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第１ 事業の概要 

 １．趣旨 

 ２．事業概要 

３．土地の概要 

 ４．事業スケジュール（予定） 

 ５．1次提案・2次提案について 

 

第２ 事業条件 

１．基本的な考え方 

２．事業対象区域 

３．賑わい創出事業（ハード事業）に関する提案条件 

４．賑わい創出事業（ソフト事業）に関する提案条件 

５．維持管理事業に関する提案条件 

６．茶臼山北東部エリアに関する提案条件 

７．事業全体に関する提案条件 

 

第３ 応募条件・応募方法 

 １．応募者の構成等 

 ２．応募者に必要な資格 

３．応募の手続き 

４．応募書類の提出方法及び応募上の注意事項 

５．応募提出書類 

 

第４ 審査方法・審査基準等 

 １．審査方法 

 ２．審査基準 

 ３．プレゼンテーションの実施 

 ４．事業予定者の決定 

５．審査結果の通知及び公表 

 

第５ 照会窓口 

 

■別添書１ 「設計・整備に関する業務要求水準書」 

■別添書２ 「天王寺公園エントランスエリア魅力創造・管理運営事業協定書（案）」 

 

別紙１ 「位置図」 

別紙２ 「エントランスエリアにおける大阪市整備予定区域図」 

別紙３ 「エントランスエリア整備予定図面（変更図）」 

別紙４ 「天王寺公園エントランスエリア魅力創造・管理運営事業者募集に関する公園使 

用料の考え方について」 
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別紙５ 「茶臼山北東部エリア図」 

別紙６ 「Osaka Free Wi-Fi対応自動販売機および売店等における Wi-Fi環境整備につ

いて」 

別紙７ 「道路区域（道路と公園の兼用工作物）における建築等の制限について」 

別紙８ 「賑わい創出事業（ソフト事業）におけるイベントの考え方について」 

別紙９ 「バス駐車場（天王寺ゲート側）管理運営仕様書」 

別紙 10「耐震性貯水槽上部利用制限範囲概略図」 

別紙 11 「天王寺公園エントランスエリア魅力創造・管理運営事業 維持管理標準仕様書」 

 

応募書類様式 

 

 

※1次提案募集要項からの主な変更項目及び特に留意していただきたい部分には下線をひい

ています。 
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第１ 事業の概要 

１．趣旨 

大阪市では、大阪府とともに、世界の都市間競争に打ち勝つ都市魅力を創造・発信する

ため、平成 24年 12月に「大阪都市魅力創造戦略」を策定しました。そのなかで、天王

寺公園（動物園などの公園施設を含む。）を核とする「天王寺・阿倍野地区」を重点エリア

のひとつに位置付け、文化観光拠点の形成をめざしています。 

今回の募集では、効果的かつ効率的な事業となるよう、1次提案のヒアリング内容をふ

まえて、事業対象区域などの条件を今回の２次提案募集要項に反映し、1次審査通過者を

対象に詳細な提案を求めるものです。 

天王寺公園をより魅力的な拠点とするため、天王寺ターミナルに近接した天王寺公園の

エントランスエリア（約 25,000㎡。別紙１「位置図」のとおり。以下、「エントランス

エリア」という。）及び四天王寺・一心寺等の北側地区との結節点となる茶臼山北東部エリ

ア（約 5,400㎡。別紙１「位置図」のとおり。以下、「茶臼山北東部エリア」という。）

において、来園者や地域住民に対して新たな都市魅力や賑わいを提供する公園の魅力創

造・管理運営事業の提案を募集します。 

再開発などにより周辺環境が大きく変化している「天王寺・阿倍野地区」の核である天

王寺公園のなかでも、ターミナル及び周辺観光資源と園内の動物園・美術館を繋ぐエント

ランスエリアは大変重要な位置にあります。また、茶臼山北東部エリアは、大阪府指定史

跡（茶臼山および河底池）と北側地区の社寺及び大阪市内最大級の南北に伸びる緑地帯を

繋ぐ、地勢的特性と歴史性をもつ文化ゾーンの重要な位置にあります。 

こうした立地特性、ポテンシャルを活かし、エントランスエリア及び茶臼山北東部エリ

アにおいて、世界が憧れる都市魅力を創造し、「天王寺・阿倍野地区」全体の集客力の強化、

地域ブランド力の向上に寄与する意欲ある積極的で実現性のある事業の提案を求めます。 

 

２．事業概要 

（１）事業対象区域 

    次の①～③を事業対象区域として、事業の提案をしてください。（別紙１「位置図」

参照） 

① エントランスエリア 約 25,000㎡ 

② バス駐車場（天王寺ゲート側） 1,160㎡（管理許可対象面積 863㎡を含む

管理区域） 

③ 茶臼山北東部エリア 約 5,400㎡ 

なお、別紙２「エントランスエリアにおける大阪市整備予定区域図」における「連

絡ゲート建設（大阪市施工）の影響範囲」については、連絡ゲートの配置を踏まえ、

その一部を①のエントランスエリアに加え、本事業の維持管理対象区域とする場合が

あります。 
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（２）事業提案を求める内容 

    事業対象区域においては、立地特性を最大限活かし、従来型の公園のイメージに

捉われることなく、新たに民間事業者によって設置される施設等を含めて上質な都市

空間の形成を図ることが必要です。また、天王寺公園において、来園者が快適にすご

し、安心して利用できるように、利用の適正化を図るとともに、空間形成・動線に関

する工夫やイベント等の賑わいの継続など、民間事業者の柔軟かつ優れたアイデア・

企画力を活かして、ハード・ソフト・維持管理を一体的に実施する事業提案を求めま

す。 

事業対象区域において、次の①～③の事業を全て一体的に実施する事業者を募集し

ます。事業者自らが設置する施設による収益等をもとに事業を実施することとして、

提案をしてください。 

    なお、提案内容の実施については、事業者に選定された後、提案内容を尊重しつ

つ、双方協議のうえ、確定するものとします。そのため、事業計画の内容を変更して

いただく場合があります。 

 

① 賑わい創出事業（ハード事業） 

 事業対象区域において、動物園・美術館を有する天王寺公園の特色を活かし

た、新たな賑わいを創出する施設（飲食・物販・サービス施設等）の設置・運

営及び公園・緑地整備を行う事業の提案を求めます。また、ランドスケープデ

ザインに注力した景観形成を図った提案を求めます。 

② 賑わい創出事業（ソフト事業） 

 優れた立地のポテンシャルを活かして、常に多くの人が集う天王寺公園を実

現するために、ハード事業と一体となったソフト事業の提案を求めます。継続

的に事業が実施できる体制を確保し、周辺の地域活性化に取り組む団体・組織

との連携などにより、天王寺公園への集客を主軸としながら、「天王寺・阿倍野

地区」全体の集客力向上につながる優れた事業の提案を求めます。 

 ・イベント等の開催 

恒常的なイベント等の企画・実施又は誘致 

動物園 100周年事業と連携したイベントの企画・実施 

・プロモーション活動（広報・宣伝） 

動物園・美術館と連携したプロモーション活動 

天王寺公園の総合的な案内 

       ・ソフト事業を継続するための体制整備  など 

③ 維持管理事業 

事業対象区域全域について、都市公園として良好・快適な環境を確保するた

めの維持管理を行っていただきます。 

・清掃・警備 

・緑地・施設維持管理（樹木管理、公園・緑地の維持管理等を含む） 

・バス駐車場（天王寺ゲート側）の管理運営  など 
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３．土地の概要 

所在地及び面積 天王寺公園（大阪市天王寺区茶臼山町）約 26ha 

（うち、エントランスエリア約 25,000㎡、 

バス駐車場（天王寺ゲート側）1,160㎡、 

茶臼山北東部エリア約 5,400㎡） 

土地の条件等 ・都市計画公園区域 

・風致地区 

都市計画規制等 

 区域区分 市街化区域 

用途地域 第 2種住居地域 

建ぺい率 ８０％ 

容積率 ２００％ 

防火地域及び準防火地域 準防火地域 
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４．事業スケジュール（予定） 

  天王寺公園エントランスエリア魅力創造・管理運営事業の事業者募集から、事業者の

決定、事業着手、運用開始までの流れについては、次のとおりです。なお、事業スケジュ

ールについては現時点の予定であり、変更する場合があります。 

  また、事業予定者を決定する2次提案は1次審査通過者のみを対象に募集を行います。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天王寺公園エントランスエリア魅力創造・管理運営事業の提案募集 

（1次提案：事業概要・コンセプト提案募集） 

 

平成 26年 1月 

説明会、質問受付・回答、応募書類受付等 
平成 26年 1月 

～26年 3月 

平成 26年４月 

～26年７月 

天王寺公園エントランスエリア魅力創造・管理運営事業の提案募集 

（2次提案：詳細事業内容提案募集）【今回の提案募集】 

※1次審査通過者を対象に実施 

 

平成 26年８月 

1次審査 

応募書類の受付など（2次提案） 
平成 26年８月 

～26年９月 

平成 26年 10月（予定） 

事業者による建設工事など 

エントランスエリアでは平成 26年度中は本市による工事を予定しており、原

則、事業者による工事着手は 27年 4月以降（予定）となります。 

平成 27年４月 

～27年９月（予定） 

協定の締結 

平成 26年 11月（予定） 

事業者による魅力創造・管理運営事業の運用開始 平成27年10月（予定） 

事業予定者の選定 

提案内容のヒアリング 

1次募集（実施済） 

事業者の決定 

事業予定者の決定 
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５．1次提案・2次提案について 

  本募集は、2 段階の事業計画提案のうち、すでに実施している 1 次提案募集に引き続

き、2次提案募集を行うものです。2次提案内容の審査を経て、本事業の事業予定者を選

定します。 

  1次提案では、1次提案募集要項の別添書１「天王寺公園エントランスエリアへの民間

事業導入にあたっての方向性」（以下、「方向性」という。）を考慮して、天王寺公園に対

する基本的な考え方と事業対象区域での事業計画の概要を示していただきました。 

1次提案募集の応募者へのヒアリング内容も踏まえ、最終的に提案を求める事業の内容、

事業対象区域、公園使用料等の条件の詳細を決定したものを、今回の 2 次提案募集要項

として提示しています。 

 

 【1次提案において求めた内容】 

① 天王寺公園全体についての基本的な考え方 

② 事業計画概要、管理運営計画概要 

       

【2次提案において求める内容】 

   本事業を実施するにあたって、事業内容の詳細な提案を求めます。 

２次提案の内容を審査し、事業予定者の選定を行います。 

 

 

