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「大阪 IR 基本構想」（案）に対するパブリック・コメントを実施します 

https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/irsuishin/0000467924.html 

 

2019 年 7 月 10 日ページ番号：467924 

問合せ先：IR 推進局 企画課 総務・企画グループ（06-6210-9234) 

 大阪市及び大阪府は、令和元年 7 月 10 日（水曜日）から令和元年 8 月 9 日（金曜日）まで、「大阪 IR 基

本構想」（案）について、広く市民・府民の皆さまからのご意見をいただくため、パブリック・コメントを実施し

ます。 

 大阪市及び大阪府では、平成 31年 2月、大阪・夢洲への IR誘致について、市民・府民の理解の促進を

図るため、大阪 IR の基本コンセプトやめざす姿に加え、ギャンブル等依存症をはじめとする懸念事項へ

の取組みの方向性等を明らかにした「大阪 IR 基本構想」（案）を取りまとめました。 

 つきましては、「大阪府パブリックコメント手続実施要綱 」に基づき、以下により市民・府民の皆さま

からのご意見を募集してまいります。 

 

1.パブリック・コメントの対象 

「大阪 IR 基本構想」（案） 

 

2.募集期間 

令和元年 7 月 10 日（水曜日）から令和元年 8 月 9 日（金曜日）まで 

（送付の場合は、8 月 9 日消印有効） 

 

3.提出方法 

(1)インターネット（電子申請）の場合 

「大阪府インターネット申請・申込システム」からご提出ください。 

電子申請はこちら（外部サイト）  

(2)インターネットがご利用になれない場合 

「意見提出用紙」により、送付かファクシミリでご提出ください。 

https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/irsuishin/0000467924.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/fumin/public/public_youkou.html
https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input?tetudukiId=2019060077
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≪送付の場合≫ 

 〒559-8555 大阪市住之江区南港北 1-14-16 大阪府咲洲庁舎 31 階 

          大阪府・大阪市 IR 推進局 企画課 総務・企画グループ あて 

≪ファクシミリの場合≫ 

 ファクシミリ 06-6210-9238 大阪府・大阪市 IR 推進局 企画課 総務・企画グループ あて 

（注）障がいのある方など、上記方法による意見提出が困難な場合は、個別にお問合せください。 

 

4.閲覧方法 

大阪市・大阪府ホームページでの公表のほか、下記配架場所で閲覧できます。 

• 大阪府・大阪市 IR 推進局（大阪府咲洲庁舎 31 階） 

• 市民情報プラザ（大阪市役所 1 階） 

• 大阪市サービスカウンター（梅田・難波・天王寺） 

• 大阪市各区役所・出張所 

• 府政情報センター（大阪府本庁本館 5 階） 

（注）障がいのある方など、閲覧が困難な場合は、個別にお問合せください。 

 

5.留意事項 

• 提出されたご意見の内容を確認させていただく場合があることから、氏名・住所等の連絡先の記

載をお願いします。 

• 個人で提出いただく場合は氏名・住所を、団体・グループで提出いただく場合は団体・グループ名

称及び所在地を必ず記載してください。これらの記載がないものについては、受付できませんのでご

注意ください。 

なお、氏名・住所等の連絡先につきましては、他の目的に利用・提供しないとともに、適正に管理し、

いただいた個人情報は公表しません。 

• ご意見等の内容については、原則公表とします。公表を希望しない場合は、意見提出の際にその

旨を記載してください。ただし、その場合には、ご意見等に対する府市の考え方をお示しできないこと

があります。 

• 提出いただいた連絡先、ご意見等については、大阪市・大阪府への提供に同意があったものとし

て取り扱い、府市で共有いたしますので、あらかじめご了承ください。 

https://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/webgis/?z=18&ll=34.638041%2C135.415069&mp=1&ly=1&im=675&bg=BG2-0&vlf=1-736-7fffffeffffe
https://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/webgis/?mp=1&ll=34.69379998404501,135.50200277157074&ly=2&ii=1221
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000261447.html
https://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/webgis/?mp=1&ll=34.686354192954575,135.5200360017418&ly=17&ii=262
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• ご意見等は、日本語で提出をお願いします。（提出言語の種類を日本語以外とした場合には、ご

