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2現在（H30～R2）の取組状況、今後の取組計画 整理表

確認項目 現在（H30～R2）の取組状況、今後の取組計画

①地域活性化に資する川
を生かしたまちづくりの
ための利用となっている
か

• 平成29年３月に「おおさかふくしま・中之島ゲート海の駅」として「海の駅」に認定。
• 台船活用の取組みとして、平成29年6月に1号台船で関西初の水上レストランをグラン

ドオープン。令和2年8月には、2号台船でＢＢＱ施設のグランドオープン、3号台船の
一般開放（一部除く）を行い、誰もがくつろげるスペースとして地域活性化に資する。

• 幅広い年齢層の方々に来場していただけるよう、大阪市中央卸売市場が隣接する利点
を生かし、セリ体験、マグロの解体見学、食育をテーマに魚の知識や安全な調理法を
親子で体験できる「ざこばの朝市」と共催（年4回）。

• 「水辺の可能性」を多くの人々に感じていただくために「ふくしま水辺フェス」を開
催（年1回）。

• 令和3年6月（予定）からの舟運事業、マリーナ事業の運用開始によりノースピアエリ
アの特色を生かし賑わいの創出と地域活性化に資する。

②水辺の賑わいにつなが
る提案内容となっている
か、集客性はあるか

• 台船施設については、令和2年2月以降コロナ禍の影響を受けているものの、来客数は
平成30年度19,200人、令和元年度12,000人と安定している。

• 「ざこばの朝市」は、新鮮な海産物のみならず、「グルメのまち福島」を担う区内の
飲食店とも連携し、幅広い年齢層の方々から支持され、リピーターも多い。「ざこば
の朝市」開催時の平均来場者数は、平成30年度が約4,915人、令和元年度が約4,118人。

• 「ふくしま水辺フェス」においても、1,000人から2,000人と安定した集客が見込める。

③水辺の賑わいのための
拠点施設として、連携・
ネットワーク等の交流や
情報発信は行えているか

• イベント等の事業発信として、広報「ふくしま」に掲載（52,000部発行）。他にもチ
ラシ等の町会回覧、広報板掲出、地元小学校への案内、区内駅ほか主要ターミナルに
配架等。

• 「ざこばの朝市」の開催により、市場や地元住民と連携し、つながりを構築している。

④提案内容の実現性はあ
るか

• 「サウスピア」との連携を見据えて、事業の選択と集中を実施し、事業全体の見直し
を図った。今後は「マリーナ事業」を主要事業と位置づけ、事業の開始に向けて工事
等に着手予定である。
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【背景】

 平成25年３月に大阪府市都市魅力戦略推進会議において付議された「中之島ゲートエリア魅力創造基本計
画(案)」には、「中之島ゲートエリア」は水都大阪の最重要拠点の一つに位置付けられている。平成25年５月
の水と光の推進会議では、中之島ゲートのインナーベイ・マーケットを含めた事業計画に取組むこととなった。

 中之島ゲートエリアは、海と川の結節点で水都大阪の玄関口であり、大阪港開港の地である。

 中之島ゲートエリアの事業計画の推進にあたり、大阪府都市魅力創造局から大阪市福島区役所に協力要
請があった。

 こうした中、福島区役所では、この要請を機に区内の水辺エリアの魅力を高めるため、水辺の賑わいづくり
に取組むこととなった。

 これまで中之島ゲート「ノースピア」では、「ざこばの朝市」や「ふくしま水辺フェス」など様々な事業に取組ん
でいるが、一時的ではなく恒常的な賑わいを図る。

 福島区役所では、準則特区の指定や「海の駅」の認定、運営事業者の選定などに着手、運営事業者を決定
し、官民連携により事業を推進している。

１．取組みの背景とこれまでの経過 5



１．取組みの背景とこれまでの経過 6

【主な経過】

◆ 平成25年２月21日 中之島ゲートエリア魅力創造基本計画(案)
◆ 平成25年４月26日 安治川右岸の中央卸売市場前港周辺において、台船を活用した社会実験開始
◆ 平成27年６月16日 「海の駅」水辺活性化事業について、中央卸売市場業界への情報提供（１回目）
◆ 平成27年６月18日 「海の駅」運営事業者の募集開始
◆ 平成27年７月３日 平成27年度第１回福島区区政会議で概要説明
◆ 平成27年８月７日 選定委員会の開催、運営事業予定者の決定
◆ 平成27年９月３日 運営事業予定者と仮協定の締結
◆ 平成27年11月24日 中央卸売市場業界への情報提供（２回目）

