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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 

 

＜公園施設設置管理許可制度の概要（基本的な事項）＞ 

○許可の種別及び対象 

公園施設設置許可：事業者が所有権を有するものに対して、当該事業者に都市公園用

地内に設置を許可する行政処分 

公園施設管理許可：本市が所有権を有するものに対して、事業者が事業展開する場合

において、当該事業者に管理を許可する行政処分 

 

○適用する公園使用料 

許可の区分に応じ、設置又は管理に関するそれぞれの使用料を適用するが、事業者に

よる公園施設の設置であれば、原則として、公園施設設置許可の使用料を適用し、本市

所有の公園施設であれば、公園施設管理許可の使用料を適用する。 

 

[市公園条例別表第３（第 14条関係）] 

１ 公園施設を設け、又は管理する場合の使用料 

（１）売店（都市公園法上の公園施設（便益施設）で、物販を伴うもの） 

  使用料：①設置許可（6,000円以上/㎡・年）②管理許可（6,800円以上/㎡・年） 

※イベントなど催事の際に出店される一時的な露店営業は、原則とし

て含まない。 

適用例）通常の売店、レストラン、食堂 など 

  （２）その他施設（利用者に対して利用料金を必要とするか否かに関わらずサービス

の提供を行う施設或いは都市公園法上のその他の施設で、売店以外のもの） 

     使用料：③設置許可（1,500円以上/㎡・年）④管理許可（2,400円以上/㎡・年） 

適用例）公園駐車場、管理事務所、便所、通路、一般園地、休憩所、倉庫、

集会所 など 

     ※上記使用料のうち「①」から「④」の使用料区分については、後述の「適用

使用料」として引用する。 

 

※公園施設は、都市公園法第２条の規定のとおり、その区分は多岐にわたるが、市公園

条例で規定する公園使用料区分とは、性質を異にするものである。 

 

例）食堂や売店 ⇒ 都市公園法上は便益施設であるが、物販を伴うため市公園条

例の使用料区分は「売店」施設に該当 

公園駐車場 ⇒ 都市公園法上は便益施設であるが、公園利用者に対する利用

別紙４ 



-2- 

 

料は発生する一方で、物販ではなく駐車場所を与えるという

サービスの提供であるため、市公園条例上の使用料区分は「そ

の他」施設に該当 

     管理事務所 ⇒ 都市公園法上は管理施設であるが、物販施設ではなく、また、

公園利用者への直接のサービスの提供もないが、市公園条例

上の使用料区分は「その他」施設に該当 

     一般園地  ⇒ 一体的に捉えるならば都市公園法上の園路及び広場（ベン

チ・スツール等その他の付随する施設を含む）であり、市公

園条例上の使用料区分は「その他」施設に該当 

 

  [使用料免除について] 

市公園条例に規定する要件を満たした場合のみ、公園使用料を免除とすることが

できる。これに該当しない場合は、全て使用料徴収の対象となる。 

 

    大阪市公園条例（抄） 

     第 15条第１項 

      （6）本市が都市公園を使用して事業を実施するときの本市の使用料 

（7）国、地方公共団体又は公共的団体が緑化の推進、防災又は防犯に関する

活動のために都市公園を使用するときの国、地方公共団体又は公共的団

体の使用料 

       ※また、条例又は施行規則運用要綱上は、上記（7）の規定中の使用の目的

として地域コミュニティ活動が加えられる。 

 

＜天王寺エントランス事業提案の場合＞ 

  募集の条件として、事業者側に公園施設の設置の提案を求めているため、原則として

公園施設設置許可による。 

 

【設置される公園施設の種別（１次提案を受けて）建物の取り扱い】 

○個々の公園施設が独立して都市公園法上の公園施設である場合 

    事業者が設置する個々の公園施設（建物を含む）が、独立して都市公園法上の公

園施設のいずれかに該当する場合は、その公園施設の種別及び市公園条例の使用料

区分（売店かその他施設か）に応じて、該当する公園使用料を徴収する。 

   

適用例１）フットサル施設：都市公園法上の運動施設であり、市公園条例上の使

用料適用区分は「その他」施設で、適用使用料は③

に該当 
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○一の公園施設が複合的な要素を含む場合 

事業者が設置する公園施設として位置付けられる一の建物で、複合的な要素を含

むものについては、その全てを都市公園法上の一つの公園施設（便益施設としての

売店のみなど）と見なすのではなく、各公園施設の複合施設と見なし、それを構成

する個々の施設（店舗等）の区分に応じて、それぞれに適用される市公園条例上の

使用料を徴収する。 

    

