
施設概要 ※下線は府立万博公園外（指定管理対象外）の施設（参考記載）

施設名 設置年 施設規模 施設内容 備考

日本庭園 1971年

全面積  260,000㎡
芝生面積 47,600㎡
樹木  123種約117,000本
草花  50種約222,000株

日本万国博覧会政府出展施設として、日本の造園技術の枠を集めて造った庭園で、上代、中世、近世及び未来
に引継がれる現代の造園様式を示す。
池4か所 心字池、こい池、はす池、泉
建築物  茶室、休憩所及び管理棟
展示場  園芸植物展示場

（庭園の清掃やパト
ロールなど、日常的表
面管理や利活用に関
する業務は指定管理
者。庭園の景観形成
に関する業務は大阪
府。）

汎庵・万里庵 1976年
汎庵216㎡ 木造1階建
万里庵35㎡ 木造1階建

千里庵 1973年
建築面積 389㎡
構造  鉄骨造1階建

席数  立礼席30席

はす庵 1970年
建築面積460.9㎡
構造 鉄骨造1階建

席数 40席

大阪日本民芸館 1972年

敷地面積 3,070㎡
延床面積 2,206㎡
構造  鉄骨鉄筋コンクリート造 1階建一部2階

日本各地の民芸品及び民芸に関する資料を収集して一般公開を行っている。
展示室は回廊式となっており、建物に囲まれた中庭は石庭で、全国各地の壺、甕、鉢を配して野外展示場として
いる。
なお、年間2回程度、展示替えを行っている。

公益財団法人が
管理運営

自然文化園 1971年
全面積  985,000㎡
芝生面積 265,000㎡
樹木  約511,000本

主な景観スポット：
        桜の流れ・東大路(サクラ類)、あじさいの森(アジサイ)、つばきの森(ツバキ、サザンカ)、紅葉渓(カエデ類)、
        万葉の里(万葉植物)、茶摘みの里（チャノキ）、梅林（ウメ）、平和のバラ園（バラ）、西大路（プラタナス）
        花の丘（ポピー、コスモス）、チューリップの花園（チューリップ、ヒマワリ）、松の池（アカマツ）、世界の森
        夏の花八景、春の泉、水車茶屋（休憩所）、ビオトープの池など
森林部の主な樹種：
        アラカシ、クスノキ、ウバメガシ、タブノキ、シイ、アキニレ、エノキなど

お祭り広場 1973年
面積12,100㎡ 透水性カラー舗装

付帯施設
①本部、楽屋、控え等に利用可能な部屋３室（A室45㎡・B室20㎡・C室30㎡、すべて冷暖房完備、うちA室は厨房
設備完備）、会場内放送室（８㎡・冷暖房完備）
②電気設備（モニュメント盤AC200v 40kw／AC100v 37kw・広場４か所分電盤AC200v 120kw／AC100v 74kw）
その他 フェスティバルスタンド（989席）、東芝生スタンド（1,484㎡）、西芝生スタンド（1,242㎡）、モニュメント、地
階トイレ（男：大8小28、女28）

緑地広場 1971年

①上の広場 面積10,751㎡ 天然芝生
②下の広場 面積9,002㎡ 天然芝生
③東の広場（全域） 面積48,416㎡ 天然芝生
・東の広場1号区画 面積7,300㎡
・東の広場2号区画 面積5,400㎡
・東の広場3号区画 面積8,200㎡
・東の広場4号区画 面積9,900㎡
・東の広場5号区画 面積6,400㎡
⑧大地の池     面積3,482㎡

EXPO’70パビリオン 2010年
建築面積  3,641㎡
構造  鉄筋コンクリート造2階建て

ホワイエ   床面積915㎡
       館1階ホワイエ部分に博覧会当時の資料を展示し無料で公開している。なお、博覧会に関連した
       特別  展示等様々な展示会としてホワイエの一部(660㎡)を占用利用することが可能。
展示場  床面積1,078㎡(2階回廊部分787㎡、西ホワイエ184㎡、東ホワイエ2階部分107㎡)
     ※西ホワイエへの階段部分除く
     館2階のスペースシアターホールの回廊部分を展示場として公開。博覧会当時の実物資料のほか、
     写真や映像など約3,000点を展示。
多目的室   床面積58㎡、トイレ   1ヵ所109㎡(男女計)、エレベーター 11人乗り1基
       博覧会に関連した映像の上映や様々なセミナールームとして利用することが可能。