～12月３日
◆ 平成27年12月１日 大阪市中央卸売市場前港周辺エリア水辺活性化協議会
◆ 平成28年１月15日 大阪府河川水辺の賑わいづくり審議会
◆ 平成28年２月19日 都市・地域再生等利用区域 指定
◆ 平成28年７月10日 海の駅登録要件であるトイレを設置
◆ 平成28年７月18日 「海の駅」プレイベント ふくしま水辺フェス2016
◆ 平成29年１月30日 大阪府河川水辺の賑わいづくり審議会
◆ 平成29年３月26日 「おおさかふくしま・中之島ゲート海の駅」認定
◆ 平成29年６月13日 大阪府河川水辺の賑わいづくり審議会
◆ 平成29年６月27日 １号台船：水上レストラン「オープン「CORAL KITCHEN at sea」グランドオープン
◆ 平成30年６月21日 おおさかふくしま・中之島ゲート海の駅共同体組織変更
◆ 令和２年３月３日 事業パートナー企業「株式会社リバーエクスプレス」一般旅客定期航路事業許可
◆ 令和２年６月29日 ３号台船と野田南緑道を繋ぐ桟橋の設置完了
◆ 令和２年８月１日 ２号台船にＢＢＱ施設をグランドオープン、並びに３号台船を一般開放（一部除く）
◆ 令和２年８月～ マリーナ事業本格稼働に向けて浮き桟橋設置工事等に着手
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２．事業概要 （１）事業区域 ～水都大阪（中之島ゲートエリア）～ 7



おおさかほっこう海の駅

※赤円は、
半径２km

おおさかふくしま・中之島ゲート海の駅

●エリアの特性
・多くのビジターを集客するキタに隣接
・地下鉄、ＪＲ、京阪の各最寄駅から徒歩
約10分
・海と川（安治川・堂島川・土佐堀川・木津川
等からなる水の回廊）の結節点にあたり、
50～100ftのクルーザーも入港可能

・西日本最大の大規模集積市場である大阪
市中央卸売市場本場に隣接し、周辺には
旧居留地である川口の倉庫群、江之子島
文化芸術創造センターなど、大阪の歴史
や文化に触れられる立地

ＪＲ野田駅

Osaka Metro玉川駅

京阪中之島駅

8２．事業概要 （１）事業区域 ～事業実施エリアの特性～



河川幅員1/4以内

の範囲の流水面

船津橋

9２．事業概要 （１）事業区域 ～都市・地域再生等利用区域の範囲～



10２．事業概要 （２）事業スキーム



【事業実施当初】

【平成30年6月～】
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○大阪福島中之島ゲート海の駅事業連合体株式会社
○株式会社サンバリーコンシューマ・マーケティング
○伴ピーアール株式会社
○株式会社明栄海運
○医療法人修医会

おおさかふくしま・中之島ゲート
海の駅事業共同体

○ヤマハ発動機株式会社（マリンレジャー）
○株式会社ウィンドワード（マリンレジャー）
○株式会社ユニバーサルクルーズ（舟運会社）
○株式会社リバーエクスプレス（舟運会社）
○株式会社DEI（イベント会社）
○合同会社水都開発（飲食・舟運会社）
○株式会社トラストシステム（飲食・舟運会社）

事業パートナー企業体

○株式会社ビバック
○株式会社サンバリーコンシューマ・マーケティング
○伴ピーアール株式会社

おおさかふくしま・中之島ゲート
海の駅事業共同体

○ヤマハ発動機株式会社
○アールカフェ（ハワイアンカフェ）
○せとうちホールディングス株式会社

Quest Aircraft Company社（常石グループ）
○株式会社ダン計画研究所
（大阪小型水上旅客船協議会事務局）

事業パートナー企業体

２．事業概要 （３）運営体制



台船３台を本事業の基本基地として事業を展開
・1号台船

カフェレストラン、簡易ウェディング
・2号台船

バーベキュー施設、観光クルージング
・3号台船

イベントスペース、観光クルージング、
総合案内所・管理棟

浮桟橋の運用（令和３年6月以降）
・マリーナ事業用の浮桟橋を、1号台船上流に40メートル、

3号台船下流に100メートルの計2本設置
・安全確保と美観向上のため、夜間照明・防犯カメラ等設置
・小型船、特殊小型船を係留可能

マリーナ事業
・観光舟運船舶の係留
・小型船舶等の係留
・船舶の整備・補修、給水、給電、船具販売

舟運事業
・定期航路
（福島港～大阪市中央卸売市場前港～ユニバーサルシティポート）
＜River Express / スクイッド号＞

・不定期航路
（大阪市中央卸売市場前港～ユニバーサルシティポート～淡路島）
＜Universal Cruise / Boa Sorte号＞
※「淡路 翼港」や「ホテルニューアワジ サントピアマリーナ」

