円
利用者：約3.7万人/日

箕面船場

千里中央

大阪モノレール

阪急千里線

阪急宝塚線

東
海
道
新
幹
線

地下

阪急神戸線

鉄谷
町線

門真市

新大阪

西梅田・十三・新大阪連絡線
阪神本線

京阪本線

門真南

十三

ＪＲ片町線（学研都市線）

北梅田

延 長：約5.2ｋｍ
事業費：約1,350億円
利用者：約18.8万人/日

地下鉄長堀鶴見緑地線

鴻池新田

西梅田
荒本
近鉄けいはんな線

なんば

おおさか東線

大阪環状線

瓜生堂

近鉄大阪線

近鉄奈良線

淀川左岸線延伸部
事業概要

整備効果

・起終点：大阪市北区豊崎～門真市薭島
・延長等：8.7km（第2種2級、4車線、
設計速度60km/h）
・全体事業費：約4,000億円
・計画交通量：約40,500台／日
・供用年度：平成44年度（予定）

１．通過交通の解消
・大阪都市圏を通過する車両が減少し、交
通がスムーズに
２．物流ニーズへの対応
・物流もスムーズになり臨海部⇔内陸部の
連携が強化
３．交通渋滞の削減
・交通の分散により、大阪都市圏の慢性的
な渋滞を削減
４．その他
・京都⇔大阪の緊急時のルート確保
・国際観光活性化にも貢献

大阪駅周辺の開発プロジェクト
① ヨドバシ
カメラ増築

⑥ うめきた グランフロント大阪

主な用途:商業、ホテル
地区面積：約2.0 ha
延床面積:約220,000㎡

② ノースゲート
ビルディング

主な用途:オフィス、商業
ナレッジキャピタル
ホテル、分譲住宅
地区面積：約5.5 ha
延床面積:約556,700㎡
平成25年4月オープン

主な用途:商業、オフィス
延床面積:約210,000㎡
平成23年５月オープン

⑦ 茶屋町地区
市街地再開発
【西地区】
地区面積：約5,900㎡
延床面積：約28,000㎡
平成17年９月オープン
【東地区】
地区面積：約7,400㎡
延床面積：約35,000㎡
平成23年６月オープン

⑧ 梅田阪急ビル
主な用途:百貨店、オフィス
地区面積：約1.75 ha
延床面積:約254,000㎡
平成24年11月に百貨店
がグランドオープン

③ サウスゲート
ビルディング
主な用途: 商業、ホテル
延床面積:約41,000㎡
平成23年３月オープン

④ ブリーゼタワー

⑨ 富国生命ビル
主な用途：オフィス、商業
地区面積：約0.7 ha
延床面積：約69,000㎡
平成22年10月オープン

⑤ 大阪中央
郵便局建替え

⑩ 梅田１丁目１番地計画
JR 東海道線支線（現況）
新駅

JR 東海道線支線（計画）
新駅

主な用途:オフィス、商業、ホール等
地区面積：約0.6 ha
延床面積:約79,000㎡
平成20年７月オープン

主な用途:オフィス、商業、劇場
地区面積：約1.4 ha
延床面積:約213,000㎡

主な用途:百貨店、オフィ
ス、ホール等
延床面積:約257,000㎡
平成34年完成予定

西梅田・十三連絡線（構想）

うめきた２期 都市計画の変更
■地区計画の変更
各地区の土地利用方針
歩行者専用通路（地区施設）
多目的広場（地区施設）

Ａ地区 （２次コンペの対象地）
Ｃ地区

多目的空地１号（地区施設）

多目的空地２号（地区施設）

地下多目的通路（地区施設）

Ｂ地区

Ａ地区

立体多目的通路１号（地区施設）

Ｂ地区

○緑豊かなオープンスペース等（地区全体で概ね
8ha）の確保
○新産業創出等による中核機能の導入
○商業、業務、居住若しくは宿泊等による複合的な
機能の導入
○回遊性の高い安全・快適な歩行者ネットワークの
形成
○「にぎわい軸」「シンボル軸」における周辺との
一体性・調和に配慮した整備
○新駅が立地する西口広場における地区玄関口に
ふさわしい整備 など