第２ 事業条件 

事業計画の提案にあたっては、次の「１．基本的な考え方」を十分理解していただいた

上で、「２．事業対象区域」から「７．事業全体に関する提案条件」までを満たす提案と

してください。なお、事業条件などは、法令の改正等に伴い、変更となる可能性がありま

す。また、提案した内容は、事業者として選定されても、これを確約するものではありま

せん。必要に応じて修正等していただく場合があります。 

 

１．基本的な考え方 

① 1次提案募集要項の別添書１「方向性」を考慮した提案としてください。 

② 事業者はプロモーション活動などにおいて、天王寺公園内の各施設との連携の中核

的な役割を担うことが求められますが、天王寺公園の機能に支障を及ぼさないもの

であり、天王寺動物園・美術館など天王寺公園内の各施設との連携や調和を図った

提案としてください。 

③ 天王寺公園は、都心にありながら自然と歴史と文化が一体となった公園であり、そ

の特徴を最大限に活かし、周辺環境や景観にも配慮した、天王寺公園全体の利用促

進や活性化に寄与するような提案をしてください。 

④ 周辺地域での取組みを十分に尊重して、地域と連携し、地域活性化に貢献するよう

な提案をしてください。 

⑤ 恒常的な賑わいを創出するため、ハード事業とソフト事業が一体となった賑わい創

出事業の提案を求めます。施設のみならず、恒常的なイベントの企画・実施などソ
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フト事業についても充実した提案としてください。また、事業実施にあたっては恒

常的なソフト事業を継続して実施できる体制を確保した提案をしてください。 

⑥ 天王寺公園への集客を主軸としながら、「天王寺・阿倍野地区」全体の集客力の強

化につながる提案をしてください。なお、本市では、天王寺公園の入園者数を 5年

間で倍増することを目標と考えています（平成 24 年度約 129 万人から平成 29

年度 260万人）。 

⑦ 事業対象区域における賑わい創出事業（ハード事業）については、「第 2 事業条

件」「３．賑わい創出事業（ハード事業）に関する提案条件」「（１）施設等の設置

条件」に示す本市整備予定事業を除き、本市の費用負担はないものと想定して提案

してください。事業者自らが設置する施設等による収益によって必要な費用を負担

し、整備・管理運営及び事業実施することを前提に、実現性のある事業提案をして

ください。（なお、事業者自らが整備し、施設等を本市へ寄附することを含む提案

も可とします。ただし、営利行為を伴う施設等は寄附の対象となりません。） 

 

２．事業対象区域 

  「第 1 事業の概要」「２．事業概要」「（１）事業対象区域」に記載しているとおり、

エントランスエリア、バス駐車場（天王寺ゲート側）及び茶臼山北東部エリア（別紙１

「位置図」参照）を活用した事業の提案をしてください。 

   

３．賑わい創出事業（ハード事業）に関する提案条件 

      提案していただく内容は、事業者自らが設置する建築物や工作物及び事業対象区域

内の公園・緑地整備及びこれらの管理運営に関することとなります。提案にあたって

は、周辺施設や環境、地域住民等との連携や調和、環境に寄与するものとしてくださ

い。また、事業対象区域内のみならず、区域外を視点場とした景観にも配慮し、建物

の裏側をつくらないデザインなど、ランドスケープデザインに注力した景観形成を図

った提案としてください。 

なお、都市公園としての機能を損なわない程度において、一部樹木を移植又は撤去

することを前提に、事業計画を提案することができます。ただし、移植又は撤去に伴

う費用は全て事業者の負担とします。 

 

（１）施設等の設置条件 

提案できる施設等は、天王寺公園や周辺地域の活性化が十分に認められる都市公園

法第 2条第 2項に定める「公園施設」に該当する施設に限ります。 

公園施設：都市公園の効用を全うするため、公園に設けられる施設。 

売店、飲食店、宿泊施設、運動施設、休養施設、園路及び広場、修景施

設、管理施設など 

 

※提案していただく施設等の整備に必要な費用は全て事業者負担として、提案を求

めます。 

※提案していただく施設は、周辺の景観及び環境等に配慮し、賑わいや快適性を創
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出する施設の配置計画としてください。 

※売店等において、公園利用と関連性の低い品目や公園の適正な管理に支障を及ぼ

す恐れのある品目、青少年の健全な育成を阻害する恐れのある品目と本市が判断

する品目の販売はできません。 

※事業者は、自らが整備する施設に対し、当該施設の利用者のために必要な台数分

の自転車駐車場を設置し、これを良好に管理運営していただく必要があります。

なお、天王寺駅・あべの駅周辺は、自転車等放置禁止区域に指定されています。 

（自転車等放置禁止区域については以下のホームページをご参照ください。 

http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000003176.html ） 

※事業者決定後、施設等の整備に際しては、別添書１「設計・整備に関する業務要

求水準書」（以下、「要求水準書」という。）も遵守する必要がありますので、確

認してください。 

 

【施設等用途の制限】 

施設等の設置にあたっては、都市公園法第５条に基づき、事業者が施設等を設置・

使用する範囲において、公園施設設置許可（以下、「設置許可」という。）または、大

阪市の施設を使用する場合には公園施設管理許可（以下、「管理許可」という。）が必

要となります。ただし、次に示す用途を目的とした施設の設置・使用は認められませ

ん。 

① 政治的又は宗教的用途に使用する施設 

② 風俗営業法等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項に規定する

風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業及びこれに類似する業の用

途に使用する施設 

③ 酒類販売を主目的とした用途に使用する施設 

④ 青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供等の用途に使用する施設 

⑤ 騒音や悪臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想される用途に使用する施設 

⑥ 上記の他、本市が公園利用との関連性が低く、「公園施設」とみなすことができ

ないと判断する施設 

 

  【公園・緑地整備】 

    公園・緑地整備にあたっては、１次提案募集要項の別添書１「方向性」の「Ⅰ天王

寺公園の基本的な考え方」「４エントランスエリアの役割、考え方」「５茶臼山・河底

池エリアの役割、考え方」及び「Ⅱ空間形成の考え方」「１エントランスエリアの空間

形成の考え方」を尊重し、園路及び広場、植栽等の修景施設、照明施設、サイン等の

管理施設、便所等の便益施設などの整備を行ってください。 

また、エントランスエリアでの公園・緑地整備では、多目的に使える広場を整備し、

そのうち芝生面積は少なくとも 2,500㎡以上を確保してください。 

 

  【Wi-Fi環境の整備】 

文化観光拠点の形成にむけて、集客力の向上を図るため事業対象区域でWi-Fiを使

http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000003176.html
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える環境整備が必要と考えられます。本市では、大阪府、大阪観光局、民間企業など

とともに、「Osaka Free Wi-Fi」の展開を進めており、別紙６「Osaka Free Wi-Fi

対応自動販売機および売店等における Wi-Fi環境整備について」に基づいて、事業者

として実施する「Osaka Free Wi-Fi」を活用したWi-Fi環境の整備計画を示してく

ださい。 

 

【建築面積】 

    エントランスエリア及び茶臼山北東部エリアをあわせて、建築面積は 4,000 ㎡以

下で提案してください。さらに、茶臼山北東部エリアについては、建築面積は 1,000

㎡以下となるように、提案してください。 

    なお、都市公園法施行令第 6 条及び大阪市公園条例（以下、「公園条例」という。） 

第 2 条の５第 2 項の規定により、都市公園法第 2 条第 2 項及び都市公園法施行令第

5 条に定める休養施設、運動施設、教養施設等を設ける場合は建築面積の特例が認め

られており、4,000㎡とは別に提案が可能です。 

 

【本市整備予定事業】 

  事業対象区域において、本市では、平成 26年度から 27年度にかけて次の工事を

計画しています。工事内容・範囲などについては、別紙２「エントランスエリアにお

ける大阪市整備予定区域図」及び別紙３「エントランスエリア整備予定図面（変更図）」

も参照してください。なお、本市が計画している整備予定事業は、現時点での計画で

あり、計画どおり実施されない場合があります。 

① エントランスエリア撤去等工事 

エントランスエリア中央部については、平成 26年度に撤去工事を行います。 

（工事内容・範囲） 

石柱・舗装及び噴水設備等の公園施設を撤去するとともに、電気工事（撤去工

事に伴い必要となる電気工事）、移植（撤去工事に伴う必要な樹木の移植）、仮設

工事等を実施します。 

（想定工事期間）平成 26年 10月～平成 27年３月末 

② 天王寺ゲート横トイレ改修 

   天王寺ゲート横トイレについては、平成 27年度に改修を予定しており、出会い

工事となることが想定されます。 

   （改修内容・範囲） 

既設各トイレの洋式化、多機能トイレの設置などの整備を行います。 

   （想定工事期間）平成 27年 7月～9月 

   なお、天王寺ゲート横トイレについては、ランドスケープデザインに注力したエ

ントランスエリア全体の施設配置を行ううえで、撤去を前提とした提案をすること

ができることとします。ただし、撤去に伴う費用については全て事業者が負担して

ください。また、撤去を行う場合は、エントランスエリア内に既設トイレと同等以

上の機能を有し、かつ本事業の施設配置計画をふまえた、利用者の利便性に配慮し

た配置にて、現行の諸基準を満たすトイレを設置してください。 
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③ 動物園（仮称）新連絡ゲート 

エントランスエリア西側に動物園連絡ゲートを新築する予定です（平成 27 年

度工事予定）。なお、同工事はエントランスエリア整備工事の時期と重なる予定で

あり、出会い工事となるため、施工計画や現場施工等に関して来園者動線・工事

用車両進入路・工程等の調整が必要となります。特に各工事エリアが隣接する区

域に関しては、施設計画（配置施設や計画高さ等）や仮設計画等について計画協

議や設計協議が必要となります。 

   （工事内容・範囲） 

動物園ゲートを新築するとともに、外構、植栽、電気等設備工事を行います。 

   （想定工事期間）平成 27年 6月～9月 

 

【天王寺公園のサイン計画】 

  天王寺公園では、公園・動物園全体のサイン計画の見直しを検討しています。 

  事業者の提案するサイン計画とも調整を図りつつ、平成 26年度中に天王寺公園・

動物園のサイン計画を策定する予定です。なお、対応言語は４か国語（日本語、英語、

中国語、韓国語）を想定していますので、事業提案時の基準としてください。 

 