と連携
・今後、市内各ホテルとの共同開発による舟運サービスも予定
・その他、観光クルージングやブライダルクルージング等

にぎわい創出事業
・1号台船：簡易ウェディング施設及びカフェレストラン
・2号台船：バーベキュー施設
・3号台船：イベントスペース

（プロデュース、会場貸出、共同事業）
・既存イベント（ざこばの朝市等）との継続的実施協力
・舟運事業との相乗効果の期待
・マリンレジャーの最新情報展示、クルーズ体験等

施設概要 サービス概要

12２．事業概要 （４）事業内容



防災船着場
（既存施設）

〔【マリーナ事業］
・小型船舶の係留サービス①
・船舶の簡単な整備・補修②

〔【水上店舗事業］
・レストラン など①

川海空の教室
(ＫＩＤＳ基地)①

ステージ
（イベント時）

レーザーによる水面演出
（水面上及び水中投影）①

〔【イベント事業］
・既存イベント(ざこばの朝市等)、ライトアップ①
・写真撮影会①
・ボートショー、水上学校など②

【水のエンタメ事業】
・水上バイク、カヌー・カヤック等の体験サービスや機材の
提供①

〔【水上ゲストハウス事業〕
・船舶やコンテナハウスを活用したゲストハウス③

(水上ゲストハウス事業の将来イメージ)

台船１

クルーザー

赤字①：第１段階(Ｈ２９春～)
紫字①：第１段階(Ｈ２９夏～)
青字②：第２段階(Ｈ２９秋～)
緑字③：第３段階(２～３年後

順次実施)

≪船津橋から330ｍ≫

特区区域 安治川

夜間の環境演出

浮桟橋

〔 【【マリーナ事業】
・小型船舶の係留サービス②
・水、電気の供給② など

〔 【舟運事業】
・レンタルボート 、サンセット
クルーズ 、釣り船 など①

〔 【マリーナ事業】
・小型船舶の係留サービス①
・バーベキュー①
・キャンプ①

台船２

台船３
〔 【マリーナ事業】
・小型船舶の係留サービス①
・バーベキュー①
・グランピング①

台船１台船２
台船３

トイレ

パームツリー①

ライトアップ(電飾)①

津波シェルター

〔【水上飛行機事業】
・観光飛行③
・防災基地③

【防災事業】
・防災教室③

ゲート

13２．事業概要 （４）事業内容 ～前回審議会(H29.1)時点の事業計画～



浮桟橋
Ｗ100ｍ

３号台船
Ｗ30ｍ

２号台船
Ｗ40ｍ

１号台船
Ｗ37.5ｍ

公共船着場
(防災船着場)

Ｗ33ｍ

浮桟橋
Ｗ40ｍ

船津橋から330ｍ（準則特区エリア）

新規テナント誘致中
(令和3年6月
オープン予定)

・カフェレストラン
・簡易ウェディング

整備中
(令和3年6月オープン予定)

・観光舟運船舶係留
・ブライダルクルージング

稼働中
【大阪市中央卸売市
場前港】

営業中
(令和2年8月オープン)

・バーベキュー施設
・観光クルージング

営業中
(令和2年8月オープン)

・イベントスペース
(公共空間)

・観光クルージング
・総合案内所・管理棟

整備中
(令和3年6月オープン予定)

・小型船舶係留
・船舶の簡単な整備・補修

公園部分（公共空間）
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〈事業の選択と集中〉
「サウスピア」との連携を見据えて、全事業について「選択と集中」を実施した。
「ノースピア」では「マリーナ事業」を主要事業と位置づけ、当該事業を強化する
方向で事業全体を進めている。

【充実】
 マリーナ事業用浮桟橋の拡充

⇒1号台船上流側にも桟橋を設置し、より多くの利用者と船舶を受け入れる。
【見直し】
 水上ゲストハウス事業
 キャンプ・グランピング事業
 水上飛行機事業
 津波シェルター
 公園内ゲート、パームツリー等

【イベント事業】
・ざこばの朝市
・ふくしま水辺フェス
・婚活イベント(令和元年9月開催)
・ふくしま海の駅食育フェス(令和元年10月開催)
・その他、台船やクルーザーを活用した
各種イベント 等

２．事業概要 （４）事業内容 ～最新の事業計画～
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「おおさかふくしま・中之島ゲート海の駅」を活用した水辺活性化にぎわい創出事業にかかる来場者数等実績

単位：人

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度
(令和2年11月末時点)

備考

ざこばの朝市 27,141 19,659 12,353 開催未定
年４回開催（３・５・９・11月）
※令和２年３月以降、新型コロナウイルス感
染拡大のため中止。再開時期未定

