
同時発表：近畿建設記者クラブ・大阪市政記者クラブ・大阪府政記者クラブ 

平成 28年６月２日付で報道発表しましたうめきた２期区域の各暫定利用事業者の事業内容につい

ての詳細が決まりました。 

具体的には、緑や花があふれる庭園、防災、

環境等に関する市民参加型・体験型のイベント、

音楽と大阪の食文化を表現するイベント、誰も

が気軽に体感できるスポーツイベントやエネル

ギー利用技術の実証フィールドとしての活用な

ど、多種多彩な事業がいよいよ 10月より展開し

ます。 

ぜひ、この機会に“うめきた２期区域”に来

場いただき、大阪駅前の一等地で行われる様々

なイベント等を体験ください。 

うめきた２期区域は、民間開発が本格化するまでの当面の間、まちづくりのプロモーション、周

辺エリアの賑わいの創出及び防災性の向上等が図られるよう、区域用地の暫定的な利活用を図るこ

ととしております。 

詳細は、別紙参照願います。 

うめきた２期 暫定利用事業がいよいよ始まります 

【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（遠藤・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）      （電話） 06-6208-7880 

平成 2８（201６）年９月２８日 

西日本支社 

大阪市 



（別紙） 

１． 事業名称及び事業者 

事業名称 事業者 日程

Ａ区域 ① うめきた楽市楽座～うめきたにかける

はし～ 

うめらく 2016運営実行委

員会 

10月 1、2日 

② うめきたガーデン うめきたガーデン実行委

員会 

10月 7日～3月 20 日 

③ 「植育」イベント みどりのサンタと

クリスマスツリー作り

一般社団法人テラプロジ

ェクト 

12月 4日 

④ UMEKITA PARK MARKET（仮称） 株式会社 Andeco 3 月 24日～26日 

Ｂ区域 ⑤ 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 

10 月中旬～3月 31 日 

（原則、日曜

日限定） 
⑥ OSAKA LOVE FESTIVAL 株式会社フューチャーヒ

ット 

10月 2日 

⑦ うめきたスポーツパラダイス 有限会社 4-3-3 10月 9日～3月 26 日 
※10/30、11/27、1/1を除く

⑧ うめきた菜の花・ミツバチプロジェク

ト 

うめきた菜の花・ミツバチ

プロジェクト実行委員会 

10月 9日～3月 31 日 

⑨ うめきたグリーンマーケット 日本フリーマーケット協

会 

10月 30日、11月 27 日 

※日程及び内容については、一部変更となる可能性があります。

２． スケジュール（予定） 

10月 11月 12月 1月 2月 3月 

Ａ区域 

Ｂ区域 

（日曜限定） 

② 

③ ① 

⑨ ⑨ ⑥

⑤ 

⑦ 

⑧ 

④



３． 各事業の内容 

① うめきた楽市楽座 ～うめきたにかけるはし～

事業者名 うめらく 2016運営実行委員会 

日程 平成 28年 10月 1日（土）及び 10月 2日（日） 

事業概要 うめきた周辺地域の市民が主体

となって、「未来のうめきた」を

皆で一緒に考えてみよう！とい

うイベントです。ステージやマル

シェブース総勢 50組以上が、「食」

「芸術」「防災」「地域」「子ども」

「健康」などのテーマで個性豊か

に盛り上げます。 

問合せ先 うめらく 2016運営実行委員会 広報担当 細川 （06-6456-2460） 

その他 開場時間：10：00～16：00 

② うめきたガーデン

事業者名 うめきたガーデン実行委員会 

日程 平成 28年 10月 7日（金）から平成 29年 3月 20日（月）まで 

事業概要 ＪＲ大阪駅北側、都会の真ん中に

花と緑があふれる庭園が誕生し

ます。 国内外で活躍する庭園デ

ザイナー、石原和幸氏が手がける

２つの庭や１０万株の花畑、植物

の壁で囲まれた小径など、さまざ

まな花と緑が楽しめます。 

問合せ先 うめきたガーデン事務局 （06-6633-2274） 

詳細情報 http://umekita-garden.com 

その他 入場料：一般（大学生以上）1,000円、小・中・高校生 500円 

開場時間：10：00～17：00（入場は閉場の 30分前まで） 

http://www.umeraku.com/
http://umekita-garden.com/


 

 

③ 「植育」イベント みどりのサンタとクリスマスツリー作り 

事業者名 一般社団法人テラプロジェクト 

日程 平成 28年 12月 4日（日） 

事業概要 親子がみどりのサンタと共同で、大きなクリスマ

スツリーを完成させ、うめきた２期区域に思いを

はせながら「みどり」への夢と願いを短冊にこめ

て、願いを育てる「植育」イベントです。 

問合せ先 みどりのサンタ実行委員会 （06-6312-3407） 

詳細情報 https://www.facebook.com/midorinosanta/ 

その他 参加費：大人 3,780円、学生 2,700円 

    （サンタ衣装、フリーサイズ） 

     ジュニア 1,620円 

    （ジュニアは帽子のみ） 

 