【文化財保護法関係】 

事業を実施する場合には、天王寺公園内の事業対象区域には、埋蔵文化財包蔵地（天

王寺公園遺跡、茶臼山古墳）があり、そのエリアを掘削工事する際には、大阪市教育

委員会に届出及び協議が必要です。 

また、茶臼山北東部エリアの一部は、大阪府指定史跡に該当しており、現状を変更

する場合は、大阪府教育委員会に現状変更申請を提出し、許可を得ることが必要です。

その際、発掘調査が必要となる場合がありますが、その費用は事業者の負担となりま

す。 

埋蔵文化財包蔵地及び大阪府指定史跡の位置については、1次提案募集要項の別紙

３「埋蔵文化財包蔵地及び大阪府指定史跡、大阪市指定史跡」及び別紙５「茶臼山北

東部エリア図」をご覧ください。 

詳しくは、大阪市教育委員会事務局生涯学習部文化財保護担当（電話：06‐6208

‐9168）までお問い合わせください。 

 

【地下駐車場上部の荷重制限】 

エントランスエリアには、地下駐車場があるため、その影響範囲において、施設等

を設計・整備する場合は、次の荷重制限等を遵守していただく必要があります。 

2次提案においても、計画に際しては 1次提案における「天王寺公園エントランス

エリア魅力創造・管理運営事業者募集にかかる質問事項及び回答一覧」（番号：51、

52、61、134、135）の回答内容を踏まえ、事業計画を提案してください。  

なお、提案内容については、その計画の細部まで法令等に基づく承認を行うもので

はないことから、提案内容の変更が必要となる場合があります。 

※ 上載限度荷重 １ｔ/㎡ 、一部３ｔ/㎡ （1次提案募集要項の別紙４「地下駐車
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場平面図」のとおり） 

※ 駐車場の屋根スラブ（Ｏ.Ｐ. 14.66ｍ）の長期耐力については、「土被 2.5ｍ  

＋上載限度荷重を許容荷重」として設計されています。（1 次提案募集要項の別

紙５「現況整備図面」(O.P.表示）参照) 

 

【道路区域の建築等の制限】 

  エントランスエリアの一部区域（公共地下歩道及びその付属施設の存する範囲）並

びに天王寺公園内の認定道路（地上部）は、道路法上の道路であるとともに、道路と

公園の兼用工作物となっています。 

  兼用工作物の状況及び道路区域における建築等の制限については、別紙７「道路区

域（道路と公園の兼用工作物）における建築等の制限について」のとおりとします。 

また、道路法上の道路となっている天王寺公園内の認定道路（地上部）については、

今回の事業提案の対象外となりますので、認定道路（地上部）を活用した提案はでき

ません。なお、認定道路（地上部）については別紙１「位置図」を参照してください。 

 

  【既存施設の撤去等について】 

    次に示す「撤去可能施設」については、撤去を前提とした提案をすることができま

す。ただし、撤去に伴う費用については全て事業者が負担することとします。なお、

地中に不要な構造物が残らないよう施設等を撤去してください。 

    また、本市施設を事業者の負担により改修等を行う場合は、本市と施工内容及び原

状回復についての協議を行い、本市の承諾が必要となります。 

   （撤去可能施設） 

    天王寺ゲート、天王寺ゲート横トイレ、展示棟、連絡橋スロープ部分、スロープ横

売店、その他花壇、植栽、通路、柵 

 

４．賑わい創出事業（ソフト事業）に関する提案条件 

   提案していただく内容は、事業対象区域内でのイベントの開催及びプロモーション

活動、天王寺公園に関する総合的な案内等に関することとなります。なお、地域と連

携し恒常的な事業を実施するための考え方についても提案してください。 

 

（１）ソフト事業を実施する体制の確保 

   イベント等の開催及びプロモーション活動など、賑わい創出事業（ソフト事業）を

実施するにあたっては、地域と連携し恒常的に事業を実施するのに必要な体制（人員、

予算など）を確保してください。また、公園利用者数や満足度の把握方法についても

提案してください。 

 

【天王寺公園内部の連携について】 

1次提案募集要項の別添書１「方向性」に記載しているとおり、天王寺公園内部

での十分な連携を図っていくため、公園管理者や動物園・美術館の管理・運営主体

とともに天王寺公園内部のマネジメント組織を設置する予定であり、事業者にはそ
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の中核的な役割を担っていただきます。 

 

（２）地域との連携 

   1次提案募集要項の別添書１「方向性」に記載しているとおり、天王寺公園におい

て賑わい創出事業（ソフト事業）を実施するには、周辺地域の資源を活かした魅力あ

る地域づくりの取り組みと一体となって、地域の知恵と行動力を十分に活用する運営

体制の構築が必要です。また、天王寺公園をそれらの活動の一つの拠点として有効に

活用することも重要です。提案にあたっては、「方向性」をふまえ、地域との連携を図

るため、次の点を考慮した提案を行ってください。 

   ・「天王寺・阿倍野」地区全体の集客力と地域のブランド力の向上を図るものである

こと 

・地域密着型・地域活性化のためのイベントを実施すること 

・事業の実施にあたっては、周辺地域で継続的に魅力ある地域づくりに取り組む団

体などと連携すること 

・恒常的な賑わいの創出を図ること 

 

（３）行為の禁止及び制限 

    都市公園内における行為については、公園条例第 3条及び第 4条に基づくもののほ

か、別に法令の定めがある場合に、禁止または制限しています。したがって、事業者

は、設置許可・管理許可を得た施設について、次に示す行為（例示列挙）を行い又は

第三者に行わせることはできません。なお、設置許可・管理許可を得た施設を除く事

業区域内において、事業者がイベントの開催など禁止行為以外の行為（＝制限行為）

で、施設用途以外の目的で使用する場合は、詳細内容について事前に本市と協議を行

い、制限行為の解除に関する許可（以下、「行為許可」という。）を受けてください。 

① 政治的又は宗教的な用途で、勧誘活動及び公園利用者が対象となることが予想

される普及宣伝活動等 

② 風俗営業法等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項に規定す

る風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業及びこれに類似する業 

③ 売店・飲食店を除く施設において、営利を目的とした物品販売（ただし、イベ

ント事業における物品販売について、本市の承諾を受けたものは除く） 

④ 青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供等 

⑤ 騒音や悪臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想される行為 

⑥ 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号に規定する団

体(以下、「暴力団」という。)及びその利益となる活動を行う者、大阪市暴力団

排除条例（平成 23年条例第 10号）第 2条第 3項に規定する暴力団密接関係

者（以下、「暴力団密接関係者」という。）の活動 

⑦ 上記の他、公園利用との関連性が低く、本市が必要とみなすことができないと

判断する行為 
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  （４）事業者以外が実施するイベント 

   ① 天王寺動物園 100周年事業との連携 

平成 27（2015）年は、大阪都市魅力創造戦略のシンボルイヤーとして位置

づけられており、天王寺動物園も 100 周年を迎えます。特に、平成 27 年秋を

動物園 100 周年事業のコアイベントの時期と想定しており、動物園で実施され

る事業と連携を図ってください。 

② その他のイベントとの連携 

・大阪市（区役所を含む）が主催者として実施する事業 

・大阪市も構成団体となって実行委員会方式等で実施する事業 

・第三者が主催するイベントで大阪市が都市魅力向上・地域の活性化などに繋

がると判断する事業 

エントランスエリアの管理・運営にあたっては、事業者は上記事業の実施につ

いて配慮するとともに、事業者が主催者と調整をおこない、プロモーション活動

（広報・宣伝）において連携を図ってください。 

 

  （５）事業者が実施又は誘致するイベント 

    集客・周遊性などの観点からの都市公園機能の向上及び活性化等においては、地

域や事業者以外が実施するイベントなどと連携した賑わい創出事業（ソフト事業）

の展開が求められます。また、ソフト事業を効果的に実施するため、賑わい創出事

業（ハード事業）、維持管理事業と一体的に実施すること必要です。制度上、行為許

可・占用許可などの法的権限は本市が有するものとなりますが、事業者には、事業

対象区域における本市又は第三者によるイベントとの実施調整業務を担っていただ

きます。 

なお、イベント等の催事の実施にあたっては、各主催者は本市に対して行為許可

あるいは占用許可の申請が必要です。詳しくは別紙４「天王寺公園エントランスエ

リア魅力創造・管理運営事業者募集に関する公園使用料の考え方について」のうち

【イベント等催事の取り扱い】を確認してください。 

また、一般の公園利用者の利用とのバランスを考慮し、事業者が実施・誘致でき

るイベントは、土・日・祝日の大規模・中規模イベントでは、占用率が合計日数の

50％以下、そのうち収益性のあるものは年間土・日・祝日の全イベント日数の 7

割以下などの条件を設定しています。具体的な内容については、別紙８「賑わい創

出事業（ソフト事業）におけるイベントの考え方について」を確認してください。 

 

５．維持管理事業に関する提案条件 

事業対象区域全域について、上質な都市空間を実現・維持し、良好な環境を確保する

ための維持管理を行っていただきます。なお、維持管理に関する詳細は別紙 11「天王

寺公園エントランスエリア魅力創造・管理運営事業 維持管理標準仕様書」を確認して

ください。また、本市所有の公園施設の維持管理については、事業者と本市との間で「維

持管理協定」を締結する予定です。 
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（１） 清掃・警備、緑地・施設維持管理 

事業対象区域全体を快適な都市公園となるよう、必要な清掃・警備、緑地・施設

の維持管理を行っていただきます。事業対象区域内の全ての施設及び設備は清潔に

保ち、来園者が安全かつ安心して利用できるよう適正管理と保守点検に努め、万が

一、危険個所等を発見した場合は、迅速かつ的確に処理してください。 

 また、施設管理及び植物管理などの維持管理については、より質の高い維持水準

を保てるように努め、来園者が快適かつ安全に過ごせるよう必要な管理を行ってく

ださい。維持管理に必要な光熱水費、補修・修繕等は事業者の負担とします。 

 なお、公園全体（事業者の所有する公園施設を除く）の警備業務は本市が継続実

施します。事業者において事業対象区域の警備を一元的に実施することから、当該

区域における本市水準の園内警備経費相当額を本市より事業者へ分担金として支

払うこととします。 

（参考）平成 25年度警備費実績 約 700万円 

 

 （２）バス駐車場（天王寺ゲート側）の管理・運営 

大阪市では、平成 25年度事業としてバス駐車場（天王寺ゲート側：3台）を設

置しています（別紙１「位置図」を参照してください）。バス駐車場の管理計画（駐

車料金・管理方法など）を提案してください。 

     このバス駐車場（天王寺ゲート側：3台）について、大阪市からの管理許可の

もと、管理運営を行っていただきます。本事業の対象外である既存のバス駐車場

（天王寺公園南側・新世界側）の事業者と連携しながら管理運営してください。 

     バス駐車場の駐車料金収入は事業者の収入としますが、管理運営に必要な経費

は事業者負担となるほか、管理許可に伴う使用料を本市に支払っていただきます。 

     また、バスの駐車料金の設定にあたっては、本市との協議が必要となります。 

     詳しくは別紙 9「バス駐車場（天王寺ゲート側）管理運営仕様書」を確認して

ください。 

 