意見及び情報に合わせて日本語訳の添付をお願いします。） 

6.提出いただいたご意見等の情報の取り扱い 

• 提出されたご意見を踏まえ、「大阪 IR 基本構想」の策定に向けた検討を進めてまいります。 

• いただいたご意見等の概要と、それに対する府市の考え方等については、ホームページ等により

一定期間公表します。ご意見等を提出された方に対し、府市の考え方等を個別にお答えいたしませ

んので、ご了承ください。 

• 類似のご意見等につきましては、適宜整理の上、まとめて公表することがあります。 

• ご意見等の募集は、具体的な意見を収集することを目的としています。賛否の結論だけを示した

ものや、主旨が不明瞭なものなどについては、府市の考え方をお示しできない場合があります。 

7.問合せ先 

大阪府・大阪市 IR 推進局 企画課 総務・企画グループ 

 電話 06-6210-9234（直通） 

 ファクシミリ 06-6210-9238 

添付資料 

• パブリック・コメントの実施概要(PDF 形式, 272.19KB) 

• パブリック・コメントの実施概要(DOCX 形式, 18.23KB) 

• 大阪 IR 基本構想（案）第 1 章(PDF 形式, 2.28MB) 

• 大阪 IR 基本構想（案）第 2 章(PDF 形式, 2.87MB) 

• 大阪 IR 基本構想（案）第 3 章(PDF 形式, 1.38MB) 

• 大阪 IR 基本構想（案）第 4・5・6 章(PDF 形式, 1.51MB) 

• 大阪 IR 基本構想（案）【概要版】(PDF 形式, 1.95MB) 

• 意見提出用紙(PDF 形式, 123.63KB) 

• 意見提出用紙(DOC 形式, 34.00KB) 

tel:0662109234
https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/cmsfiles/contents/0000467/467924/gaiyou.pdf
https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/cmsfiles/contents/0000467/467924/gaiyou.docx
https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/cmsfiles/contents/0000467/467924/2-1-1.pdf
https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/cmsfiles/contents/0000467/467924/2-1-2.pdf
https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/cmsfiles/contents/0000467/467924/2-1-3.pdf
https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/cmsfiles/contents/0000467/467924/2-1-4.pdf
https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/cmsfiles/contents/0000467/467924/2-2.pdf
https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/cmsfiles/contents/0000467/467924/iken.pdf
https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/cmsfiles/contents/0000467/467924/iken.doc
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意見提出用紙 

「大阪ＩＲ基本構想」（案）に対する府民意見等の募集について 

連 

絡 

先 

氏名又は団体名 
 

 

住所又は所在地 
〒   －     

電話番号（担当者） 

（携帯電話の番号可） 
 

電子メールアドレス  

※上記【連絡先】欄内に記入していただいた事項については公表しません。 
 
 

 

 
該当する章：（   ）章 （   ）ページ 
 

 

 
 
 
 
 
 

ご 

意 

見 

の 

内 

容 

 
ご意見内容の公表について 

※いただいたご意見は原則公表します。 

公表を希望しない場合は右の□を黒く塗りつぶしてください。 

 
 

□  公表不可 

 

 

【締 切】令和元年 8月 9日（金曜日） （※送付の場合は、令和元年 8月 9日の消印有効） 

【送付先】大阪府・大阪市 ＩＲ推進局 企画課 総務・企画グループ あて 

○郵送の場合   〒559－8555 大阪府大阪市住之江区南港北 1-14-16 咲洲庁舎 31階  

○ファクシミリの場合  ファクシミリ 06-6210-9238 

 
【個人情報の取扱いについて】 
 提出された意見の内容を確認させていただく場合があることから、氏名・住所・電話番号等の連絡先の記載を
お願いしています。 
これらの個人情報については公表せず、他の目的に利用・提供しないとともに適正に管理します。なお、ご提

出いただいた連絡先、ご意見等については、大阪府・大阪市で共有いたします。 
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「大阪IR基本構想」（案）に対する 