 

 

④ ＵＭＥＫＩＴＡ ＰＡＲＫ ＭＡＲＫＥＴ（仮称） 

事業者名 株式会社Ａｎｄｅｃｏ 

日程 平成 29年 3月 24日（金）から 3月 26日（日）まで 

 

事業概要 うめきた２期広場を世界につながる PARK MARKETにします。キッチンカーや、アー

ティスト、職人、大道芸人、ミュージシャンを対象に、場所とインフラを提供し、

スモールビジネスを支援する未来の公園をつくります。 

（3月 24日は、企業向けイベン

ト、3月 25，26日は、一般の方々

とを結ぶイベントを開催） 

 

 

問合せ先 株式会社Ａｎｄｅｃｏ 担当 早川 （06-6459-7762） 

詳細情報 http://www.andeco.co.jp/ 

その他 3月 24日企業向けのイベントは事前登録制 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/midorinosanta/
http://www.andeco.co.jp/


 

 

⑤ 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 

事業者名 都市域における地下水の熱源利活用研究会 

日程 平成 28 年 10月中旬から平成 29年 3月 31日（金） 

事業概要 再生可能エネルギーの１つである帯水層蓄熱利用（地下水熱利用）の新技術の実

証を当該エリアにおいて実施することにより、「水都大阪」のシンボルである豊か

な水資源を活用した省エネルギー・低炭素なまちづくりに向けて取り組みます。 

 

問合せ先 関西電力株式会社 お客さま本部 本部計画グループ 

担当 中曽、中野、坂惠 （06-7501-0205） 

 

 

 

⑥ ＯＳＡＫＡ ＬＯＶＥ ＦＥＳＴＩＶＡＬ 

事業者名 株式会社フューチャーヒット 

日程 平成 28 年 10月 2日（日） 

事業概要 大阪にゆかりの深いアーティストをベースとしたライブとキタやミナミで街を引

っ張る 43店の人気飲食店主たちが提供するフードブースを展開するイベントです。 

 

問合せ先 OSAKA LOVE FESTIVAL 実行委員会 事務局 宮道 （0120-199-720） 

詳細情報 http://osakalove.jp 

その他 前売入場券：4,000円（KIDSチケット 2,000円） 

 当日入場券：5,000円（KIDSチケット 2,000円） 

 開場時間：11：00～20：00 

 

 

http://osakalove.jp/


 

 

⑦ うめきたスポーツパラダイス 

事業者名 有限会社４－３－３ 

日程 平成 28 年 10月 9日（日）から平成 29年 3月 26日（日）までの各日曜日 

 ※10月 30日、11月 27日及び 1月 1日を除く。 

事業概要 みる、やる、体感するスポーツを核と

した、賑わい創出事業で、年齢性別を

問わず誰もが気軽に楽しめるスポー

ツや仕掛けを織り交ぜたイベントで

す。 

問合せ先 うめきたスポーツパラダイス実行委員

会 担当 瀧内 （06-6459-0617） 

詳細情報 http://www.facebook.com/umekita.sports/ 

 

 

 

 

 

 

⑧ うめきた菜の花・ミツバチプロジェクト 

事業者名 うめきた菜の花・ミツバチプロジェクト実行委員会 

日程 平成 28 年 10月 9日（日）から平成 29年 3月 31日（金）まで 

 

事業概要 うめきたに菜の花畑をつくりま

す。 

市民が主役で、種を蒔き、育て、

菜の花を愛でることにより、防

災緑（力）のオアシスを創生し

ます。 

  

 

問合せ先 うめきた菜の花・ミツバチプロジェクト実行委員会  事務局 吉田 

 Mail:nanohanamitubachi@yahoo.co.jp 

 

 

 

 

絵／宮後 浩 

http://www.facebook.com/umekita.sports/
mailto:nanohanamitubachi@yahoo.co.jp


 

 

⑨ うめきたグリーンマーケット 

事業者名 日本フリーマーケット協会 

日程 平成 28 年 10月 30日（日）及び 11月 27日（日） 

事業概要 うめきた地区においてフリーマーケットを開催することにより、「ものの大切さ」や

「コミュニケーションの重要さ」を発信します。 

 11月 27 日は、出会い、体験、

遊び、をテーマに、関西発のフ

ァッションカルチャー誌「カジ

カジ」が 1日だけのマーケット

を開催します。ファッションや

雑貨、本に家具など、関西のク

リエイターが一堂に介すイベン

トで、ワークショップなども多

数開催予定です。  

問合せ先 日本フリーマーケット協会 （06-6578-3333）  

 （11月 27日については、カジフェス事務局 06-6458-8779） 

詳細情報 http://www.freemarket-go.com/ （10月 30日開催） 

 http://www.comepass.jp （11月 27日開催） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.freemarket-go.com/
http://www.comepass.jp/


 

＜参考 － 案内図＞ 

 

 


