
あなたの ING がこれからの東横堀川をつくる 

東横堀川 ING 募集要項 
 
1 趣旨 

 東横堀川は、⽔⾨で囲まれた安全な環境、阪神⾼速⾼架による屋根がかかった全天候
型の河川空間など、他の河川にはない特徴を有しています。東横堀川における⽔都⼤阪
の新たなシンボル空間創出調査研究では、昨年度も利⽤可能⽔⾯や公園、閉鎖された公
園予定地の利活⽤可能性を探るモデル例として、⽔上キャンプ⽣活や東横堀川
Open&Link を実施しました。今後⻑期的に進められる護岸の耐震改修に合わせて、オー
プンな⽔際空間づくりが進められるが、持続可能な⽣きた⽔辺としていくためには、利
活⽤したい⼈にとって使いやすい空間と仕組みがあることと、⽇常的な維持管理や利活
⽤の主体となるプレイヤーの存在が不可⽋です。 
 そこで本年度のモデル例は、市⺠や地域、活動団体、企業など多様な主体の「やりた
い」を公募することで、東横堀川の利活⽤可能性を探るとともに、新たなプレイヤーの
発掘及び利活⽤を許容する空間や仕組み・制度のあり⽅などを探りたいと考えています。 

ぜひ、あなたの「やってみたい」、「こうだったら⾯⽩い」をご提案ください。あなた
の ING がこれからの東横堀川をつくります。東横堀川のあり⽅を⼀緒に描いていきまし
ょう。 
 

2 募集内容 
2.1 募集・実施スケジュール 

 ■エントリー期間 
 企画概要を提案いただき、東横堀川 ING にエントリーいただく期間です。 

・ 2022 年 8 ⽉８⽇（⽉）〜8 ⽉ 31 ⽇（⽔） 
※募集期間中に、船やサップなどでフィールドを体験するスタディツアーを実施
します。 
■実施調整期間 
実施にあたって河川や公園、近隣住⺠など関係各所との調整を⾏う期間です。 
・ 2022 年 9⽉〜10 ⽉頃を予定 
※提案者ごとに実施に向けた詳細企画を打合せの上、占⽤許可など関係機関との調
整を⾏います。提案内容に応じて調整期間が異なります。 
※調整状況に応じて実施が不可となる場合や、提案内容の変更が必要になる場合が
あります。ご了承ください。 
■東横堀川 ING 実施期間 
提案いただいた企画を実施いただく期間です。 
・2022 年 10 ⽉頃〜年内を予定。 
 

2.2 対象エリア 



・ 東横堀川及びその沿川を公募対象エリアとします。対象エリアの詳細は別添の
対象エリアマップを参照ください。 

・ Brown-Site（公園予定地）や Green-Site の内、閉鎖されている⽇頃は⽴ち⼊り
出来ないエリアも提案の対象エリアとなっています。 

・ Blue-Site（死⽔域）や Cruise-Site（河川航路）について、⽔⾨閉鎖後（22時か
ら 9 時）の提案も可とします。 

・ Brown-Site（公園予定地）の内、アクセスが極めてし難いなどの理由から、対象
エリアから外しているエリアについても希望があれば利⽤調整を⾏います。 

・ 応募者が実施を希望された内容に応じて、関係各所との調整を⾏いますが、安
全性の観点やその他関係機関との調整状況によりご希望に添えない場合もござ
います。ご理解のうえ、ご了承ください。希望内容での実施が困難であった場合、
別の場所や別の時間での実施に変更するなどご協⼒をお願いいたします。 

 
2.3 募集テーマ 

・ 募集においては、４つのテーマを設けます。2 つ以上のテーマにまたがる提案
や、4つのテーマをつなぐような提案も歓迎します。 

（１） Blue-Site ING 
東横堀川は東横堀川⽔⾨と道頓堀川⽔⾨に囲まれ、⽔位が管理され流れも
穏やかで安全な⽔⾯。橋脚と護岸に囲われた⽔⾯は、航路から外れている
ので安全に活⽤できる。全川に渡って分布。⽔に触れる、⽔上で過ごすな
ど、もっとも川を楽しめる Blue-Site を利活⽤する。 
（例：⽔上マーケット、⽔上バー・レストラン、⽔上キャンプ、⽔上シア
ター、⽔上菜園等） 

（２） Green-Site ING 
公園や緑道は、誰でも⽔辺に近づくことができる場。北部に集中している。
管理上の問題から⼀部閉鎖されているところもあるが、最も市⺠に⾝近な
Green-Site を利活⽤する。 
（例：マルシェイベント、演奏会、オープンテラスカフェ 等） 