立体多目的通路２号（地区施設）

○デッキレベルでの歩行者動線の整備
○業務、若しくは商業機能等の導入
○壁面後退によるオープンスペースの確保 など

Ｃ地区
○景観に配慮した緑豊かでやすらぎを感じる空間の
確保
○居住、業務、若しくは商業機能等の導入
○回遊性の高い安全で快適な歩行空間を確保 など

中之島西部（４・５丁目）のまちづくり
○中之島５丁目
・大阪の国際交流の拠点形成へ
・ＭＩＣＥ機能の拡充、国際学校
等の誘致などを検討

ホテル
（ホテル建替えを
含めた再開発事
業を近隣地権者と
検討中）

凡
大阪市
その他公的施設
民間事業者

例

整備
済み

整備
予定

○中之島４丁目
・大阪の文化・芸術・学術の拠点へ
・2021年度開館を目標とする新しい美術館と、市立科学
館、国立国際美術館との連携により国内有数のミュージ
アムゾーンをめざす
・新美術館隣接市有地で、美術館と連携・調和する大学等
の誘致を検討

ミュージアム・トライアン
グルの形成
○科学館、国立国際
美術館に新しい美術
館が加わることで、
ミュージアムトライアン
グルを形成

御堂筋の再生ビジョンとまちづくり誘導方策
【コンセプト】
大阪の伝統と革新がうみだす
世界的ブランド・ストリート
～歩いて楽しめ、
２４時間稼働する多機能エリアへ～

淀屋橋~本町間
オフィスビルの建替促進

良質なオフィス空
間や複合用途応
統一感と
ヒューマンスケールの
まちなみの誘導

1

形態制限緩和等

デザイン誘導強化

50m
▽

2

4m以上

容積ボーナス
4m

都市機能の方向性

「上質な」にぎわい
空間を積極的に誘導

①世界を魅了する個性豊かな
「賑わい」の形成
～御堂筋フェスティバルモール化

②多様な機能をあわせ持つ「ビ
ジネス」地区の形成

∞

融合

4m

セットバック利活用
賑わい創出事業とルー
ル作り

にぎわい空間創出
補助制度

東側

44m
52m

本町~長堀間
オフィスビル等の建替促進

高質
賃貸レジデンス
＋
デザインコントロール

立体用途規定
（建築物最上階から、建
築物の階数の1/3以内）

都市デザインの方向性
①ヒューマンかつ高質な「都市
環境」の形成

足元でのにぎわい
や憩いのあるまちな
みの誘導

「高級な」
にぎわい空間

デザイン誘導強化

容積ボーナス
にぎわい空間創出
補助制度

44m

西側

御堂筋の道路空間再編に向けたモデル整備について
モデル整備の完成日時・完成区間
・完成日時 平成28年11月10日（木曜日）11時から
・完成区間 中央区難波3丁目東側街区（御堂筋の難波交差点から難波西口交差点までの間）

（整備前）

（整備後）

大阪臨海部プロジェクト （舞洲・夢洲・咲洲）
夢洲まちづくり構想、咲洲コスモスクエア地区の一体開発 などの都市開発
舞洲
地の利を最大限に活かしたグローバルな視点から関西を牽引する成長戦略拠点

舞洲

スポーツ
レクリエーションゾーン

此花大橋

ユニバーサルシティ駅
USJ

EVリユース電池を用いた経済性の
高い大型蓄電池システムの実証

環境・物流ゾーン

舞洲
全体：220ha
開発済：204ha
開発予定地：16ha

メガソーラー

USJ

桜島駅

3区

夢洲

1区

大阪港駅

駅前複数区画の一体開発の誘致
NITE：世界最大級の大型蓄電池
の試験・評価施設(NLAB)
2区

夢洲

○状況
全体：390ha
開発済：100ha（コンテナ港湾（C12延伸含む））
管理型処分場：80ha 開発予定地：210ha
○まちづくり
・観光機能と産業・物流機能が共存するまちづくり
構想の検討
○環境・エネルギー
・メガソーラー（発電能力 １０ＭＷ）
・世界初となる経済性の高い大型ＥＶリユース蓄
電池システムの開発

ＡＴＣ
緑地ゾーン

咲洲

大阪府 インテックス大阪
咲洲庁 （国際見本市会場）
舎

森ノ宮医療大学：拡張

咲洲（コスモスクエア地区）

○状況
全体：154ha
開発済：127ha
開発予定地：27ha
○まちづくり
（都市開発）
・コスモスクエア駅前の複合一体開発の誘導
・庁舎周辺用地の開発
（環境整備）
・咲洲庁舎
⇒デッキ整備・トンネル無料化費用負担
（公民連携）
コンテナ埠頭
・安全確保計画に基づく開発協議会（企業のあつ
まり）と行政が連携した防災力の強化
・ATC、ミズノ、大学などと連携した「咲洲こどもフェ
スタ」の実施による地域の活性化の推進
○環境・エネルギー
・NITEの稼働を契機とした、環境・エネルギー分野
等の先端産業の集積を図る

