
うめきた２期区域の平成 30年度暫定利用事業について、「うめきた 2期区域暫定利用検討委員会」

（学識経験者、大阪府、大阪市、独立行政法人都市再生機構、公益社団法人関西経済連合会で構成。）

で審査を行い、事業者を決定しましたので、お知らせします。

うめきた２期開発については、民間開発が本格化するまでの当面の間、うめきた２期まちづくり

のプロモーション、周辺エリアの賑わい創出及び防災意識の普及啓発が図られるよう、区域内用地

の暫定的な利活用を実施しております。

みどりや環境等をテーマにしたイベント、食や

音楽のイベント、エネルギー利用技術の実証実験、

サーカスの開催など、多彩な事業が展開される予

定です。

なお、平成 31 年度以降、2023 年のうめきた新

駅開業、2024 年の先行まちびらきなどに向けて、

工事が本格化していくため、暫定利用は平成 30

年度が最終年度となります。

各事業の具体的な内容については、詳細を確定

させ次第、大阪府・大阪市・独立行政法人都市再

生機構のホームページ等で順次ご案内します。

各事業の概要については、別添参照願います。

うめきた２期 平成 30 年度暫定利用事業 事業者決定

【お問い合わせ先】

独立行政法人都市機構 西日本支社

都市再生業務部 うめきた都市再生事務所（中山・橋田） （電話） 06-6292-5267

大阪市都市計画局

企画振興部うめきた整備担当（永井・牛尾）    （電話） 06-6208-7880

平成３０（201８）年２月２２日

西日本支社

大阪市



うめきた 2 期区域 位置図 図－１
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平成30年度暫定利用事業 事業名称及び事業者

事業名称 事業者名 日程（予定）

A区域

① うめきた UMEDAIガーデン 新うめきたガーデン実行委員会 4月～3月

② OSAKA UMEKITA DRONE 株式会社E・Ｃ・Ｒ 4月～3月

③ ちりりん大阪！ 知ろうもう一度、自転車のこと、大阪のこと 株式会社あさひ
6/9、7/14、
7/25～7/28、9/8、
11/10（計8回】

④ 「植育」イベント みどりのサンタの「植・食、健康」フェスタ2018 一般社団法人テラプロジェクト 9月～12月（月1回）

B区域

⑤ ウメキタＢＢＱ!!! GLAMPING PARK ウメキタＢＢＱ!!!GLAMPING PARK実行
委員会 4/13～11/10

⑥ うめきた民プロジェクト（続）～都会における創造の『場』づくり～ 一般社団法人うめらく 4月～11月、3月

⑦ 「うめきたSOBAプロジェクト」～「植・食・触」の力で、都会のど真ん中に人と
人のつながりを生み出す新しいコミュニケーションシステム～ 特定非営利活動法人フードラボ 4月～11月

⑧ 環境影響に配慮した地下水の熱源利用に関する実証検証 都市域における地下水の熱源利活用研究
会 4月～11月

⑨ みんなのこかげプロジェクト -地域の防災力を高める- 株式会社高橋電気商会 他 4月～11月

⑩ BREAK THROUGH OSAKA 2018 EXPO 一般社団法人大阪青年会議所 9/9

⑪ Osaka love festival2018 株式会社フューチャーヒット 9/22～9/24

⑫ うめきたグリーンプロジェクト☆スーパーイリュージョン うめきたグリーンプロジェクト☆スーパーイリュー
ジョン実行委員会 12/8～3/11



平成30年度暫定利用事業 スケジュール（予定）
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平成30年度暫定利用事業 各事業概要（A区域 その１）

① うめきた UMEDAIガーデン

事業者 新うめきたガーデン実行委員会

日程（予定） 平成30年4月～平成31年3月

平成30年4月一般社団法人未来教育推進機構が『出会い×学
び＝成長』をコンセプトにスタートさせる『UMEDAIプロジェクト』は、花と
みどりに溢れる庭園『うめきたガーデン』を継承し、あらたに「学び」の要
素を追加・強化することにより、イノベーション（人材育成）の機能を
備えた空間を提供していきます。
様々な季節の花とみどりを使った学び、就労支援、市民参画の新た