（３） Brown-Site ING 
将来の公園・緑道の予定地で、今は閉ざされている。南部を中⼼に両岸に
分布。道と川をつなげるアクセス予定地も点在。護岸の改修⼯事をきっか
けに変わる可能性を秘めている Brown-Site を利活⽤する 
（例：マルシェイベント、演奏会、オープンテラスカフェ 等） 

（４） Cruise-Site ING 
⽔の回廊の⼀辺を担う東横堀川。東横堀川⽔⾨と道頓堀川⽔⾨に囲まれ、
⽔位が管理され流れも穏やかで安全な⽔⾯。阪神⾼速の橋脚が⽴ち並び、
⾼速の橋桁が屋根となったここにしかない河川空間をクルーズやアクティ
ビティで利活⽤する。 



（例：東横堀川⽔上タクシー、夜間航⾏クルーズ、宿泊クルーズ 等） 
  

2.4 応募部⾨ 
・ 応募部⾨を設け、個⼈からグループ、企業まで多様な主体の参画を可能として

います。 
（１）Idea ING部⾨ 

・個⼈でも参加可能。 
・どんな⼩さな「やってみたい」でも OK。 

（２）Challenge ING部⾨ 
・企業などによる東横堀川を使った実証実験やチャレンジの枠。 

  
2.5 実施に向けた⽀援 

・ 部⾨（１）、（２）共に、ご提案いただいた内容を受けて実施に向けた企画のブラ
ッシュアップや実施に向けた関係各所との調整や占⽤等に関する許認可取得を
⾏い、実現に向けた⽀援を⾏います。 

・ 部⾨（１）、（２）について、本調査業務の中で参加者に関わる事故や怪我に対応
するイベント保険に加⼊します。ただし、本調査業務で予定しているイベント保
険の範疇を超える補償が必要な場合には、提案者により別途保険にご加⼊くだ
さい。 

・ 部⾨（１）、（２）共に、東横堀川 ING の紹介チラシを全ての実施内容を掲載し
周知を⾏います。チラシや SNS、HP等での広報を⾏います。また、実施⽇には
実施場所にて東横堀川 ING紹介パネルや個別の実施内容の紹介パネルなどを展
⽰し、提案者のみなさまの取り組みの意味が伝わるようサポートします。 

・ 全体企画として、提案状況に応じてテーマ（１）〜（４）をつなぐような直営企
画を追加し多様な取り組みが効果的に実施できるようサポートを⾏います。 

 
2.6 備品・設備 

・ 台船：（3m×6m） 
Blue-Site の利活⽤などで使⽤可能な台船を準備いたします。 
優れた提案を優先して最低１件の提案で台船を利⽤いただけます。 

・ その他 
東横堀川唯⼀の⽔辺の賑わい施設であるβ本町橋の協⼒により、以下の設備・備
品の使⽤、レンタルが可能です。 
Ø 組み⽴て式テーブル（無料） 
Ø ランタン（無料）※電池はご準備ください。 
Ø テント（ThinningTent2m×2m：5基）（有料） 
Ø 屋台（有料） 
Ø トイレ（β本町橋内を利⽤可能） 



Ø シャワー（β本町橋内を利⽤可能） 
Ø 屋外シャワー（β本町橋内を利⽤可能） 

 
3 参加条件・参加資格 

3.1 参加条件 
●事業趣旨の理解 
・ 本募集の趣旨を理解し、東横堀川の利活⽤の可能性を広げ、新たな賑わいやシ

ンボル空間創出に寄与する取り組みを提案し主体的に実⾏して下さい。 
●法令遵守 
・ 法令遵守・許認可の取得については、2-5実施に向けた⽀援に記載の通り、占⽤
等の許認可調整は主催事業者を中⼼に⾏います。利活⽤希望箇所の関係法令に
従い、企画・運営を⾏ってください。 

Ø Blue-Site：河川法 
Ø Green-Site：都市公園法、河川法 
Ø Brown-Site：河川法 
Ø Cruise-Site：河川法 

・ 開催に必要な公共空間を利活⽤するために必要な⾏為許可、占⽤許可申請に必
要な情報、資料の提出などへのご協⼒をお願いいたします。 

・ 営利活動を伴うものについては占⽤料が発⽣する可能性があります。その場合
は、必要となる占⽤料を提案者にてご負担いただきます。 

・ 飲⾷事業等を実施する場合、提案者⾃らが所管保健所等に必要な営業許可(臨時
営業許可、露店営業許可等) を申請・取得し、⾷中毒等に関する保険等に加⼊の
上、営業許可書の写しを提出いただきます。 