６．茶臼山北東部エリアに関する提案条件 

  茶臼山北東部エリアについては、1次提案募集要項の別添書１「方向性」に記載して

いるとおり、夕陽丘、四天王寺、一心寺等北側地区への来訪者を天王寺公園へ呼び込む

など、北側地区との結節点として、景観形成及び広域の回遊性を確保するための工夫が

求められます。 

  また、天王寺公園及び周辺は、「新・大阪市緑の基本計画」において保全配慮地区に指

定されており、特に茶臼山北東部エリアは、周辺に寺社・仏閣等が存在し、自然や歴史・

文化を感じることができるよう、みどりや景観の保全の配慮が必要となります。 

  そのため、北側地区から来訪者を天王寺公園へ呼び込む魅力的な公園・緑地や施設の

整備及びその維持管理などを実施する事業を提案してください。提案にあたっては、特

に、ランドスケープデザインに注力し、施設及び植栽等により構成される空間デザイン

を具体的に提示してください。 

  また、「第 2事業条件」の「３．賑わい創出事業（ハード事業）に関する提案条件」「４．
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賑わい創出事業（ソフト事業）に関する提案条件」「５．維持管理事業に関する提案条件」

など本募集要項の他項目も遵守していただく必要があります。 

 

 【整備に関する制約】 

   茶臼山北東部エリアにおける整備については次の条件を満たす提案をしてください。 

  ・建築面積は 1,000㎡以下としてください。 

  ・駐車場の設置を提案する場合には、公園利用者のための駐車場とし、駐車場面積（車

路を含む）が、茶臼山北東部エリアの面積（約 5,400 ㎡）の過半に至ることのな

いよう計画してください。 

・有料駐車場の管理運営にあたっては、天王寺公園全体の駐車場管理運営事業に配慮

した管理運営を実施していただく必要があります。また、駐車場の利用料金・営業

時間などについては、天王寺公園の利用状況や周辺駐車場の料金体系等を勘案し、

公園利用者の利便性向上に繋がる最適な利用料金・営業時間などを本市へ提案のう

え、本市の承諾を経て、事業者が決定できるものとします。 

・駐車場外周や路面の緑化など、エリア内外の景観性や地域環境の向上につながる工

夫を行うとともに、都市公園としてのランドスケープに注力した景観形成を図って

ください。 

・車両出入口については、前面道路のうち交通に支障を及ぼす影響が小さい方に設け

ることとし、必要最小限の箇所数としてください。なお、出入口の位置及び構造の

詳細については、事業者として事業を実施するときに別途、道路管理者等との協議

が必要となります。 

   

【運用開始時期】 

  茶臼山北東部エリアの運用開始時期については、提案者による段階的な事業展開を

可能とし、平成 27年 10月 1日から３年以内を目処に、提案者が運用開始時期を提

案できることとします。なお、茶臼山北東部エリアの運用開始時期を平成 27 年 10

月 1日より遅らせた場合でも、事業終了日はエントランスエリアと同じ平成 47年 9

月 30日となります。なお、「７．事業全体に関する提案条件」「（３）事業期間等」も

参照してください。 

 

【歩行者動線及び緊急時の管理用車両通路の確保】 

  茶臼山北東部エリアは、北側地区との結節点として、周辺地域環境への配慮及び公

園利用促進の観点から、当該区域の東側（谷町筋）及び北側道路からの安全で快適な

歩行者動線を確保してください。 

  また、緊急時には、天王寺公園内茶臼山側から茶臼山北東部エリアへの管理用車両

の通行を可能としていただく必要がありますので、緊急時の管理用車両の通路を確保

した計画としてください。 

 

【耐震性貯水槽に伴う建築等の制限】 

  茶臼山北東部エリアには、耐震性貯水槽があり、次の制限があります。 
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○上部利用制限範囲（別紙 10「耐震性貯水槽上部利用制限範囲概略図」参照） 

     ・南北方向は貯水槽本体を中心に約 14～23ｍの範囲 

     ・東西方向は約 55ｍ～60ｍの範囲 

○その他の条件 

     ・給水室（４箇所）および緊急遮断弁室（１箇所）の鉄蓋は常時開閉作業が可能

であるよう、鉄蓋の直上や周辺（別紙 10に記載の「範囲Ａ」）に支障物（停車

車両を含む）を置かないこと。なお、作業時には、必要なスペースおよび作業

用車両の搬入出路を無償で開放すること。 

・大規模災害等における応急給水活動に必要な範囲（別紙 10に記載の「範囲Ｂ」）

には工作物を設置しないこと。ただし、容易に移動できる設備類についてはそ

の限りではない。 

     ・耐震性貯水槽等の維持管理並びに修繕作業に必要な範囲（別紙 10に記載の「範

囲Ｃ」）内に設置する工作物については、本市から申し入れがあった場合におい

て、速やかに移設あるいは撤去を無償で行うこと。 

・別紙 10「耐震性貯水槽上部利用制限範囲概略図」に示す耐震性貯水槽用備品

倉庫および自動通報盤を移設する必要がある場合は、移設先について本市と十

分に協議すること。 

     ・給水タンク車が容易に入退場することができる出入口を確保すること。 

（給水タンク車４ｔ：全長 5.9m、全幅 2.2ｍ、全高 2.7ｍ） 

・耐震性貯水槽は、年１回水槽内部を清掃する必要があるため、作業時（連続し

た１週間程度）には、作業範囲（別紙 10に記載の「範囲Ｂ」）および作業用車

両の搬入出路を無償で開放すること。なお、作業範囲以外にも、水槽内の貯留

水を排水するため、天王寺公園の敷地外まで排水ホース伸ばし作業することが

ある。 

・応急給水訓練（不定期開催）の実施時には、施設利用を停止し、必要スペース

および作業用車両の搬入出路を必要期間（連続した３日間程度）、無償で開放す

ること。 

・大規模災害等の緊急時や日常点検時に本市職員の出入りが自由であること。 

・応急給水活動（貯水槽開設）および耐震性貯水槽等の修繕工事を行う際には、

長期間、施設利用ができない場合があるが、無償で開放すること。 

 

【文化財保護法関係】 

   茶臼山北東部エリアの一部は、大阪府指定史跡に該当しています。詳しくは、「第 2

事業条件」「３．賑わい創出事業（ハード事業）に関する提案条件」【文化財保護法関

係】を確認してください。 

 

７．事業全体に関する提案条件 

 本事業の実施にあたっては、本要項、別添書２「天王寺公園エントランスエリア魅力創

造・管理運営事業協定書（案）」（以下、「協定書（案）」という。）、本市の指示等を遵守す

るとともに、本市の施策、事業には協力してください。また、周辺施設や環境、地域住民
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等との連携や調和を図り、周辺施設・地域住民の理解を得られる提案をしてください。 

 なお、関係法令、協定書、設置許可などの各種許可に定める条件、その他関係機関の指

示に従わなかった場合、許可を取り消し、協定を解除することがあります。 

 

  （１）公園使用料 

     公園使用料については、別紙４「天王寺公園エントランスエリア魅力創造・管理

運営事業者募集に関する公園使用料の考え方について」及び 1次提案募集要項の別

紙８「公園使用料の基本的な考え方」を確認してください。 

     提案の際には、内訳を詳細に記載してください。ただし、公園使用料の金額につ

いては、設置許可などの各種許可を行う際に、市が確認し、決定します。 

     なお、公園使用料については、年度ごとに本市が指定する期日までに、本市が別

途発行する納入通知書により納入していただきます。 

      

（２）事業実施にかかる事前調査 

本事業の実施に伴い、事業対象区域内およびその周辺で、応募者は事前調査を実施

することができます。事前調査が実施可能な期間は次のとおりです。 

事前調査実施可能期間：平成 26年８月 13日(水)～平成 26年 9月 26日(金) 

（土日祝日は除く） 

事前調査実施可能時間：午前９時～正午・午後１時～午後５時 

事前調査を希望される場合は、本要項「第５ 照会窓口」へ調査を希望する 3日前

（土日祝日は除く）までに、電子メールにて申請してください。電子メールのタイト

ルは「天王寺公園エントランスエリア魅力創造・管理運営事業（事前調査希望）」とし

て、事前調査希望日、人数、調査内容、連絡先などを記載してお送りください。なお、

メールを送信していただき、翌日（土日祝日は除く）までに返信がない場合は、「第 5 

照会窓口」まで電話にてお問い合わせください。 

ただし、希望者が複数となる場合は、事前に調整が必要となるため、希望日に調査

することができない場合があります。なお、事前調査にかかる費用はすべて事業者負

担となります。また、調査の内容が土地の形質変更を伴う等、事前調査の対象として

認められない場合がありますのでご留意ください。 

（認められる事前調査の例示）測量調査、交通量調査、電気探査など 

 

（３）事業期間等 

協定締結後から解体・撤去完了までの期間（以下、「協定期間」という。）・事業期

間等の関連については、次の模式図に示すとおりです。事業期間は運用開始日を始

期として、最長２０年間とします。設置許可・管理許可の期間は、営業開始に先立

った施設設置工事着手から、事業終了後の原状回復までの期間です。ただし、設置

許可・管理許可の更新手続きが 3年ごとに必要となります。また、協定締結後、エ

ントランスエリアについては、原則として平成 27年 10月 1日までに本事業の運

用を開始していただきます。茶臼山北東部エリアについては、提案者が段階的な事

業展開を可能とし、平成 27年 10月 1日から３年以内を目処に、提案者が運用開



19 

始時期を提案できることとします。なお、事業終了後、事業者が設置した建築物及

び工作物等（ただし、本市への寄附物件を除く）については、原状回復の一環とし

て６ヶ月以内に解体・撤去していただく必要があります。 

また、事業終了日については、茶臼山北東部エリアの運用開始時期を平成 27 年

10月 1日より遅らせた場合でも、平成 47年 9月 30日となります。 

なお、事業期間中に欠格事項に該当または市長が本事業を継続することが適当で

ないと認めるときは、その許可を取り消し、協定を解除することがあります。この

場合、事業者の損害に対して本市は賠償しません。また、取り消しに伴う本市の損

害について、事業者に損害賠償を請求することがあります。 

 

