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大阪 夢洲 へ万 博・ ＩＲ を 誘致

万博開催場所となる夢洲
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夢洲まちづくり構想案
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どを整備する。第２期（約 ㌶）
は鉄道駅から南側区域とし、万
博開催後の用地において、第１
期に導入したエンターテイメン
ト機能の拡充やレクレーション
機能、産業・ビジネス機能やそ
の関連機能を導入する。第３期
（約 ㌶）は南側区域とし、最
先端技術の活用により生活の質
を高め、非日常空間を感じられ
る長期滞在者用の機能やその関
連機能を配置する。
鉄道によるアクセスは夢洲駅
を中心とし、北ルート（京阪中
之島線延伸、ＪＲ桜島線延伸）
と南ルート（地下鉄中央線沿線）
の２方向による鉄道ネットワー
クが考えられ、夢洲の段階的な
土地利用の状況に応じた鉄道整
備を検討していく。
まちづくりの効果として、集
客人口と建設投資額は１期が約
１５００万人、４３００億円、
２期が約２７００万人、７３５
０億円、３期が約３０００万人、
８２４０億円と試算した。国際
観光拠点として形成するために
は、第１期の成功で大きな注目
を集めることが不可欠とし、そ
の核となるＩＲ実施法案の内容
等を踏まえつつ、ＩＲや鉄道等
の主要なアクセス等の整備スキ
ームの検討を進める。
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ＩＲの誘致に向けて
基本構想案を 月に策定
ースとして強力に発信する機能
を有する施設（劇場、博物館、
美術館、レストラン、ショッピ
ングモール等）、各地へ観光客
を送り出す機能を有する施
設、宿泊需要に対応し宿泊需要
を生み出す機能を有する施設
（ホテル等）、これらが全て一
体となっている施設という方
向が示された。
構成すべき中核施設設置・運
営の一体性の原則として、一体
性が確保された事業者（ＳＰＣ
等）が経営、一群となった単一
の区画に集約して設置、ＩＲ施
設が設置される単一の区画とし
ている。区域認定制度は、地方
公共団体が事業者を選定し、事
業者の提案に基づいて具体的な
事業計画を作成し、地方公共団
体が事業計画に加えて、懸念事
項への対応、周辺インフラ整備
や周辺環境対策等の地方公共団
体の施策を含む区域に係る整備

計画を策定し、国に申請する。
国は日本型ＩＲに相応しいと認
めた整備計画に係る区域を認定
する方針。
ＩＲ推進法の成立後１年以内
を目途にＩＲ実施法案が策定
される予定から、ＩＲ推進本部
での審議状況を踏まえて、大阪
ＩＲ基本構想（案）に反映させ
る。
大阪ＩＲ基本構想案では▽大
阪がめざす方向性・ＩＲの必要
性▽大阪ＩＲの概要（基本コン
セプト、開発概要、導入機能・
施設等）▽ＩＲ立地による効果
（集客効果、経済波及効果、雇
用創出効果、納付金・入場料の
活用、関西・日本全国への広域
的な相乗効果等）▽懸念事項と
最小化への取り組み（ギャンブ
ル依存症対策、青少年の健全育
成等）▽地域の合意形成（府民
理解の促進）に向けた取り組
み―を盛り込む方針。
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ＩＲを核とした国際観光拠点の形成
面積を 万～ 万平方㍍の日
本最大級の展示施設、１万人規
模の会議を併設）を設ける。ま
た、関西のライフサイエンス産
業と連携したニューツーリズム
（メディカル・スポーツ等）拠
点として夢洲での開催を目指す
２０２５年万博の機運と連動し
ながら、最先端技術やサービス
等を体験できる取り組みを進
める。
まちづくり方針として、夢洲
が埋め立て途中であることか
ら、短期から長期的な視点での
まちの将来像を見据え、東側（物
流）、西側（グリーンテラス）、
中央部（観光・産業）としたゾ
ーニング・土地利用を想定する。
中央部はＩＲの導入を視野に入
れつつ、埋め立てによる土地造
成の進捗に合わせて、北側区域
から南側区域へと国際観光拠点
の整備を段階的に進める。観光
・産業ゾーンに鉄道駅を設け、
にぎわいの創出、人の交流、憩
いの場として活用できる駅前広
場と隣接する建築物が一体とな
り、夢洲の玄関口にふさわしい
空間を形成する。
第１期（約 ㌶）は鉄道駅か
ら北側区域とし、ＩＲを核とし
たＭＩＣＥ施設やエンターテイ
メント施設、商業・飲食施設な
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年大阪万博開催をめざす
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ＩＲ（統合型リゾート）を大
阪湾の中心に位置する夢洲地区
へ誘致し、新たな国際観光拠点
の実現に向けて大阪府と大阪市
が一体となって取り組んでい
る。夢洲での国際観光拠点の形
成について検討するため大阪
府、大阪市、関西経済連合会、
関西経済同友会、大阪商工会議
所は、 年 月に「夢洲まちづ
くり構想検討会」を設置し、
年２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
ための指針となる「夢洲まちづ
くり構想（案）」をとりまとめ
た。
国際観光拠点「夢洲」のコン
セプトは「ＳＭＡＲＴ ＲＥＳ
ＯＲＴ ＣＩＴＹ 夢と創造に
出会える未来都市」。拠点形成
のための都市機能として、大阪
・関西・日本観光の要となる多
彩なエンターテイメントを体験
できる国際的エンターテイメン
ト拠点ＩＲを中心とする。ＩＲ
を核として、新しいビジネスに
つながる技術やノウハウを世界
第一級のＭＩＣＥ拠点（展示施
設、会議場、ホテル、飲食・物
販、エンターテイメント等）を
一体的に整備する。展示施設や
会議場を備えた複合施設（展示
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大阪府と大阪市は、夢洲地区
へのＩＲ誘致に向けて、「ＩＲ
推進局」を共同設置した。大阪
がめざすＩＲについての施設計
画や懸念事項に対する取り組み
などを盛り込んだ大阪ＩＲ基本
構想案を作成する。９月に大阪
ＩＲ基本構想案の中間骨子、
月に大阪ＩＲ基本構想案をまと
める予定。
年 月にＩＲ推進法が成立
した。国では、３月にＩＲ推進
本部が設置され、特定複合観光
施設区域整備推進会議が行われ
ている。５月に行われた推進会
議の検討事項では、特定複合観
光施設の制度について審議され
た。特定複合観光施設を構成す
べき中核施設の機能などについ
てカジノ施設に加え、ＭＩＣＥ
誘致にあたり、日本の国際競争
力の向上が図られる機能を有
する施設（国際会議場・展示場
等）、我が国の魅力をショーケ
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本万国博覧会誘致委員会」を
設立、４月には「いのち輝く
未来社会のデザイン」をテー
マとし、 年国際博覧会の
大阪誘致に向けて立候補す
ること等が閣議了解され、Ｂ
ＩＥに対して立候補表明文
書を提出した。開催地の決定
は 年 月のＢＩＥ総会で
行われ、それまでに今年の６
・ 月、 年６月の計３回の
総会でプレゼンを行う予定。
また、 年１～３月頃にＢＩ
Ｅが大阪を訪れて現地を視
察する。こうした事を踏ま
え、万博のテーマである「い
のち輝く未来社会デザイン」