パブリック・コメントを実施します 

～皆さまのご意見をお寄せください～ 

 

大阪府及び大阪市では、平成31年2月、大阪・夢洲へのＩＲ誘致について、府民・市民の理解の促進を図るた

め、大阪ＩＲの基本コンセプトやめざす姿に加え、ギャンブル等依存症をはじめとする懸念事項への取組みの方

向性等を明らかにした「大阪ＩＲ基本構想」（案）を取りまとめました。 

 つきましては、「大阪府パブリックコメント手続実施要綱」に基づき、以下により府民・市民の皆さまからの

ご意見を募集します。 

 

１．意見募集の対象項目 

「大阪IR基本構想」（案） 

 

２．募集期間 

令和元年7月10日（水曜日）から令和元年8月9日（金曜日）まで 

（送付の場合は、8月9日消印有効） 

 

３．提出方法 

（１）インターネット（電子申請）の場合 

   「大阪府インターネット申請・申込システム」からご提出ください。 

   URL：https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input?tetudukiId=2019060077 

 

（２）インターネットがご利用になれない場合 

   「意見提出用紙」により、送付かファクシミリでご提出ください。 

   ≪送付の場合≫ 

    〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎31階 

             大阪府・大阪市ＩＲ推進局 企画課 総務・企画グループ あて 

   ≪ファクシミリの場合≫ 

    ファクシミリ 06-6210-9238  

大阪府・大阪市ＩＲ推進局 企画課 総務・企画グループ あて 

 

（注）障がいのある方など、上記方法による意見提出が困難な場合は、個別にお問合せください。 
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４．閲覧方法 

  大阪府・大阪市ホームページでの公表のほか、大阪府・大阪市ＩＲ推進局（大阪府咲洲庁舎31階）、府政

情報センター（大阪府庁本館５階）、市民情報プラザ（大阪市役所１階）、大阪市サービスカウンター（梅

田・難波・天王寺）、大阪市各区役所・出張所で閲覧できます。 

 

（注）障がいのある方など、閲覧が困難な場合は、個別にお問合せください。 

 

５．留意事項 

・提出されたご意見の内容を確認させていただく場合があることから、氏名・住所等の連絡先の記載をお願い

します。 

・個人で提出いただく場合は氏名・住所を、団体・グループで提出いただく場合は団体・グループ名称及び所

在地を必ず記載してください。これらの記載がないものについては、受付できませんのでご注意ください。 

  なお、氏名・住所等の連絡先につきましては、他の目的に利用・提供しないとともに、適正に管理し、いた

だいた個人情報は公表しません。 

・ご意見等の内容については、原則公表とします。公表を希望しない場合は、意見提出の際にその旨を記載し

てください。ただし、その場合には、ご意見等に対する府市の考え方をお示しできないことがあります。 

・提出いただいた連絡先、ご意見等については、大阪府・大阪市への提供に同意があったものとして取り扱い、

府市で共有いたしますので、あらかじめご了承ください。 

・ご意見等は、日本語で提出をお願いします。（提出言語の種類を日本語以外とした場合には、ご意見及び情

報に合わせて日本語訳の添付をお願いします。） 

 

６．提出いただいたご意見等の情報の取り扱い 

・提出されたご意見を踏まえ、「大阪ＩＲ基本構想」の策定に向けた検討を進めてまいります。 

・いただいたご意見等の概要と、それに対する府市の考え方等については、ホームページ等により一定期間公

表します。ご意見等を提出された方に対し、府市の考え方等を個別にお答えいたしませんので、ご了承くだ

さい。 

・類似のご意見等につきましては、適宜整理の上、まとめて公表することがあります。 

・ご意見等の募集は、具体的な意見を収集することを目的としています。賛否の結論だけを示したものや、主

旨が不明瞭なものなどについては、府市の考え方をお示しできない場合があります。 

 

７．問合せ先 

  大阪府・大阪市ＩＲ推進局 企画課 総務・企画グループ 

 電話 06-6210-9234（直通） 

  ファクシミリ 06-6210-9238 
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