原田緩衝緑地の利活用に関するサウンディング型市場調査
実施要領

令和 3 年（2021 年）7 月
豊中市都市活力部空港課
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１．調査の目的
原田緩衝緑地は、千里川を挟んで空港の滑走路に隣接し、飛行機を真下から間近で鑑賞すること
ができる環境にあることから、この立地特性を活かし、同地を利活用した魅力的なスポットの整備
に向けた事業化を検討しています。
事業化を進めるに当たり、官民連携による多様な整備・管理運営の可能性について明らかにする
ことを調査の目的とします。

２．原田緩衝緑地の概要
原田緩衝緑地は、豊中市原田中 2 丁目に位置する大阪国際空港周辺緑地事業の緩衝緑地Ⅱ期事業
の計画地です。
現在、緑と食品のリサイクルプラザ、体験農場、緑化樹木見本園、記念樹の森、農業用送水施設
などの施設があります。

大阪モノレール
府道大阪中央環状線

蛍池駅
豊中駅

大阪国際空港
大阪国際空港

府道大阪池田線

岡町駅

北大阪急行

曽根駅

名神高速道路
国道 176 号線

阪急神戸線

【対象地の状況】
位置
敷地面積
土地の所有者
法規制等

阪急宝塚線

豊中市原田中 2 丁目地内（大阪国際空港の南東）
約 6ha
新関西国際空港株式会社（駐車場を除いて市が無償借用）
空港が近接するため、航空法第 49 条及び第 56 条の 3 に基づく建物の
高さ制限があり、海抜高 12～18m 程度以上の高さの建物等の設置が禁
止されています。また、航空法第 52 条において、航空灯火の明瞭な認
識を妨げる照明の設置等が禁止されています。
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３．調査の内容
（１）対象区域
利活用の対象区域は、原田緩衝緑地の全
域とします。
ただし、既存施設は緑化樹木見本園を除
いて、そのまま利活用するものとし、緑化
樹木見本園については、機能を確保した上
であれば、新規施設の整備を可能としま
す。

体験農場

利活用対象区域

水路

航空保安施設

機能を確保した上で新規施設の整備
が可能な区域

緑と食品の
リサイクル
プラザ

新規施設の整備の対象外区域

農業用
送水施設
記念樹
の森
駐車場

緑化樹木
見本園

（２）サウンディングの内容
原田緩衝緑地の事業方針（別紙 1 参照）を踏まえて、整備や管理運営に関するアイデアや提案な
どをお聞かせください（別紙１の利活用イメージや利活用イメージ図にとらわれることなく、ご意
見をお聞かせください）
。
事前に資料を提出する必要はありませんが、次の項目について、できるだけ具体的にご検討いた
だき、可能な限り提出用の資料を用意した上で、サウンディングにご参加ください。
項目

内容

施設整備

新規施設の内容、既存施設の活用法など

事業手法

民間活力を活用した整備や管理運営手法、事業期間など

管理運営手法

収益化や集客力の向上手法など

概算事業費

総事業費、市が負担するコストなど

その他

利活用方針に沿った新たなテーマやコンセプトなど
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４．調査スケジュール

１

実施要領の公表

令和 3 年（2021 年）7 月 21 日（水）

２

質問受付

令和 3 年（2021 年）7 月 21 日（水）~８月４日（水）

３

質問への回答

令和３年（2021 年）８月 11 日（水）

４

参加申込受付

令和 3 年（2021 年）8 月 12 日（木）～25 日（水）

５

日時及び場所の通知

令和 3 年（2021 年）8 月 27 日（金）頃

６

サウンディングの実施

令和 3 年（2021 年）9 月 7 日（火）、8 日（水）
、9 日（木）

７

調査結果概要の公表

令和３年（2021 年）10 月下旬予定

５．調査対象
原田緩衝緑地の利活用における事業の設計や実施主体となる意向を示す法人又は法人のグルー
プとします。グループで参加する場合は、構成員をすべて明らかにしてください。
ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
①地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当する者
②参加申込書提出時点で、豊中市入札参加停止基準（平成 7 年 6 月 1 日制定）に基づく入札参
加停止措置を受けている者
③会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）及び民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく
更生・再生手続き中の者
④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規
定する暴力団又は豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱（平成 24 年 2 月 1 日制定）に
基づく入札参加除外措置を受けている者
⑤国税（法人税又は所得税及び消費税（地方消費税を含む）をいう。）及び地方税を滞納してい
る者

６．参加方法
（１）質問の受付
本調査への質問がある場合は、
「様式 1 質問書」によりメールにてご提出ください。
メールの件名は【サウンディングに関する質問】としてください。

（２）参加申込
「様式２ サウンディング参加申込書」に必要事項を記入し、メールにてご提出ください。
メールの件名は【サウンディング参加申込】としてください。
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（３）サウンディングの実施
サウンディングの日時は、参加申込書に基づき調整させていただきます。申込多数の場合は、参
加可能な日時以外での調整をお願いする場合があります。

日程：令和 3 年（2021 年）9 月 7 日（火）、8 日（水）、9 日（木）のいずれか
時間：午前（10:00～12:00）、午後①（13:00～15:00）、午後②（15:00～17:00）
のいずれか
※終了の時間は早くなる場合があります。
場所：豊中市役所又は豊中市公共施設内の会議室
サウンディングに関する留意事項：
・サウンディングは非公開で個別に行います。
・サウンディングの参加人数は 3 名以内としてください。
・サウンディングに使用する資料がある場合は、参加者側で 5 部ご用意ください。
・プロジェクター、パソコンなどを使用する場合は、参加者側でご用意ください。

７．留意事項
（１）サウンディング内容の取扱い
・市及び本調査の参加者は、市が公表する本調査の内容以外の情報に対して、第３者への守秘義
務を厳守するものとします。
・調査目的から逸脱していると考えられるものについては、サウンディングをお断りする場合が
あります。

（２）サウンディングの参加に要する費用
・サウンディングの参加に要する費用は、参加者の負担とします。

（３）現地確認
・現地は基本的に施錠しています。現地確認を希望される場合は事前にご相談ください。

（４）追加調査等への協力
・必要に応じて、追加調査やアンケートなどを行うことがありますので、ご協力をお願いします。

（５）調査結果概要の公表
・調査結果の概要については、参加者に内容確認を行った上、ホームページで公表します。
・参加者の名称及び企業ノウハウに関する内容は公表しません。

８．提出先・問合せ先
連絡先 ：豊中市都市活力部

空港課

所在地 ：〒561-8501 大阪府豊中市中桜塚３丁目１番１号
電 話 ：06-6858-2085
メール ：kuukou@city.toyonaka.osaka.jp
担 当 ：清水、宮平、樋上
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