ふくしま水辺フェス 2,000 2,000 1,080 開催未定 新型コロナウイルス感染拡大のため、令和2
年度は開催未定

中之島ゲート海の駅施設 未測定 19,200 12,000 2,720

新型コロナウイルスの影響により、令和２年
４月に台船１のコーラルキッチンは閉店。イ
ンフラ等整備後、新規事業者による事業再
開予定

公共船着場利用者
（大阪市中央卸売市場前港）

360 2,990 13,200 60

主要利用者、楼船「さえ㐂」令和２年３月以
降は、尻無川河川広場を利用。その他利用
者については、令和２年４月以降、新型コロ
ナウイルス感染拡大による自粛で激減

婚活イベント 50
令和２年当初は開催予定であったが、新型
コロナウイルス感染拡大により開催中止

ふくしま海の駅食育フェス 2,000

計 29,501 43,849 40,683 2,780

３．事業実施報告 ～来場者数等実績～



16３．事業実施報告 ～台船2（BBQ施設）～



17３．事業実施報告 ～ざこばの朝市～



18３．事業実施報告 ～ふくしま水辺フェス～



19３．事業実施報告 ～食育フェス、婚活イベント～
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【マニュアル等の整備】

 令和元年10月 「おおさかふくしま・中之島ゲート海の駅」航行安全対策マニュアルの作成

 令和元年10月 「おおさかふくしま・中之島ゲート海の駅」安全管理規程の作成

 令和２年10月 「おおさかふくしま・中之島ゲート海の駅」緊急時連絡体制フロー図再整備

【施設等の整備】

 令和２年６月 ３号台船と護岸をつなぐ桟橋を設置（二方路確保）

 令和３年６月 マリーナ事業用浮桟橋設置時に落下防止にかかる設備を設置
（予定） ・防犯カメラ及び夜間照明（最低３か所）

・転落アラート付き床部電飾（浮桟橋両サイド沿い）
・浮き輪等救命設備

４．安全対策及び防災の取組み ～安全対策について～
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おおさかふくしま・
中之島ゲート海の駅

事業共同体

福島区役所
企画総務課
（企画推進）
06-6464-9908

大阪水上安全協会
06-6942-7788

大阪港湾局
計画整備部海務課

06-6571-1745

大阪府
西大阪治水事務所
06-6541-7771

日本生命病院
06-6443-3446

JCHO大阪病院
06-6441-5451

大阪掖済会病院
06-6581-2881

福島警察署
06-6465-1234

大阪海上保安監部
警備救難課
06-6571-0222

水上消防署
06-6574-0119

大阪水上警察署
06-6575-1234

福島消防署
06-6465-0119

４．安全対策及び防災の取組み ～緊急時連絡体制フロー図～
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 福島区 ぼうさいあんぜんマップの設置及び配布

 平時から避難場所を把握し、誘導経路を確保

 海の駅スタッフに対して危機管理対応を指導

 海の駅防災マニュアルの再整備

４．安全対策及び防災の取組み ～防災の取組みについて～



23４．安全対策及び防災の取組み ～（参考）周辺避難図～



24

野田南

緑道

台
船
②

１２月～３月８～１１月

電力供給・整備工事

１２月～３月４月～７月 １２月～３月 ４月～７月

舟
運
事
業

に
ぎ
わ
い
創
出
事
業

事業名

定
期
航
路

８～１１月
項目

令和２年度（2020） 令和４年度（2022）令和３年度（2021）

電力供給・整備工事

準備工事

４月～７月 ８～１１月

事業運用開始
（Ｒ３．6月～）

ＵＣＰ⇒京都（川ルート）
（Ｒ３．5月～）

不
定
期
航
路

係留桟橋設置工事

リニューアルオープン

桟橋・門扉設置工事

共通仮設作業
作業台船曳航・組立
警戒船・安全警戒

大阪市中央卸売市場前港～
福島港

グランドオープン

ＵＣＰ～大阪市中央卸売市
場前港

関空・淡路（海ルート）
（Ｒ３．5月～）

マ
リ
ー

ナ
事
業

浮
桟
橋
設
置
工
事

調査工事

鋼管杭工事

台
船
①

台
船
③ グランドオープン

５．今後の展開予定 （１）全体スケジュール



25５．今後の展開予定 （２）舟運事業計画



26５．今後の展開予定 （２）舟運事業計画



27５．今後の展開予定 （２）舟運事業計画



28５．今後の展開予定 （２）舟運事業計画



29５．今後の展開予定 （２）舟運事業計画



30５．今後の展開予定 （２）舟運事業計画



31５．今後の展開予定 （２）舟運事業計画



32５．今後の展開予定 （２）舟運事業計画



33５．今後の展開予定 （２）舟運事業計画