●原状回復 
・ 東横堀川 ING の実施において設置した物品、占⽤施設等は実施期間終了後、退
去を⾏い、原状回復を⾏っていただきます。また、使⽤エリアや提供施設・備品
の汚損や破損が発⽣した場合は、提案者⾃らの責任で清掃や補修、補償を⾏って
いただきます。 

●安全対策・周辺環境対策について 
・ 提案者の実施状況や、天候不良等により、主催者⼜は募集主体が危険と判断し

た場合には、中⽌指⽰を⾏います。指⽰に従い速やかに撤収対応を⾏って下さい。 
・ 実施に必要な安全対策を徹底し、参加者の安全性を確保の上実施して下さい。 
・ 周辺環境への配慮として、騒⾳、におい、プライバシーの保護等を⼗分に⼼が

け、実施前には周辺住⺠等への説明を⾏うなど周辺環境に配慮した実施内容と
して下さい。また、実施後の清掃等により東横堀川の環境美化への貢献も期待し
ます。 

・ 開設されている Green-Site の利活⽤においては、公園の⼀般利⽤者の利⽤を妨
げない内容として下さい。 



・ Cruise-Site、Blue-Site の利活⽤においては、必要に応じて⾈運関係者との調整、
報告を⾏うものとし、安全な船舶航⾏を妨げない内容として下さい。 

・ 実施の際に苦情などがあった場合には、適切、かつ、真摯に対応するとともに、
その対応内容を主催者に報告して下さい。 

●報告共有について 
・ 実施時の記録写真の提供及び実施状況報告、参加者アンケートの実施、実施者
アンケートへのご協⼒を必須とします。 

・ 年度の最後に開催予定のオープンミーティングへの参加をお願いします。 
 

3.2 参加資格 
・ 提案者は、募集要項に定める内容及び条件等を⼗分理解した上でご応募くださ

い。次のいずれかの項⽬に該当する場合は、応募資格を有しないものとします。
なお、応募以降、審査終了までに次の項⽬に該当した場合は、応募資格を失うも
のとします。 

(1) 暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律第 2 条第 2 号に定める暴⼒
団(以下「暴⼒団」という。) のほか、次のアからオまでのいずれかに該当す
る者 

  ア 法⼈の役員等が暴⼒団員である者⼜は暴⼒団員がその経営に関与している
者※役員等とは、「法⼈の役員⼜はその⽀店若しくは営業所を代表する者で役
員以外の者」をいう 

  イ ⾃⼰、⾃社若しくは第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加え
る⽬的をもって暴⼒団の利⽤等をしている者 

  ウ 暴⼒団⼜は暴⼒団員に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなど直接
的⼜は積極的に暴⼒団の維持運営に協⼒し、⼜は関与している者 

  エ 暴⼒団⼜は暴⼒団員と社会的に⾮難されるべき関係を有している者 
  オ 暴⼒団⼜は暴⼒団員であることを知りながらこれを不当に利⽤している者 
(2) 応募書類提出時、税⾦を滞納している者 
(3) 法令等の規定により許認可等が必要とされる場合は、許認可等の条件となる
免許を有していない者 

(4) 宗教の教義を広め、儀式⾏事を⾏い、及び信者を教化育成することを主たる⽬
的とする者 

(5) 政治上の主義を推進し、⽀持し、⼜はこれに反対することを主たる⽬的とする
者 

(6) 社会通念上不適当あるいは違法なものを販売する者 
 
4 応募⽅法 

受付期間内に応募書類①〜③を記載の上、8 ⽉末⽇までにメール⼜は郵送にて、問合せ
先までお送りください。8 ⽉末⽇必着。 



① 提案書：様式１Idea⼜は様式２Challenge 
② エントリーシート：様式３ 
③ 誓約書：様式４ 

 
5 採⽤⽅法 

応募書類を元に募集主体にて選考を⾏います。また選考過程において、必要に応じて
追加資料の提出を求める場合がございます。ご理解ご協⼒ください。選考の経過や内
容、結果についての問い合せには、⼀切応じられません。 
【採⽤基準】 