自然観察学習館
1985年

1997年新館
建築面積  682㎡
構造  鉄筋コンクリート造1階建て

展示室、実習室、貸出展示設備、トイレ(車椅子対応)、屋外卓、授乳室
事業内容
展示  季節のテーマ展示、昆虫・野鳥の標本展示、自然情報マップ、昆虫や淡水魚等の飼育展示、
    リース・竹細工等の作品の展示、万博記念公園の自然等を対象とした写真展示
実習コーナー  学校教育の「生活科・総合的な学習の時間」及び団体利用の受け入れ
行事  自然観察ガイド、森の工作教室等
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ソラード 2000年
空中観察路  延長約300ｍ 幅1.2ｍ 高さ3～10ｍ
木登りタワー  高さ13.5ｍ(標高82ｍ)
展望タワー  高さ19ｍ

ドリームデッキ(展望テラス) 展望タワーに併設
主な観察ツール  森の集音器、森の万華鏡
その他  吊り橋、色のトンネル、網の歩廊

Park Café’ 1974年
建築面積  388.5㎡
構造  鉄筋コンクリート造1階建て

席数  90席

太陽の塔 1980年 高さ65ｍ(避雷針を含めると70ｍ)、片腕の長さ25ｍ
太陽の塔内部については、博覧会以降公開していなかったが、
現在耐震改修工事及び内部展示制作を実施中。平成30年3月末内部公開予定。

やったねの木 2005年 敷地面積 3,000㎡ 高さ12メートル・全長30メートルの超大型ローラーすべり台が2基交差、健康遊具、ユニバーサル遊具など

わくわく池の冒険ひろば 2009年 大型遊具 30ｍ×30ｍ 全方向にすべることができるやわらかい山型滑り台、ふわふわネットの大きなトランポリンなど

エキスポみらいgo 2012年 大型遊具 40m×25ｍ 船の形をした複合遊具をメインとした遊び場。その他タコやカニの形をした遊具など

夢の池サイクルボート 1983年
池面積   24,500㎡

サイクルボート 5種類31艘
(テント型、ジェット型、スワン型、カップ型、くじら型)
サイクルボート管理事務所  桟橋

現在民間事業者
が運営

バーベキューコーナー 2002年
敷地面積  730㎡
建築面積  347.25㎡(鉄骨造・平屋)

バーベキューテーブル10人掛け22基・6人掛け5基、水道・ごみ捨て場完備
現在民間事業者
が運営

万博おもしろ自転車広場 2005年 敷地面積  4,750㎡
自転車走行コース(一般コース・幼児コース・2輪車コース)
自転車保管倉庫・事務所

現在民間事業者
が運営

旧大阪府立国際児童文学館 1984年

敷地面積 4,168.46㎡
建築面積 1,863.7㎡
延床面積 3131.23㎡
構造  鉄筋コンクリート造2階建

現在は大阪府の
公文書書庫

少年球技場 1974年

敷地面積 10,200㎡
フィールド面積 5,096㎡（芝張）
コート  サッカー78ｍ×45ｍ  ラグビー95ｍ×45ｍ
練習コート 2,840㎡（芝張）

更衣室、トイレ、管理棟（56㎡）

弓道場 1976年

敷地面積 3,949㎡
建築面積 583㎡
構造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨 1階建

競技施設 近的 28ｍ         8人立
       遠的 60ｍ（女子は50ｍ）8人立
更衣室、選手控室、トイレ、事務室、湯沸室、倉庫、弓立、弓張場、射場（近的・遠的）、看的所、的場あずち、的
場矢除け(近的・遠的)、審判席(近的・遠的)、審判控室

少年野球場 1973年
敷地面積 11,500㎡
グラウンド面積 4,125㎡
両翼  61ｍ

スタンド 1,500人収容(内野600人 外野900人)
スコアボード 一式(一部電光装置付)
ダッグアウト、ブルペン、防球ネット、トイレ

運動場 1974年
(第4種公認陸上競技場)
グラウンド面積 (クレー)21,000㎡
フィールド 75ｍ×80ｍ

走幅跳1ヵ所、三段跳1ヵ所、走高跳2ヵ所、砲丸投1ヵ所、やり投2ヵ所、円盤、ハンマー投2ヵ所
トラック 400ｍ6コース ソフトボール 2面
サッカー、ラグビー…使用可能
グラウンドゴルフ

