
旧荒本仮設駐車場跡地有効活用に向けた 

サウンディング型市場調査実施要領 
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１．調査の名称 

旧荒本仮設駐車場跡地有効活用に向けたサウンディング型市場調査 

２． 調査の対象 

旧荒本仮設駐車場跡地にかかる市有地

旧荒本仮設駐車場跡地（以下、「当地」という。）は、平成 12 年度から「住民と行政との協働によ

るまちづくり」が進められ、市内経済の活性化に繋がる産業用駐車場として整備することを検討し

ていましたが、規模の大きさや土地の位置等の立地環境を考慮し、跡地の更なる有効活用の検討対

象とします。 

３．調査の目的 

今回のサウンディング型市場調査は、当地の地の利を活かした有効活用をすべく、行政内部の検

討のみではなく、事前に前提条件を伝えた上で民間事業者との対話の場を設け、市場の動向や活用

アイデアを把握することを目的とします。 

４．東大阪市及び当地周辺エリアの特徴 

 （１）東大阪市の特徴 

  本市は、大阪府の中部にある中河内地域に位置し、大阪市、堺市に次ぐ、府内第３位の人口規模

を有する中核市です。電車での移動では、関西圏の観光都市である大阪市、奈良市まで約 30 分、京

都市や神戸市まで約１時間の距離にあり、いわゆる交通の要衝として位置しています。さらに、日

本初のラグビー専用スタジアムである高校ラグビーの聖地「東大阪市花園ラグビー場」を擁する

「ラグビーのまち」として、また、技術力の高い中小製造業が多数集積する「モノづくりのまち」

として全国に知られている他、多くの大学や短期大学が立地し、若者が集う「学生のまち」として

の特徴を有しています。 
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■東大阪市の概況図 

資料：東大阪市総合交通戦略(令和元年 11 月) 