1. 東横堀川 ING の趣旨を理解しているか。 
2. 東横堀川の利活⽤の可能性を広げ、新たな賑わいやシンボル空間創出に寄与す

る取り組みか。 
3. 周辺環境への配慮、安全性の確保ができるか。 
4. 実現性の⾼い内容か実施体制が⼗分か。 
 

6 提案後の流れ 
・エントリー期間：2022 年 8 ⽉末。 
・選考期間：2022 年 9⽉上旬。 
・調整期間：エントリー者の内容を確認の上、採⽤基準に基づき東横堀川 ING として
の実施の可否を判断し、提案者全員にご連絡します。 
 

7 実施体制 
・募集主体（企画運営）：株式会社ワイキューブ・ラボ 

本募集は、⽔都⼤阪コンソーシアムの「東横堀川シンボル空間創出調査研究業務」
受託事業者として株式会社ワイキューブ・ラボが調査研究の⼀環として実施する
ものです。 

・運営協⼒：β本町橋 
 
■問合せ先（提出先） 
・株式会社ワイキューブ・ラボ 担当：依藤（よりふじ） 
・住所：550-0021 ⼤阪市⻄区川⼝１丁⽬４−１１ 
・メール：mail@y3-lab.co.jp 



（様式１） 

Idea ING 部⾨ 提案書 
１． 提案タイトル 

 
２． 実施希望場所 

 
３． 実施希望⽇時 

 
４． 該当するテーマ 

該当するテーマに○を記載ください。 
Blue-Site ING Green-Site ING Brown-Site ING Cruise-Site ING 

５． 提案内容 
※提案内容はできる限り具体的に記載ください。図表、写真等の使⽤も可能です。 

※⽂字のフォントは 10ポイント以上を⽬安としてください。 

※A4 サイズ 2枚（A3 サイズ 1枚でも可）までにて作成ください。 

※PDF ファイルに書き出しご提出ください。特殊なフォントは PDF ファイルに埋め
込むなどフォント崩れにご注意ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（様式２） 

Challenge ING 部⾨ 提案書 
１． 提案タイトル 

 
２． 実施希望場所 

 
３． 実施希望⽇時 

 
４． 該当するテーマ 

該当するテーマに○を記載ください。 
Blue-Site ING Green-Site ING Brown-Site ING Cruise-Site ING 

５． 提案内容 
※提案内容はできる限り具体的に記載ください。図表、写真等の使⽤も可能です。 
※⽂字のフォントは 10 ポイント以上を⽬安としてください。 
※A4 サイズ 4 枚（A3 サイズとして 2 枚でも可、A4・A3 のミックスも可）までにて
作成ください。 
※PDF ファイルに書き出しご提出ください。特殊なフォントは PDF ファイルに埋
め込むなどフォント崩れにご注意ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（様式３） 

エントリーシート 
１．応募カテゴリ 

応募されるカテゴリに○を記載ください。 
Idea ING 部⾨ Challenge ING 部⾨ 

 
２．エントリー情報 

個⼈・任意団体などのグループの場合は（１）個⼈・グループでエントリーに、企業等
の法⼈でエントリーされる場合には（２）企業等法⼈でエントリーに必要事項を記載くだ
さい。 
（１）個⼈・グループでエントリー 

（ふりがな）  
代表者⽒名  

住所  

所属・グループ名など  
電話番号  
メールアドレス  
⽇頃の活動がわかる
SNS などがあれば URL
等を記載ください。 

 

 
（２）企業等法⼈でエントリー 

（ふりがな）  
エントリー代表者⽒名  

住所  

所属  
電話番号  
E-mail  
共
同
提
案
者 

⽒名  
所属  
⽒名  
所属  

※個⼈情報については、本事業に関することにのみ使⽤し、他の⽬的には使⽤しません。 
※共同提案事業者が複数ある場合は、⾏を追加の上、ご記⼊下さい。



（様式４） 

株式会社ワイキューブ・ラボ 
代表取締役 杉本 容⼦ 宛 
 
 
 

東横堀川 ING 誓約書 
 
私は、今回の東横堀川 ING にエントリーするにあたり、下記の事項を誓約いたしま
す。 
 

記 
 
１．東横堀川 ING 募集要項の内容を理解の上、エントリーいたします。 
 
２．「３、参加条件・参加資格」に記載の参加条件や、参加資格を満たしています。 
 
３．募集要項に記載のない事項については、募集主体等と協議を⾏い、東横堀川 ING
が滞りなく実施できるよう協⼒します。 
 

以上 
 
 
 
 
 
 
 
 

⽇付：       年    ⽉    ⽇ 
 
代表者⽒名               

 
 