万博記念競技場 1974年

（平成29年3月より第1種公認から第2種公認陸上競技
場へ変更）
敷地面積 55,000㎡
フィールド 天然芝69.9ｍ×106.4ｍ
 

走幅跳8ヵ所、三段跳4ヵ所、走高跳2ヵ所、棒高跳7ヵ所、砲丸投3ヵ所、やり投2ヵ所、円盤、ハンマー投2ヵ所
トラック 400ｍ8コース(全天候型)
スタンド 21,000人収容 メインスタンド10,000人、バックスタンド7,000人、サイドスタンド2,000人×2ヵ所
○メインスタンド(鉄筋コンクリート造、一部鉄骨鉄筋コンクリート鉄骨造、4階)
建築面積 5,112㎡
1階 玄関ロビー、事務室、医務室、放送室、大会本部室、競技役員室、ロッカー、シャワー室、浴室、トレーニング
ルーム、会議室、雨天走路(70ｍ7コース)、器具庫、トイレ、機械室、レストラン等
2階 ギャラリー、役員ロビー、倉庫、トイレ、売店等
3階 ギャラリー、記者室、貴賓室、同ロビー、トイレ等
4階 放送室、記者室、司令室、調整室、写真判定室
○バックスタンド(鉄筋コンクリート造2階)
建築面積 4,405㎡ ロッカー室、選手控室、倉庫、トイレ等
○サイドスタンド(鉄筋コンクリート造1階2棟)
建築面積 1,390㎡/棟
その他 大型映像装置、夜間照明4基(約1,500ルクス)
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小運動場 1980年 グラウンド面積4,538㎡

野球場 1974年
敷地面積 28,000㎡
グラウンド 面積  12,788㎡
 両翼  90ｍ、 センター 120ｍ

ブルペン 2ヵ所、 ダッグアウト
スタンド 7,700人収容(内野3,400人 外野4,300人)
スコアボード 時期反転式本部席  435㎡
設備  更衣室2室、シャワー室2室、放送記録室、トイレ

子供の遊び場 1974年 敷地面積 22,000㎡ 砂場面積 287㎡ タコの山 1基、ブランコ 2連1基、コンクリート製小動物15基ほか

スポーツ広場 1972年

敷地面積 55,700㎡
軟式野球場 4面 両翼90ｍ スコアボード一式
ソフトボール場 1面 両翼70ｍ スコアボード一式
サッカー場 2面 天然芝1面、人工芝1面

更衣室
ロッカー、シャワー室(ロッカー利用者のみ利用可)、トイレ

総合スポーツ広場 2017年4月

敷地面積 15,000㎡
グラウンド面積 6,755㎡ 真砂土舗装
ソフトボール場１面 両翼68.6ｍ
（兼用：少年サッカー場１面 90ｍ×45ｍ）

周囲ネットフェンス（８ｍ）
散水栓８基
手洗い水洗１箇所
入口３箇所（３ｍ×２箇所、１ｍ×１箇所）

運動施設中央管理事務所 2013年 建物面積 332㎡(鉄骨造1階建)
休憩室、フロント、事務室、応接室、倉庫、更衣室、シャワー室(男子6ヵ所、女子2ヵ所)、トイレ(男子、女子、身体
障がい者用)、ミーティングルーム

南口ちびっこ広場 1980年 敷地面積 4,000㎡ 複合遊具１基、パーゴラ（藤棚）1基、ブランコ２連1基、砂場1カ所ほか

テニスコート 1973年
敷地面積 41,140㎡（インドアコート含む）
人工芝   10面(夜間照明設備含む)
 アンツーカーコート 22面、 練習コート  3面

インドア（屋内）コート 1997年
人工芝   4面
鉄骨骨組み膜構造 屋根 キャンバス膜張、床  人工芝
建築面積  2,784㎡、軒高   5.15ｍ

フットサルコート 2002年

敷地面積 5,173.1㎡(A:3,168.5㎡・B:2,004.6㎡)
建物面積 786㎡
フットサルコート 人工芝  4面   コート 38ｍ×18ｍ
   夜間照明 16基(300ルクス)

フットサルハウス 面積300㎡(鉄筋コンクリート造平屋建)
休憩室、フロント、事務室、応接室、倉庫、更衣室、シャワー室(男子6ヵ所、女子2ヵ所)、トイレ(男子、女子、身体
障がい者用)、ミーティングルーム

西口ちびっこ広場 1980年 敷地面積 3,000㎡ パーゴラ1基、ブランコ1基、砂場1カ所、低鉄棒1基、滑り台1基ほか

小広場 2017年 敷地面積 1,300㎡

パークゴルフ場 2004年
敷地面積(クラブハウス及びテントハウスを含む)
12,529.23㎡
コース概要 ホール数18 距離948ｍ

現在民間事業者
が運営

※休憩所（自然文化園中央休憩所、日本庭園中央休憩所）・トイレについては、別紙14－5参照。

ロッカー室、シャワー室、レストラン、トイレ