な試みや、児童・生徒らへの“植育”にも力を注ぎ、にぎわいと緑豊かな
景観の創出とともに、市民のみどりへの意識醸成を図ります。

問合せ先 新うめきたガーデン実行委員会事務局
担当：大嶋、河場（090-9854-6176）

② OSAKA  UMEKITA DRONE

事業者 株式会社E・C・R

日程（予定） 平成30年4月～平成31年3月

ドローン教室開催やドローン技術の維持・向上等のために、ドローン
飛行訓練施設を設置。
また、ドローンを活用した新たな技術開発のための実証検証スペース

としても活用。

問合せ先 株式会社E・C・R
担当：渡部（06-6946-5050）



平成30年度暫定利用事業 各事業概要（A区域 その２）

④ 「植育」イベント みどりのサンタの「植・食、健康」フェスタ2018

事業者 一般社団法人テラプロジェクト

日程（予定） 平成30年9月～12月（月1回開催）

みどりの少ない大都市・大阪からみどりの風を感じる大都市・大阪を
目指し、大阪府・大阪市と連携し推進するOneGreenプロジェクトの
一環として誕生した市民参加の都市のみどり化推進事業。
食と健康のシンボルツリーであるオリーブ樹、柑橘樹を展示し、国内外

のオリーブ・柑橘に関連する植・食マルシェやシンポジウムを開催予定。

問合せ先 みどりのサンタ実行委員会
担当：峯平（06-6312-3407）

③ ちりりん大阪！ 知ろうもう一度、自転車のこと、 大阪のこと

事業者 株式会社あさひ

日程（予定） 平成30年6月9日、7月14日、7月25～28日、
9月8日、11月10日の合計8日間

エコで健康的な乗り物である自転車の使い方を見直し、市民の皆
様の生活をもっと楽しく、もっと安全に。
みどりのまちへ生まれ変わるうめきたと、そのみどりのまちを有する大阪

にふさわしい、自転車を活かした新しいライフスタイルを、子ども向け自
転車教室や大人向けスポーツサイクル試乗会を通じて提案

問合せ先 株式会社あさひ 営業部 営業企画セクション
担当：佐藤（06-6923-2601）



平成30年度暫定利用事業 各事業概要（B区域 その１）

⑤ ウメキタＢＢＱ!!! GLAMPING PARK

事業者 ウメキタＢＢＱ!!!GLAMPING PARK実行委員会

日程（予定） 平成30年4月13日(金）～11月10日(土）

日本中で大人気の最新流行アウトドアスタイル「ｸﾞﾗﾝﾋﾟﾝｸﾞ」を存
分に楽しめる施設を期間限定でオープン。
ｸﾞﾗﾝﾋﾟﾝｸﾞ・バーベキュー施設を中心に、最新のｸﾞﾗﾝﾋﾟﾝｸﾞ・スタイル

のイベント、音楽、アート等アウトドアを快適に楽しめる発信基地を提
供。

問合せ先
ウメキタＢＢＱ!!!GLAMPING PARK 
担当：永松（080-9713-5503）
平日10：00-19：00 ※4/1より問合せ開始

⑥ うめきた民プロジェクト（続）
～都会における創造の『場』づくり～

事業者 一般社団法人うめらく

日程（予定） 平成30年4月～11月、平成31年3月

既存の地域活動組織やコミュニティの枠を超え、地元住民を中心
に、「うめきた」の地縁で集まる人材（デザイナー、クリエイター、プレイ
ヤー）たちと共に、産学官民で創造性あふれるまちづくりの取り組みを
行うプロジェクト。去年に続き、ホップ栽培から始めるうめきた地ビールづ
くりに今年も挑戦！
○うめきたホッププロジェクト（うめきたみどりの応援とクラフトビールづくり）
【H30.４～11予定】
○Te Here TAHITI at Osaka 2018（タヒチアンフェス）【H30.9予定】
○ジャパンコーヒーフェス 【H30.11予定】
○うめらくフェス 【H31.3予定】