大阪市

奈良市

大津市

京都市

神戸市

和歌山市

関西国際空港

大阪国際空港

大阪市まで 鉄道等で 約20分
車で 約20分

奈良市まで 鉄道等で 約40分
車で 約30分

神戸・京都まで 鉄道等で 約60分
車で 約45分

関西国際空港まで 鉄道等で 約70分
車で 約45分

大阪国際空港まで 鉄道等で 約70分
車で 約30分



3 

（２）当地周辺エリアの特徴 

当地は、近鉄けいはんな線荒本駅から徒歩６分（約 500m）の位置にあり、北に築港枚岡線（国道 308

号線）、阪神高速 13 号東大阪線が、西に大阪中央環状線（府道２号線）、近畿自動車道が、南に大阪枚

岡奈良線（府道702号線）が通り、近畿の主要都市へ概ね1時間の移動が可能であるなど道路網が非常

に優れており、周辺には東大阪市役所総合庁舎や府立中央図書館、商業施設などがあり、利便性の高

い立地にあります。また大阪府では、令和１１年開業を目標とし、門真市駅から（仮称）瓜生堂駅までの 8.9 キ

ロメートルを延伸する「大阪府モノレール延伸事業」を進めています。この延伸により、大阪モノレールの「（仮称）

荒本駅」が新たに建設され、大阪国際空港に直結する他、近鉄けいはんな線「荒本駅」との結節点となり交通利

便性が良くなることから、さらなる発展が期待されています。

※地域情報等については、「ひがしおおさか ｅ～まちまっぷ」で確認してください。 

  〈URL〉http://www2.wagmap.jp/e-machimap/G0303A 

○付近見取図 



4 

〇対象地拡大図 

〇現地写真（東側より撮影） 
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５．当地の基本情報

地 番 東大阪市荒本西三丁目 10 番、11 番、12 番 

所 有 東大阪市 

敷 地 面 積 約 3,248 ㎡ （公簿地積）

用 途 地 域 第一種住居地域 

建蔽率／容積率 60％ ／ 200％ 

その他の地区設定 準防火地域 

ア ク セ ス 近鉄けいはんな線 「荒本駅」から南西へ約 500ｍ 

接 道 

東側：意岐部東 51 号線（東大阪市道） 

道路幅員約 8.5m（内歩道約 2.5m） 

西側：意岐部東 50 号線（東大阪市道） 

道路幅員約 3.83～4ｍ 

ま ち づ く り 東大阪市立地適正化計画における都市機能誘導区域に該当 

６．調査のスケジュール 

日程 内容 

 令和２年１２月 ３日（木）  本調査の実施要領の公表 

 令和２年１２月２５日（金） １７時３０分まで  現地見学会募集申込締切 

 令和３年 １月１３日（水）  現地見学会 

令和３年 １月２０日（水） １７時３０分まで  質問受付締切 

 令和３年 ２月 １日（月）  質問回答 

 令和３年 ２月 ３日（水）～ ２月 ５日（金）  参加申込受付期間（エントリーシート提出期限） 

 令和３年 ２月 ９日（火）  サウンディング実施日時及び場所の連絡 

 令和３年 ２月１５日（月） 正午まで  事前ヒアリングシート提出締切 

 令和３年 ２月２４日（水）～２月２６日（金）  サウンディング実施 

 令和３年 ３月上旬以降  調査結果概要の公表 

調査の公表

基本的な土地・建物等の情報、

市の考えやサウンディングの

流れ等を提示

調査の実施

事業実施主体で参画意向の

ある民間事業者と対話

調査結果の公表

・実施結果の概要を公表

・調査で把握した参入しやすい

公募条件の整理
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７．サウンディングの対象者 

  サウンディングの対象者は、当地の活用の実施主体となる意向を有する法人又は法人グループと

します。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、参加を認めないこととします。 

①無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号）第５条第１項に

規定する観察処分を受けた団体及びその役職員又は構成員 

② 東大阪市暴力団排除条例（平成 24 年３月 30 日東大阪市条例第２号）第２条第１号から第３号の

規定に該当する者及び同規定に掲げる者から委託を受けた者や関係団体 

③ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団

体に属する者 

８．サウンディング手続き 

（１）現地見学会（希望者のみ） 

   日   時：令和３年１月 13 日（水） 現地見学会：13 時 30 分～ 

   現地見学会：当地敷地内に集合（大阪府東大阪市荒本西三丁目 10 番、11 番、12 番） 

   申   込：参加希望者は、令和２年 12 月 25 日（金）17 時 30 分までに、｢10．連絡先｣に記載

のＥメールアドレス宛に必要事項（参加企業名・参加者全員の氏名・部署名・電

話番号・メールアドレス）を記入の上、送付してください。件名は【現地見学会

参加申込】とします。なお、参加できる人数は、１事業者（グループ）３名まで

とします。 

（２）質問の受付及び回答（希望者のみ） 

本調査に関する質問は、【別紙１】質問シートに記入の上、令和３年１月 20 日（水）17 時 30

分までに｢10．連絡先｣に記載のＥメールアドレス宛に送付してください。件名は【サウンディン

グ調査に関する質問】とします。質問に対する回答は、質問者名を除き、質問内容とともに令和

３年２月１日（月）までに市ウェブサイトで公表します。 

(３)サウンディングへの参加申込 

   期   間：令和３年２月３日（水）～２月５日（金）17 時 30 分まで 

   手 続 き：参加希望者は、【別紙２】エントリーシートに必要事項を記入の上、｢10．連絡

先｣に記載のＥメールアドレス宛に送付してください。件名は【サウンディング参

加申込】とします。なお、対話は、１事業者（グループ）あたり１時間を目安と

し、参加できる人数は、１事業者（グループ）３名までとします。 
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（４）事前ヒアリングシートの提出

サウンディングへの参加申込をされた事業者は、【別紙３】事前ヒアリングシートに、対話内

容の各項目についての意見・考え等を記入の上（記載可能な範囲で差し支えありません）、令和

３年２月 15 日（月）正午までに「10．連絡先」に記載のＥメールアドレス宛に送付してくださ

い。件名は【事前ヒアリングシート提出】とします。

（５）サウンディング実施 

①実施日時及び場所の連絡 

・エントリーシートに記載のご担当者様宛にＥメールで実施日時を連絡します。なお、令和３年

２月 24 日(水)～令和３年２月 26 日(金)の間で、実施日を設定します。 

②サウンディングでの対話内容 

・対話ついては、主に以下についてご意見・ご提案を求めます。 

『街が活性化し、にぎわい創出が実現できる提案やアイデア』 

※本市がサービス対価を支払って、敷地の一部の賃借、又は行政サービスの提供をすることは、現時点では想

定していません。

・なお、対話にあたり、特に資料提出は求めませんが、説明のために必要な場合には、市提出分

として資料５部をご用意してお持ちください。

（６）実施結果の公表 

・サウンディングの実施結果は、概要を市ウェブサイトで公表します。（公表にあたっては、事

業者のアイデア及びノウハウ保護等のため、事前に参加事業者に内容の確認を行います。） 

・参加事業者の名称は公表しません。 
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９．留意事項 

（１）サウンディングに関する費用 

・サウンディングへの参加に要する費用（書類作成、現地見学会、対話等への参加費用等）につ

いては、参加者の負担とします。 

（２）参加事業者の扱い 

・サウンディングは参加事業者のアイデア及びノウハウ保護のため個別に行います。 

・当地に関する事業者公募を後日実施する場合、サウンディングへの参加実績が優位性を持つも

のではありません。 

・本調査でご意見・ご提案いただいた内容は、当地活用の公募条件を検討する際の参考とします

が、必ずしも条件に反映されるものではありません。 

（３）追加対話への協力 

・必要に応じて追加対話（文書照会含む）を行う場合があります。 

10．連絡先 

  東大阪市企画財政部資産経営室資産経営課  担当：松園・岩本・新垣 

  〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目１番１号 （東大阪市役所総合庁舎 12 階） 

  電話：06-4309-3017 FAX：06-4309-3826 E-mail：shisankeiei@city.higashiosaka.lg.jp