 

（４）事業評価 

設置許可・管理許可の更新手続きにあたっては、本市が事業評価等を行い支障が

ないと判断した場合、継続して事業を行うことができます。事業評価項目は、次の

ものを予定しています。 

    〈事業評価項目（予定）〉 

① 事業提案時の事業趣旨に沿った事業内容が展開されていたか 

② 協定の締結内容に即した事業内容が展開されていたか 

③ 施設の維持管理が適切に行われていたか 

④ 騒音、悪臭の防止等、周辺の生活環境について十分配慮されていたか 

⑤  継続的な事業実施に向けた改善や再投資の検討等に取り組んでいたか 

⑥   上記の他、本市が必要とする事項 
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（５）リスク分担 

  事業予定者決定後から解体・撤去完了までの間における主なリスクについては、

次の負担区分のとおりとします。 

リスクの種類 内容 
負担者 

市 事業者 

法令変更 事業者が行う整備・管理運営業務に影響のある法令等の変更 協議事項 

第三者賠償 工事・維持補修・運営において第三者に損害を与えた場合   ○ 

物価 事業予定者決定後のインフレ、デフレ   ○ 

金利 事業予定者決定後の金利変動   ○ 

不可抗力 自然災害等による業務の変更、中止、延期 ※１   ○ 

資金調達 必要な資金確保   ○ 

事業の中止・延期 

本市の責任による中止・延期 ○   

事業者の責任による中止・延期   ○ 

事業者の事業放棄・破綻   ○ 

申請コスト 申請費用の負担   ○ 

引継コスト 施設運営の引継ぎ費用の負担   ○ 

施設競合 競合施設による利用者減、収入減   ○ 

需要変動 当初の需要見込みと異なる状況   ○ 

運営費の膨張 本市以外の要因による運営費の膨張  ○ 

施設損傷（市の所

有施設） 
施設、機器等の損傷 ※２   ○ 

施設損傷（事業者

の所有施設） 
施設、機器等の損傷 ※２  ○ 

債務不履行 
本市の協定内容の不履行 ○   

事業者の事由による業務又は協定内容の不履行   ○ 

性能リスク 本市が要求する業務要求水準の不適合に関するもの   ○ 

損害賠償 
施設、機器等の不備による事故 ※３   ○ 

施設管理上の瑕疵による事故 ※３  ○ 

警備リスク 事業者の警備不備によるもの  ○ 

運営リスク 
施設、機器等の不備又は、施設管理上の瑕疵並びに火災等の事

故による臨時休館等に伴う運営リスク 
  ○ 

※１ 自然災害（地震・台風等）等不可抗力への対応   

○公園施設等が復旧困難な被害を受けた場合、本市は、事業者に対して当該施設等

に関する業務の全部の停止を命じることがある。 

○災害発生時には、公園は広域避難場所となるほか、公園内施設を避難施設として

使用する場合、飲料水用耐震性貯水槽を応急給水活動に使用する場合などがある

ため、災害対応のために必要な場合、本市は、事業者に対して業務の一部又は全

部の停止を命じることがある。 

○業務の一部又は全部の停止を命じた場合であっても、本市は事業者に対する休業
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補償は行わない。ただし、業務の停止期間が著しく長期に及ぶ場合については、

本市及び事業者で協議を行い、事業期間を延長する場合がある。 

 ※２ 本市の所有する公園・公園施設の管理運営に伴う施設・機器等の損傷リスクへの対

応については、下記のとおりとする。 

○公園・公園施設の管理に伴う施設・機器等の補修・修繕等は事業者が行う。 

○補修・修繕等の実施により生じた財産は、本市に帰属するものとする。 

○第三者の責による施設損傷があった場合は、一義的には事業者が対応するものと

するが、公権力の行使が必要な場合は、本市及び事業者で協力のうえ、本市によ

り対応するものとする。 

 ※３ 施設・機器等の不備又は施設管理上の瑕疵等による事故への対応のため、事業者は

リスクに応じた保険（施設賠償保険など）に加入するものとする。 

 

【その他注意事項】 

・事業者は管理運営する施設に応じた防災計画を作成の上、この計画に基づき防災対策

を講じるとともに、天王寺公園が広域避難場所であることを念頭におき、本市等と連

携し防災対策にあたることが必要となります。 

・天王寺公園内の管理・運営業務（定期的な点検など）に伴い、事業者の事業に休業等

が発生した場合など、いかなる理由においても、本市は事業者に対して補償を行いま

せん。 

 

（６）関係法令等 

提案にあたっては、別添書１「要求水準書」の「第 2 施設設計要件」に示す適

用法令を遵守してください。事業対象区域にかかる制約等は、本要項「第 2 事業

条件」及び「要求水準書」などを参照してください。また、事業者として決定し

事業を実施する場合には、関係法令・条例等に係る協議及び手続き等については、

事業者自らが行っていただきます。なお、事業対象区域にかかる制約や、要求水

準書の内容に疑義が生じた場合は、「第３ 応募条件・応募方法」「３．応募の手

続き」の「(３)質問の受付・回答」に記載している手続きにより、本市に確認をし

てください。 

 

（７）設計等に関する諸条件 

 事業者は、「要求水準書」を満たす限りにおいて、自由に設計できるものとしま

すが、設計の際には、建築基準法など関係法令等を遵守してください。 

 

（８）工事等に関する諸条件 

事業者は、着手前・施工中・完了後等において、「要求水準書」及び関係法令等を

遵守し、工事を行ってください。 

また、エントランスエリア及び茶臼山北東部エリアでの工事着手が可能となるの

は、原則として平成 27年 4月 1日（予定）以降となります。 
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（９）事業・施設等の管理運営に関する条件 

事業者が事業を実施するにあたっては、事業対象区域について、関係法令等を遵

守のうえ、良好な維持管理を行うとともに、公園利用者が公平かつ平等に利用でき

るよう十分に配慮して、創意工夫をもって施設等の管理運営を行ってください。ま

た、効果的・効率的に事業実施及び施設等の管理運営を行うため、設置許可・管理

許可の申請及び更新時に、事業・施設等の運営計画などを記載した「事業・施設等

の管理運営計画」を作成し、事前に本市へ提出していただく必要があります。 

 

「事業・施設等の管理運営計画」記載項目（予定） 

①  事業・施設等の運営計画 

・ 運営方針 

・ 運営形態 

・ 事業に係る経費等の収支計画 

・ 公園内他施設との連携の実施工程及び実施プログラム 

・ 地域との連携に関する方針・体制及び事業者が主体となり実施するプログ

ラム 

・ Osaka Free Wi-Fi対応自動販売機および売店等における Wi-Fi環境整備

計画 

・ 安全対策（防災計画・防犯など） 

・ 環境対策（騒音・振動対策など） 

・ 違法駐車、違法駐輪対策 

・ 公園利用者数及び満足度の把握方法 

② 施設等の維持管理計画 

・ 維持管理方針 

・ 樹木、草花等植物育成管理 

・ 清掃、刈草など美観の保持 

・ 設備等保守点検 

・ 巡視、点検 

・ 警備、巡回（不法・迷惑行為・苦情要望への対応等） 

・ 安全対策（防災計画・防犯など） 

・ 駐車場の管理運営 

・ 公園（事業区域）の利用調整に関する方針、受付・連絡調整体制 

③ イベントの企画・実施、誘致 

・ 企画・運営方針 

・ 運営形態・体制（本市又は第三者によるイベントとの調整業務を含む） 

・ 実施工程及び実施プログラム 

・ 誘致イベント（イベント概要・効果など） 

・ 安全対策（防火・防犯・防災など） 

・ 環境対策（騒音・振動対策など） 

④  プロモーション活動（広報・宣伝） 
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・ プロモーション活動方針 

・ プロモーション活動形態・体制 

⑤  緊急時の体制及び対応 

⑥  職員配置計画 

⑦  配置する職員に対する研修計画 

⑧  その他、良好な管理運営に関すること 

⑨  事業内容の報告（更新申請時のみ） 

・ ①～⑧に関する実施状況 

・ 事業に係る経費等の収支状況 

・ 施設関連内訳の実施状況 

・ 資金調達計画の実施状況 

・ 事業計画の実施状況 

・ 本事業の効果（来園者数、消費額等） 

⑩ その他、事業実施及び評価等に必要であると認められる事項 

 

（１０）私権の制限 

事業者は、本事業に係る協定上の地位及び権利義務並びに、都市公園法に基づく

管理又は設置許可の権利を、第三者に譲渡・転貸し、又は担保に供することはでき

ません。 

また、事業者は、事業者が所有する施設等の所有権を、構成員以外の第三者に譲

渡することはできません。 

なお、その他制限については、別添書２「協定書（案）」を確認してください。 

 

 （１１）第三者の使用等 

     事業者が所有する施設等を第三者に使用させる場合（一時使用の場合は除く）は、

借地借家法第 38条に基づく定期建物賃貸借契約によるものとし、契約内容等につ

いて事前に本市の確認を得てください。 

     なお、その他制限については、別添書２「協定書（案）」を確認してください。 

 

（１２）保証金 

① 事業者は、公園使用料その他本事業から生じる全ての債務の担保として、事業者  

が所有する施設等の撤去・処分費相当額を、本市に保証金として預託していただき

ます。保証金の納入時期や納入額の算定方法などについては、別添書２「協定書（案）」

に記載していますので確認してください。 

【保証金の算出方法】 

  事業者が所有する建築物の延べ床面積×単価（※１）＋事業者が所有する屋

外（建築物以外）公園施設の設置許可面積×500円／㎡ 

 

 ※１ 建築物の延べ床面積に対する単価は次のとおりです。 

  （鉄骨造） 
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   １棟あたりの面積が 1,000㎡未満の場合 19,000円／㎡ 

   １棟あたりの面積が 1,000㎡以上の場合 14,000円／㎡ 

  （軽量鉄骨（プレハブ）造） 

   １棟あたりの面積が 500㎡未満の場合 14,000円／㎡ 

   １棟あたりの面積が 500㎡以上 1,000㎡未満の場合 15,000円／㎡ 

  なお、鉄筋コンクリート造など、上記以外の場合には、解体撤去相当額の単

価を別途協議により決定することとします。また、簡易な構造の建築物に該当

する場合には、別途協議できるものとします。 

 

②  保証金は、協定期間中、本市が無利息で預かることとし、協定期間の満了または

解除に際し、事業者による原状回復が完了した後、未払い等の債務があればその弁

済に保証金を充当した残額を返還します。 

 