を理念とし、大阪からいのち
・健康を軸に幅広いビジョ
ンを示し、 年に向けて先
駆的な取組みを積み重ね、
国内外に発進することで大
阪への万博の誘致、人類共通
の課題解決に繋げるビジョ
ン骨子案を６月頃に、９月に
中間とりまとめ、成案を今年
度中にとりまとめる。開催期
間は 年５月３日～ 月３
日。
万博会場の夢洲地区は、府
と大阪市が協議し、太陽光発
電施設を一時的に移転させ
て１７０㌶を確保すること
で合意。カジノを含む統合型
リゾート（ＩＲ）の誘致を目
指していることなどを踏ま
えて「観光拠点を目指す地区
で、世界への情報発信拠点と
してふさわしい」とし、大阪
市此花区の大阪湾の人工島
「夢洲地区」の面積１００㌶
を万博会場に、そのうち約
㌶の用地にテーマ館や各国
のパビリオンを設ける。残り
の ㌶は、大阪市や地元経済
界が夢洲への誘致を目指す
カジノを含むＩＲ用地にあ
てる。
会場の建設費は、１２００
～１３００億を見込んでお
り、万博の基本理念「誰もが
参加できる」を踏まえ、民間
投資を呼び込みアイデアを
募るなど、新たな発想・手法
による多様な民間資金の活
用を模索し、国や地方自治
体、民間が資金を分担する。
運営費は約８００～８３０
億円程度で、入場料収入や広
告収入などの自己財源で賄
う考え。入場者の想定規模は
約３０００人、来場需要予測
は約２８００万人（国内約２
４７０万人、海外約３５０万
人）。夢洲への交通アクセス
はコスモスクエア駅・夢洲駅
（仮称）間の地下鉄中央線延
伸（北港テクノポート線）を
前提に、鉄道及び大阪市内主
要駅・会場外駐車場からのシ
ャトルバスによる輸送を中
心とし、道路ネットワークの
強化などを行い、万博誘致を
契機に交通網を整備する。現
時点の関連事業費は概算で
鉄道整備等約６４０億円、道
路改良等（此花大橋・夢舞大
橋拡張等） 億円、南エリア
埋立の追加工事費用 億円
としている。
60

テーマは「いのち輝く未来社会デザイン」
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２０２５年日本万国博覧 員会が設立されており、オー
会の誘致を目指し、政府は４ ルジャパンで誘致活動を展
月に大阪府を開催地とした 開する。
２０２５年万博の誘致は、
立候補を閣議了承し、ＢＩＥ
年度に大阪府が行政・経済
（博覧会国際事務局）に立候
補を申請した。開催地を目指 界・有識者で構成する「国際
す大阪府の松井一郎知事を 博覧会大阪誘致構想検討会」
本部長とする万博誘致推進 を設置し、議論を重ねてき
本部などが設置されており、 た。昨年８月に松井知事は
年 月の開催地決定に向 「世界で問題になっている超
けて、万博のテーマである 高齢化社会をテーマにし、提
「いのち輝く未来社会デザイ 案型万博を具体的に計画」す
ン」を理念としたビジョン骨 る方針を示した。今年３月に
子案を６月頃に、成案を今年 オールジャパンで誘致活動
度中にとりまとめる。また、 を展開するため、榊原経団連
万博誘致は榊原定征経団連 会長をトップに、松井知事が
会長をトップとする誘致委 会長代行とした「２０２５日
18
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