問合せ先 一般社団法人うめらく
担当：山田（080-4481-6115）



平成30年度暫定利用事業 各事業概要（B区域 その２）

⑦ 「うめきたSOBAプロジェクト」～「植・食・触」の力で、都会のど真ん
中に人と人のつながりを生み出す新しいコミュニケーションシステム～

事業者 特定非営利活動法人フードラボ

日程（予定） 平成30年4月～11月

ソバの栽培を中心とした「住民と住民」、「従来からの居住者と外来
者」、「子どもとお年寄り」などの交流が出来る環境創りを目的とし、「都
会のど真ん中でソバ畑」、「市民参加小口型持ち寄り農園」のほか、常
設の「ふれあい小屋」で食のイベントや各種ワークショップを実施。

問合せ先 特定非営利活動法人フードラボ 事務局
（06-4802-4664）

⑧ 環境影響に配慮した地下水の熱源利用に関する実証検証

事業者 都市域における地下水の熱源利活用研究会

日程（予定） 平成30年4月～11月

再生可能エネルギー資源として大きなポテンシャルを持つ帯水層と地
下水に着目し、熱源利用や熱エネルギー貯蔵のための技術開発に関
連した実証実験を実施。

問合せ先 関西電力株式会社 お客様本部 本部計画グループ
担当：中曽、坂恵（06-7501-0205）

井水温度体感パネル

↓
シースルー配管

熱源井と接続配管



平成30年度暫定利用事業 各事業概要（B区域 その３）

⑨ みんなのこかげプロジェクト －地域の防災力を高める－

事業者 株式会社高橋電気商会 他

日程（予定） 平成30年4月～11月

地球温暖化やヒートアイランド現象による夏場の熱中症予防として、
自然エネルギーを利用した防災パーゴラにより、蒸散効果による人工木
陰を作り出し、うめきたを訪れた方々に、憩いの場を提供。

問合せ先 株式会社高橋電気商会 開発事業部
担当：小泉（06-6327-0013）

⑩ BREAK THROUGH OSAKA2018 EXPO

事業者 一般社団法人大阪青年会議所

日程（予定） 平成30年9月9日(日）

大阪の食文化を発信するブース、近未来の技術を発信するブース、
万博誘致の機運を盛り上げるミニパビリオンなどの出展やキッズバイク
レース、障害者スポーツ、プロによるスポーツ教室などのイベントを実施
予定。
併せて、まちづくりに関するセミナー、社会人イノベーターと世界中の青

少年たちが世界へ向けて情報発信するフォーラムなどを開催予定。

問合せ先 一般社団法人大阪青年会議所
担当：瀧本（080-3543-0230）



平成30年度暫定利用事業 各事業概要（B区域 その４）

⑪ Osaka love festival 2018

事業者 株式会社フューチャーヒット

日程（予定） 平成30年9月22日(土)～24日(月）

同地にて、2016年、2017年と実施したフェスを今年度も開催。
大阪の食文化を表現するフードブースとプロのミュージシャンを基本とし
た音楽ライブステージを展開します。
「食」は、大阪市内を中心とした飲食店を集め、「食道楽」としての大

阪が体現できる空間を提供。
「音楽」は、子供連れの家族、高校生や十代でも気軽に安心して来

場できる音楽フェスティバルを開催。

問合せ先 株式会社フューチャーヒット
担当：宮道（みやじ）TEL:06-6485-0700

⑫ うめきたグリーンプロジェクト☆スーパーイリュージョン

事業者 うめきたグリーンプロジェクト☆スーパーイリュージョン実
行委員会

日程（予定） 平成30年12月8日(土）
～平成31年3月11日(月）

うめきたに、木下大サーカスの魔法の赤い大テントがやってくる。
ホワイトライオンの猛獣ショーや空中ブランコ、オートバイショー、ジャグリン
グなど、夢と笑いとスリルに満ちたサーカス公演。
「うめきたグリーンプロジェクト×サーカス」として、うめきたの“みどり”をPR
するとともに、緑化意識を高めるために、サーカス会場周辺に花や緑を
並べ、「緑と花があふれる公園」を演出する。緑とサーカスをテーマとした
子ども絵画展など、“みどり”を取り入れたイベントを展開する。

問合せ先 木下サーカス株式会社
担当：菅原・福田（086-231-0411）