（１３）原状回復の義務 

事業者は、事業期間終了後（設置許可等を取り消しまたは更新しない場合、事業者

が事業を途中で中止する場合を含む）、6 ヶ月以内の本市が指定する期日までに、事

業区域(本市に寄附する施設を除く)及び事業者の責により汚損もしくは破損した部分

を、速やかに原状回復するとともに、本市の立会いのもとで本市に返還してください。

ただし、事業者と次期事業者との間で、事業者が有する権利の譲渡が確実になされる

ことが見込まれ、かつ、これらの譲渡について本市が事前に同意した場合は、この限

りではありません。 

 

（１４）協定の締結 

事業予定者は、事業予定者となった後２ヶ月以内に別添書２「協定書（案）」を基

本とした協定を本市と締結していただきます。これをもって、事業予定者は事業者と

なります。なお、事業者は施設の設置などにあたり、別途、本市から都市公園法に基

づく設置許可などの各種許可を受ける必要があります。事業実施に際しては、協定書

や関係法令、設置許可・管理許可等に付された条件などを遵守していただく必要があ

ります。別添書２「協定書（案）」の内容に疑義が生じた場合は、「第３ 応募条件・

応募方法」「３．応募の手続き」の「(３)質問の受付・回答」に記載している手続きに

より、本市に確認をしてください。 

 

（１５）事業内容等の変更 

事業者が、2次提案において提出した事業計画書に基づく事業の実施内容をやむを

得ず変更する必要がある場合、または、より質の高い事業とするため再投資の有利性

から変更することを希望する場合は、事業者は相当の期間を設けて本市と協議を行っ

た上で、本市の承諾を得て事業の内容を変更することができます。なお、事業実施後

の事業内容の変更は、原則、設置許可・管理許可の更新時とします。また、やむを得

ない事情で構成員を変更する場合は、事前に本市の承諾を得る必要があります。 
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 （１６）事業報告書の提出 

    事業者は、次の項目を記載した事業報告書を会計年度（4月～翌年 3月）ごとに作

成し、毎会計年度終了後 20日以内に本市に提出してください。 

    ・事業の実施状況 

    ・施設の利用状況（利用者数など） 

    ・天王寺公園全体の利用者数（推計値でも可能） 

    ・事業に係る経費等の収支状況 

    ・その他事業実施状況を把握するために必要な項目（事業効果など） 

 

 （１７）再委託 

    業務の全部を第三者に委託し又は請け負わせてはなりません。業務処理の一部を他

に委託する場合は、本市の指定する書面による承諾が必要となります。業務を他に委

託する場合は、書面により委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、委

託の相手方に対する適切な指導、管理を行った上で業務を実施しなければなりません。

なお、契約の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく参加停止期間中の

者、または大阪市契約関係暴力団排除要綱に基づく入札等除外措置を受けている者で

あってはなりません。 

     

（１８）協定締結辞退等に伴う違約金 

事業予定者は、本市が事業予定者に決定した日から協定締結の間において、次の項

目に該当した場合は、違約金として次の方法により算出した金額を本市に納付してい

ただく必要があります。 

【違約金の算出方法】 

 公園使用料（年額）×0.03 

 

①  事業予定者が「第３ 応募条件・応募方法」「２．応募者に必要な資格」の「（３）

失格事項」に該当した場合及び応募資格がないこと、「（２）欠格事項」に該当

することが判明した場合 

② 本市の責によるべき事由によらず、事業予定者に決定した日から２ヶ月以内に

本市と協定を締結しなかった場合 

 

また、この他、協定締結以降の違約金については、公園使用料（年額）の 5％にな

ります。違約金を支払わなければならない場合などについては、別添書２「協定書（案）」

に記載しています。 

なお、収支見込が提案時と異なること等を理由に 2次提案において提出した事業計

画書の事業内容等を大幅に変更することは認められず、その結果、協定締結をはじめ、

事業実施に至らなかった場合は違約金納付の対象となります。そのため、利用者の需

要予測や収支見込については、十分に精査を行ったうえで事業計画の提案を行ってく

ださい。 
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第３ 応募条件・応募方法 

１．応募者の構成等 

応募者は、事業の実施に必要な資力、信用、技術的能力、管理能力、実績を有する

法人及びその他の団体(以下、「法人等」という。)、又は複数の法人等によって構成

される連合体(以下、「連合体」という。)とします。連合体により応募する場合は、

応募及び事業に必要な諸手続き等を一貫して担当する法人等(以下、「代表者」とい

う。)をあらかじめ定めてください。また、連合体の構成員の役割分担を明確にして

ください。なお、本市と協議していただく窓口については、代表者に一元化していた

だく必要があります。 

また、連合体で応募する場合には、次の事項を順守してください。 

① 代表者の変更は認めません。 

② 構成員の変更は認めません。ただし、やむを得ない事情で連合体の構成員に変

更が生じる場合には、事前に本市の承諾を得る必要があります。 

③ １つの連合体の代表者または構成員は、別の提案を行うグループを構成する法

人等や単独の応募者となることはできません。 

 

２．応募者に必要な資格 

2次提案は、1次選考通過者のみが対象となります。1次選考通過者以外は 2次提案

に応募できません。 

 

（1）応募資格 

① 直近３事業年度分の法人税、消費税及び地方消費税、法人都道府県民税、法人事

業税、法人市町村民税の滞納がないこと。 

② 応募時に次に掲げる事項に該当していないこと。 

ア 地方自治法施行令第１６７条の４に規定する欠格事項に該当している 

イ 大阪市競争入札指名停止措置要綱に基づく指名停止期間中である 

 

（2）欠格事項 

次のいずれかに該当している場合は応募することができません。 

① 破産者で復権を得ない者 

② 地方自治法第２４４条の２第１１の規定により、本市又は他の地方公共団体から

指定を取り消され、その取り消しの日から２年を経過しない者 

③ 応募する法人等の役員に、次のいずれかに該当する者がいる法人等 

ア ①に該当する者 

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく

なった日から２年を経過しない者 

ウ 公務員で懲戒免職処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 

 

（3）失格事項 

次の要件に該当した場合は、選定審査の対象から除外します。 
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① 選定審査に関する照会・要求等を申し入れた場合 

② 提出書類に虚偽の記載があった場合 

③ 本要項に違反又は著しく逸脱した場合 

④ 提出期間内に提出書類等が提出されなかった場合 

⑤ 暴力団の構成員又は暴力団密接関係者 

⑥ その他、不正行為があった場合 

 

３．応募の手続き 

（１）募集のスケジュール（2次提案募集） 

募集要項の配布 平成 26年８月７日(木) 

↓ 

質問の受付 平成 26年 8月８日(金)～平成 26年 8月 20日(水) 

↓ 

質問への回答 平成 26年 8月 29日(金)（予定） 

                             ↓ 

応募書類等の受付 平成 26年 9月 29日(月)～平成 26年９月 30日(火) 

↓ 

プレゼンテーション 平成 26年 10月 15日(水)（予定） 

                             ↓ 

事業予定者の決定 平成 26年 10月（予定） 

                             ↓ 

協定の締結 平成 26年 11月（予定） 

                                              

（２）募集要項の配布 

   ① 配布期間 

 平成 26年 8月 7日(木)に 1次選考通過者に対して配布します。 

② 配布方法 

1次選考通過者に対して、電子メールにて送付します。 

 

（３）質問の受付・回答 

① 受付期間及び受付時間 

    平成 26年 8月 8日(金)～平成 26年 8月 20日(水)午後 5時まで 

③  提出方法 

本要項「第５ 照会窓口」まで、指定様式（様式１）により、電子メールにて提

出期限までに提出してください。電子メールのタイトルは「天王寺公園エントラン

スエリア魅力創造・管理運営事業（質問提出）」としてください。確認次第、受信

した旨、返信メールを送信しますが、平成 26年 8月 20日(水)午後 5時 30分ま

でに、返信がなかった場合は、電話で直接照会窓口までご連絡ください。なお、電

話・ＦＡＸ、来訪による質問には、一切お答えできません。 
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（４）質問に対する回答等 

   質問に対する回答は、平成 26年８月 29日(金)（予定）の回答日に 1次選考通過

者あてに電子メールにて回答します。ただし、質問が多数に及ぶ場合等には、回答日

を延期する場合があります。 

なお、今回の募集に関わる、募集要項及び要求水準書等の修正や追加があった場合

には、1次選考通過者に対して電子メールなどで連絡しますので、ご留意ください。 

 

４．応募書類の提出方法及び応募上の注意事項 

（１）受付期間及び受付時間 

   期間：平成 26年９月 29日(月)～平成 26年９月 30日(火)  

   時間：午前 9時 30分～正午・午後 1時～午後 5時 

   ※上記以外の日時での応募書類の提出は受付できません。 

 

（２）提出場所及び提出方法 

     事前に電話連絡のうえ、本要項「第５ 照会窓口」まで必ず持参してください。な

お、郵送・ＦＡＸ・電子メール等、持参以外の方法による提出は受付できません。 

 

（３）必要書類及び提出部数 

応募に必要な提出書類の様式及び部数等は、次の「５．応募提出書類」「（１）

応募登録書類」、「（２）事業計画提案書類」を確認して下さい。 

 

（４）提案内容の取扱い 

   今回の２次提案で提出された内容については、事業予定者が決定するまでは公

開しません。なお、今回の提案内容やプレゼンテーション等の経過の概要につい

ては、2 次提案募集が終了し、事業予定者が決定後、本事業の決定経過の一環と

して公表することがあります。 

 

（５）その他注意事項 

＜関係者等との接触の禁止＞ 

本市から連絡した場合を除き、事業予定者選定委員及び本件業務に従事する本

市職員、その他、本件関係者に対しての接触を禁止します。接触の事実が認めら

れた場合は、失格となる場合があります。 

＜募集要項の承諾＞ 

   申請者は、申請書類の提出をもって、本要項の記載事項を承諾したものとみな

します。 

＜応募内容の変更禁止＞ 

 受付終了後、応募書類の内容を変更することはできません。 

＜応募書類の取扱い＞ 

  応募書類の著作権は応募者に帰属します。ただし、事業者の選定に関する情報
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の公表時及びその他本市が必要と認める場合は、本市は応募書類の全部又は一部

を無償で使用・公表できるものとします。 

  また、応募書類は理由の如何に関わらず返却しません。 

 ＜情報公開＞ 

  申請書類等本市に提出された書類は、大阪市情報公開条例に定めるところによ

り、公開される場合があります。 

＜応募の辞退＞ 

 応募書類提出後に応募を辞退する場合は、参加辞退届（様式８）を提出してく

ださい。 

＜費用負担＞ 

応募にかかる経費は全額応募者の負担とします。 

 

５．応募提出書類 

  本事業（２次提案）に応募する法人等は、「（１）応募登録書類」、「（２）事業計画提

案書類」に掲げる書類を必要部数提出してください。必要書類に不備がある場合は、

応募は受け付けできません。 

 

（１）応募登録書類 

Ａ４縦ファイル(左側２穴)に次の書類を綴り、必要部数を提出してください。 

(ファイルの表紙に「正」、「副」の区別がわかるよう明記してください。) 

 

 

 

【提出書類(応募登録)】 

 名 称 様 式 部 数 内 容 

[1] 応募登録申込書 様式２ ３部 

(正本１部、 

副本２部) 

所定の用紙に必要事項を記入 

[2] 誓約書 様式３ 所定の用紙に必要事項を記入 

[3] 
連合体協定書【標準様式】 

※1 
様式４ 副本３部  ※2 連合体で申し込む場合に提出 

[4] 事業者別状況調書 ※3 様式５－１ ３部（正本１部、

副本 2部） 

所定の用紙に必要事項を記入 

[5] 事業者の経理状況調書 ※3 様式５－２ 所定の用紙に必要事項を記入 

[6] 申込添付書類 ※３ 

様式自由 

３部 

(正本１部、 

副本２部) 

※５ 

ⅰ会社定款または寄附行為 

各種証明書 

ⅱ商業登記簿謄本及び代表者の印

鑑証明書（直近 1カ月以内に発行

のもの） 

様式自由 ⅲ会社概要書 

様式自由 ⅳ役員名簿及び履歴書※６ 
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※1 連合体で申し込む場合のみ提出すること。 

※2 受付時に原本と副本の照合を行うので、原本を持参してください。 

※3 連合体で申し込む場合、全ての構成員について上記[4]～[6]を提出してください。 

※４ 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書。 

  非営利法人の場合は、貸借対照表、正味財産増減計算書、キャッシュ・フロー計算書及     

び財産目録並びに収支計算書。 

      ※５ 各種証明書は正本は原本を添付し、副本は複写したものでもかまいません。 

      ※６ 役員の名簿については、法人にあっては、代表者のほか非常勤を含む役員及びその経営

に事実上参加している者、法人格を有しない団体にあっては、その代表者及び経営に事

実上参加している者の名簿を提出してください。また、役員の名簿に記載した者、全員

の履歴書も提出してください。 

 

（2）事業計画提案書類 

Ａ３横ファイル(左側２穴)に次の書類を綴り、正本１部、副本１２部提出して

ください。様式を特に定めていない提出書類については、Ａ１判までの大きさで

作成し、Ａ３横ファイルに折って綴じてください。あわせて、データ(データ形式

は、Microsoft office2007互換モードのエクセル・ワード及びＰＤＦデータと

します)を保存したＣＤ－Ｒを１部提出してください。(模型や動画等での提出、

前述のデータ形式以外による提出は不可。)。 

また、選定の公正性を高める観点から、副本の提出書類一式は、申請団体の商

号または名称、代表者氏名、管理運営実績施設の名称、資本関係等をマスキング

した状態で、提出してください。マスキングが不足している場合は本市において

追加のマスキングを行います。 

 

関係法令に

定める様式 

ⅴ直近 3事業年度分の次の書類 

・営業報告書 

・会社法に定める計算書類※４（連

結含む）及び附属明細書 

・法人税申告書一式 

各種証明書 

ⅵ直近 3事業年度分の次の書類 

・法人税、消費税及び地方消費税

の納税証明書（納税証明書「その

３」または「その３の３」。直近 3

カ月以内に発行のもの） 

・法人都道府県民税、法人事業税、

法人市町村民税の納税証明書（本

店所在地の納税証明書。直近 3 カ

月以内に発行のもの） 

[7] 選定結果通知用封筒一式 長形３号 １部 

長形３号封筒に送付先を明記し、

特定記録郵便相当の切手（252

円）を張り付けしたものを１通。 
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【提出書類（事業計画）】 

種  類 書  式 内  容 

表紙 様式自由 表現自由（※正本には申請者名を記載し、副本は申請者名は記載

しないこと。） 

目次 様式自由 表現自由 

[１]事業コンセプト 

 基本的な考え方 

 

 

様式自由 以下の項目について、文章、図面、イラスト、写真等で説明する

こと。 

・エントランスエリア等での提案にあたって想定した天王寺公園

全体について、動物園・美術館を含めためざすべき公園像、デ

ザインの基本的な考え方、サイン計画・動線計画の基本的な考

え方、利用者の想定、動物園・美術館との連携、周辺地域との

連携の考え方 など 

 事業コンセプト 

 

様式自由 以下の項目について、文章、図面、イラスト、写真等で説明する

こと。 

・事業対象区域のコンセプト（提案趣旨・機能構成・運営管理方

針、デザインなど） 

・本事業の公共性 

・Osaka Free Wi-Fi対応自動販売機および売店等におけるWi-Fi

環境整備計画  など 

 天王寺公園及び「天王寺・阿

倍野地区」活性化への貢献 

様式自由 提案事業を展開することによって、天王寺公園及び「天王寺・阿

倍野地区」へ寄与できることを、主に以下の各項目について示す

こと。 

・公園（動物園・美術館を含む）及び「天王寺・阿倍野地区」全

体への集客力強化 

・公園（動物園・美術館を含む）及び「天王寺・阿倍野地区」の

ブランド力の向上 

・その他提案事項 

[２]事業計画 

 （１）賑わい創出事業計画 

配置図 様式自由 ・エントランスエリア・茶臼山北東部エリアで各々作成し、各エ

リアの全体施設配置が分かる記載とすること。 

・事業者において整備する施設・範囲（建築物・工作物・緑地・

園路・広場等）を明示し、各施設の用途・主要寸法・面積等を

記載すること。 

・整備施設の内容については、凡例等により施設種別を明記する

こと。 

・勾配処理が生じる範囲については、勾配を記載すること。 
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諸元表 様式自由 ・提案する全ての建築物及び工作物について、公園施設の種類、

用途、構造、階数、建築面積、延床面積、最高高さ、設備内容、

内装・外装などの仕上げ方法、管理運営主体、その他必要に応

じて施設設計方針について記載すること。また、施設内に複数

の用途がある場合についても、上記の内容を用途ごとに明記す

ること。 

・提案する全ての建築物及び工作物について、事業者が整備後、

本市へ寄附を想定する場合、その対象となる施設用途・規模等

が分かるよう明記すること。 

・第三者の使用がある場合には、見込まれる社名などを記載する

こと。社名などが記載できない場合には、想定する業種などを

記載すること。 

設置施設等の平面図、立面

図、断面図等の計画図 

様式自由 ・平面図には屋外空間も含めて表現すること。 

・立面図及び断面図は東西面、南北面を含む 2面以上作成するこ

と。 

・各図面には室名、主要室面積（単位：㎡）、主要な寸法等を記

入すること。 

公園・緑地整備計画図 様式自由 ・園路及び広場、植栽等修景施設等の整備計画図を示すこと。図

面には、計画高、主要な寸法、数量・規模等を記入すること。

なお、配置図との兼用を可とする。 

撤去範囲図 様式自由 ・配置図をベースとして、事業者において実施する撤去範囲（既

存施設・柵・舗装など撤去内容別に区分）をハッチング等によ

り示すこと。 

・撤去施設の内容については、凡例等により施設種別を明記する

こと。 

寄附施設図 様式自由 ・事業者が整備した施設のうち、大阪市への寄附を想定している

施設（緑地・園路・広場など）がある場合は、対象となる施設

を記載した平面図を作成すること。 

・寄附施設の用途・主要寸法・面積等を記載すること。 

動線計画図 様式自由 本事業における動線計画について、以下のとおり図面等を作成

し、動線計画に関する工夫・考え方等を示すこと。 

・周辺地域も含めた天王寺公園全体の動線イメージ図を作成し、

提案計画における公園全体の歩行者ネットワークや回遊性へ

の寄与・考え方を示すこと。 

・事業対象区域（エントランスエリア・茶臼山北東部エリア各々）

の動線計画図を作成し、各方面別の歩行者動線を矢印等で示す

こと。また、通過動線となる園路等については、計画幅員を記

載すること。 
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サイン計画 様式自由 以下の項目について、図面、イラスト、写真等で説明すること。 

・事業対象区域のサイン計画の基本的な考え方 など 

セキュリティライン計画図 様式自由 ・事業対象区域について、フェンス等の設置による夜間閉鎖等の

セキュリティ対策を計画している場合は、セキュリティライン

計画図（フェンス等による閉鎖区域を示した平面図）を作成す

ること。 

・セキュリティ対策の方針（閉鎖時間・運用方法等）について記

載すること。 

照明計画図 様式自由 ・夜間景観を創出する照明計画について、実施計画（図面もしく

はイメージ図）を示すこと。 

インフラ施設計画 様式自由 ・事業対象区域におけるインフラ施設（上下水道・電力等）の整

備内容（容量・配線・配管計画等）を記載すること。 

・広場等でのイベント時に使用する電源等施設について、整備を

計画している場合は、その内容も記載すること。 

工程表・実施スケジュール 様式自由 ・施設等の設計、工事、運営準備期間など運用開始までの工程が

分かるように表現すること。 

・茶臼山北東部エリアの運用開始時期を示すこと。 

（２）デザイン（外観透視図

等のイメージパース） 

様式自由 ・天王寺公園の特徴を踏まえた景観コンセプト、ランドスケープ

デザインの考え方、都市公園として上質な空間形成の工夫など

を示すこと。また、これらの考え方に基づいて実施する公園・

緑地整備の具体的な内容を示すこと。 

・以下のイメージパースを作成すること。 

①エントランスエリア 

・エリアを一望できる鳥瞰パース（１点） 

・エリア東端からの西向きパースを必須とし、２方向以上から

のアイレベルパース（２点以上） 

 ※１点は、広場等の屋外空間における賑わいの情景をイメー

ジした表現とすること。 

 ※少なくとも１点は、主要な建築物の外観イメージを含んだ

表現とすること。 

・夜間景観イメージ（１点） 

※広場等の屋外空間における夜間の賑わいの情景をイメー

ジした表現とすること。 

※鳥瞰レベル・アイレベルについては任意とする。  

②茶臼山北東部エリア（２点以上） 

・鳥瞰レベル・アイレベルについては任意とする。 

・谷町筋側からの景観イメージ並びに、エリア全体についての

景観イメージが分かる表現とすること。 
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 ③その他（任意） 

・主要な施設（屋外のイベント施設、アイコンとなるモニュメ

ント等）については、①②に記載がない場合は、適宜、イメ

ージパースを作成すること。 

・その他、事業提案の内容を説明するうえで必要となるイメージ

パース 

（３）ソフト事業計画 様式自由 以下の項目について具体的に提案内容を示すこと。 

・事業内容 

・地域との連携方法 

・恒常的なイベント等の計画（実施内容、実施時期、プログラ

ム、頻度など） 

・コーディネート、誘致するイベント等の内容 

・ソフト事業を継続するための運営形態・体制(人数、経費など） 

・プロモーション活動事業計画 など 

（４）維持管理事業計画 様式自由 以下の項目について具体的に提案内容を示すこと。 

・清掃・警備・緑地・施設維持管理に関する実施計画（内容、頻

度など） 

・バス駐車場の管理計画（駐車料金、管理方法など） 

・上質な都市公園の維持管理の工夫 

・清掃・警備など維持管理を行う人が来園者に対してホスピタリ

ティをもって接する工夫 など 

[３]管理運営計画 

 管理運営計画 様式自由 以下の各項目について具体的に提案内容を示すこと。 

・各施設の構成及び配置の考え方 

・運営の概要（事業内容、運営形態、飲食・物販のメニュー、イ

ベント内容等） 

・事業、イベント等の実施時期、実施内容 

・時間帯ごとの展開（営業形態、営業時間、定休日等） 

・周辺地域との連携（実施内容など） 

・各施設の維持管理計画（実施内容・実施体制・管理頻度など） 

など 

事業実施上の工夫 様式自由 以下の各項目について提案内容を示すこと。 

・運営上のリスクに対する備え 

・公園利用者等に対するサービス向上につながる取り組み 

・その他提案事項 

事業実施体制 様式自由 以下の各項目について提案内容を示すこと。 

・責任者及び人員計画 

・危機管理体制 

・（連合体の場合）連合体での役割分担 

・協力会社の一覧（業務内容・業務実績・本市入札資格の有無等） 

・その他提案事項 
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本事業の施設関連経費内訳

表 

様式６ 以下の項目について内訳がわかるように示すこと。なお、算定根

拠・内訳は、必要に応じて別紙にするなど、詳細に記載すること 

・施設整備等に必要となる経費（エントランスエリア、茶臼山北

東部エリア、合計と別に作成してください。） 

本事業の事業関連経費内訳

表（単年度事業収支） 

様式７ 以下の項目について内訳がわかるように示すこと。なお、算定根

拠・内訳は、必要に応じて別紙にするなど、詳細に記載すること 

・本事業に必要となる関連経費（単年度経費） 

本事業の事業計画書 様式自由 以下の項目について協定期間中の全ての期間について、年度ご

と、事業ごとに内訳がわかるように示すこと。 

・本事業を実施するにあたっての収支計画 

・事業の損益計算、収支資金計画 

・資金調達計画 など 

事業効果 様式自由 以下の項目について、根拠も含めて年度ごとに示すこと。 

・想定している天王寺公園への集客数 

・本事業に関する効果（投資額、観光消費額、経済波及効果など） 

事業者別状況調書 様式 5-1 ５応募提出書類（１）応募登録書類に記載している「[4]事業者

別状況調書」を添付すること。なお、申請団体の商号または名称

はマスキングをすること。 

事業者の経理状況調書 様式 5-2 ５応募提出書類（１）応募登録書類に記載している「[5]事業者

の経理状況調書」を添付すること。なお、申請団体の商号または

名称はマスキングをすること。 

 

 

 

 

第４ 審査方法・審査基準等 

 

１．審査方法 

 審査については、学識経験者等で構成する「天王寺公園エントランスエリア魅力創

造・管理運営事業予定者選定委員会」（以下、「選定委員会」という。）において、応募

者の事業提案を書類審査及び応募者による提案内容のプレゼンテーションによって審

査を行い、事業予定者を選定します。 

 

  ２．審査基準 

   ２次提案を審査する際の基準は以下のとおりとします。 
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□ 審査項目と審査の視点 

審査項目 審査の視点 配点 

[１]事業全体 

○事業コンセプト、天

王寺公園及び周辺

地域活性化への貢

献 

 ・[１]事業コンセプ

ト 

○「天王寺公園エントランスエリアへの民間事業導入にあたっての方向性」

など事業の目的を理解した計画となっているか。 

○「天王寺・阿倍野地区」の核となる文化観光拠点の形成に寄与するものと

なっているか。 

○周辺地域活性化に寄与するものとなっているか。 

○周辺地域をまきこんだ事業計画など周辺地域との連携を図るものとなって

いるか。 

○天王寺公園の他施設（動物園、美術館、公園）と連携し、天王寺公園全体

の魅力向上に寄与するものとなっているか。 

○公園利用者が満足できるなど、発展性が見込まれ、魅力ある事業となって

いるか。 

15点 

[２]事業計画 

○賑わい創出事業計

画 

 ・[２]（１）賑わい

創出事業計画 

○公園及び周辺地域の活性化を図るにふさわしい施設、公園・緑地整備など

の事業計画となっているか。 

○天王寺公園の特徴をふまえた、公園施設としてふさわしい営業形態となっ

ているか。 

○要求水準書・関係法令等を遵守した提案となっているか。 

○バリアフリー対応を含め、安全性・機能性・利便性に配慮した計画となっ

ているか。 

20点 

○ランドスケープデ

ザイン 

 ・[２]（２）デザイ

ン 

○エントランスエリア、茶臼山北東部エリアともに、ランドスケープデザイ

ンに注力した提案となっているか。 

○施設配置、公園・緑地整備計画などにおいて、上質な都市空間を創造する

内容となっているか。 

○景観や立地、環境に配慮したデザインとなっているか。 

○動物園・美術館など天王寺公園内の他施設を意識したデザインとなってい

るか。 

15点 

○ソフト事業 

・[２]（３）ソフト

事業計画 

○周辺のまちと一体となった魅力ある天王寺公園となるよう、地域などの関

係先と連携し恒常的な事業を実施するための仕組みがなされているか。 

○イベント等が恒常的に開催され、継続的な賑わいの創出に貢献する計画と

なっているか。 

○公園利用者や周辺環境に配慮した計画となっているか。 

○恒常的なイベントを実施し、ソフト事業を継続するために必要な運営形

態・体制（業務従事人数、体制を継続するための予算など）が確保されて

いるか。 

○動物園、美術館などと連携した効果的なプロモーション活動が計画されて

いるか。 

○周辺地域の活性化に寄与し、公園利用者が満足できるなど、発展性が見込

15点 
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まれ、魅力ある事業となっているか。 

○維持管理事業 

 ・[２]（４）維持管

理事業計画 

○サービス水準の維持・向上についての民間事業者ならではの工夫として、

魅力ある都市空間や上質な都市公園の形成に寄与する優れた提案がなされ

ているか。 

○都市公園として良好・快適な環境を確保するうえで、維持管理の方針・手

法（必要な清掃・警備、緑地・施設維持管理の計画）が、天王寺公園の特

徴を踏まえた適切なものとなっているか。 

○維持管理業務を効率的・効果的に行う工夫について、優れた提案がなされ

ているか。 

○施設などの管理の知識・経験を有し、効率的かつ安全に配慮した実施体制

（責任者等の配置系統・人員数等）となっているか。 

○緊急時や施設の安全管理の対応について、天王寺公園が広域避難場所であ

ることもふまえ、連絡体制・指揮系統の確立など、考慮すべき事項が明確

となった適切な計画がなされているか。 

○災害時の対応について、周辺施設や事業者施設との連携など、民間事業者

がエントランスエリアを一体的に維持管理することを活かした優れた提案

がなされているか。 

○バス駐車場について、受付・管理方法・安全確保方策などの管理運営体制

について、責任ある体制が確保されているか。 

15点 

[３]事業の実現性及び事業効果 

○事業の実現性及び

事業効果 

 ・[3]管理運営計画 

○事業が確実に実施される見込みがあるか。 

○継続的に事業実施可能な計画となっているか。 

○事業実施にあたってのリスクに対する備えはあるか。 

○集客数など事業効果が期待できるか。 

○責任者及び人員等が適切に配置されているか。 

○事業者として社会的責任を果たしているか。 

○提案企業本体の経営が健全なものとなっているか。 

20点 

 

３．プレゼンテーションの実施 

  応募者による提案内容についてのプレゼンテーションを実施します。プレゼンテー

ションは平成 26 年 10 月 15 日（水）に実施する予定です。実施方法、時間・場所

などの詳細については、別途応募者に通知します。なお、日程については変更する場

合があります。 

   

 ４．事業予定者の決定 

   選定委員会は、審査の結果、基準点を上回ったもののうち、最も得点が高かった事

業提案者を事業予定者として選定します。 

   基準点については 60点とします。 

   選定後、事業予定者と協議し、万一、合意に至らなかった場合や事業予定者が辞退
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した場合は、基準点を上回ったもののうち次に高い得点の申請者が事業予定者に繰り

上がるものとします。なお、提案をした全ての応募者の得点が基準点に満たなかった

場合、選定委員会では最高得点者に対してヒアリングを行い、事業提案書の内容につ

いて修正が可能であれば、修正していただいたうえで、当該応募者を事業予定者とし

て選定します。ただし、修正しても基準点相当の評価を得られない場合は、事業予定

者はなしとします。 

   選定委員会の審査結果を踏まえ、本市が事業予定者を決定します。 

 

５．審査結果の通知及び公表 

 審査結果については、すべての応募者へ書面により通知（連合体で応募した場合は、

申込代表者に通知）するとともに、大阪市経済戦略局ホームページに審査結果、事業

予定者の提案内容などを公表します。 

なお、選考に関する審査内容及び結果に関する問い合わせ並びに異議等については、

一切応じません。 

 

 

第５ 照会窓口 

担 当：大阪市経済戦略局観光部観光課天王寺魅力担当 

住 所：〒553-0005 大阪市福島区野田 1-1-86 

大阪市中央卸売市場本場業務管理棟 12階 

電 話：06－6469－5155  

ＦＡＸ：06－6469－3896 

E-mail：ga0021@city.osaka.lg.jp 

経済戦略局ＨＰ：http://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/index.html 

 

※平成 26年 7月より、観光課天王寺魅力担当が 8階から 12階へ移転しました。そ

れに伴い、FAX番号が変更となっておりますので、ご注意ください。 

http://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/index.html