適用例２）複合施設：土産店（便益施設・・使用料区分「売店」、適用使用料①）、

スポーツ施設（運動施設・・使用料区分「その他」施設、

適用使用料③）、管理事務所（管理施設・・使用料区分「そ

の他」施設、適用使用料③）、レストラン（便益施設・・使

用料区分「売店」、適用使用料①）、便所（便益施設・・使

用料区分「その他」施設、適用使用料③）、通路（園路・広

場・・使用料区分「その他」施設、適用使用料③）、休憩所

（休養施設・・使用料区分「その他」施設、適用使用料③）、

集会室（集会所・・使用料区分「その他」施設、適用使用

料③）で構成されるもの 

          [積算]土産店面積○㎡×6,000 円＋スポーツ施設面積○㎡

×1,500円＋・・・ 

        ※ただし、使用料は垂直投影面積により算出するため、一の建物の

各階層（この場合、垂直に投影した区域を想定）により異なる使

用料区分（「売店」と「その他」施設）となる施設を設置する場合

は、使用料区分は「売店」を適用する。 

   

【一般園地の取り扱い】 

一般園地は、本来、収益性がなく、公園利用者が無償で自由に利用できる施設である。

一般園地を設置した事業者が、当該施設を所有し続けることにより、前述のとおり都市

公園法第５条に基づく公園施設設置許可が必要となる。ただし、次のような取り扱いも

可能である。 

○事業者が設置した公園施設を本市に寄附する場合 

原則論に従えば、事業者が設置した公園施設は、都市公園法第５条に基づく公園

施設設置許可の対象となり、市公園条例上の免除規定に該当しない限り、公園使用

料の徴収対象となる。 

ただし、事業者が設置した公園施設が営利を目的とせず、無償で公園利用者が自

由に利用できる施設である場合は、当該公園施設の性質上、本市が寄附を受ける対

象となり得る。 
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本市が寄附を受けた場合は、本市所有の公園施設となることから、事業者による

施設設置後、事業者に対しては何ら許可を要せず、かつ使用料徴収対象からも除外

される。 

本市所有の公園施設の維持管理は、本事業の募集要項上は事業者が行うこととさ

れており、事業者と本市との間で「維持管理協定」を締結する予定である。 

 

  適用例３）事業者が、公園利用者が無償で自由に利用できる一般園地を整備し、

当該一般園地を営業等に使用せず、本市に寄附する場合 

           ⇒ 本市への寄附により事業者への許可は不要。「維持管理協

定」により、事業者が維持管理を行う。 

適用例４）事業者が、公園利用者が無償で自由に利用できる一般園地を整備し、

全域を本市に寄附する予定であるが、その一部を事業者が別途設置する

カフェのテラスとして専用使用したい場合 

         ⇒ 専用使用する区域は営業の用に供されることが明白であ

ることから、この区域については本市へ寄附することは

できず、事業者が設置した（所有権を有する）施設とし

て、本市へ公園施設設置許可の申請を要する。 

             ※使用料区分はカフェ相当分及び寄附を受けない部

分が「売店」で、適用使用料は①に該当。 

適用例５）事業者が、公園利用者が無償で自由に利用できる一般園地を整備し、

全域を本市に寄附する予定であるが、その一部を事業者が別途設置する

カフェのテラスを兼ねた自由利用施設として使用したい場合 

         ⇒ 専ら営業の用に供するものでないとしても、カフェの一

部として使用しなければ営業できないなどの事情（カフ

ェで購入した飲料等を当該一般園地に設置したテラスを

客席として使用するなど）があり、公園利用者の自由な

利用に供するなど併用することは可能であるが、施設の

形態が明らかにカフェの一部であると認識され、かつ、

カフェの利用客による利用が主となっている実態となる

場合は、当該区域については本市へ寄附することはでき

ず、事業者が設置した（所有権を有する）施設のうち、

「カフェ利用者を含めた休憩所等」と見なし、本市へ公

園施設設置許可の申請を要する。 

             ※使用料区分は、カフェ相当分が「売店」、休憩所相

当分が「その他」施設で、適用使用料は、カフェ相

当分が①、休憩所相当分が③に該当。 
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ただし、公園利用者の無償で自由な利用が主となってお

り、カフェの利用客がこれを利用しているに過ぎない施

設の形態である場合は、本市への寄附の対象となり、上

記使用にあたって許可を要しない。 

             ※一般園地内の通常のベンチ、スツール等休養施設と

同等。許可を要しないため、使用料も不要。 

 

○本市が設置した施設を現状のままで活用する場合（事業者が整備しない区域） 

本来、公園管理者が管理すべき施設であるため、事業者が、当該公園施設を管理

するにあたって特別な事情を有しない限り、何らの許可を要しない。 

特別な事情とは、事業者が自ら設置する公園施設に合わせて、本市が設置した施

設をも当該公園施設の一部として営業等の用に供する場合（公園駐車場については、

事業者設置の他の公園施設との連携等により集客のために利用し、その収入を維持

管理費に充当するなど）をいう。この場合、本市への公園施設管理許可の申請を要

し、市公園条例に基づき、使用料徴収の対象となる。 

 

適用例６）本市施設（一般園地等）の隣接にカフェとしての公園施設を設置し、

カフェの来客用スペースとして当該本市施設（一般園地等）の一部を

専用使用したい場合 

⇒ カフェのオープンテラスとして使用する等、事業者の営

業の用のため、一般園地を一体的に管理する必要性があ

るなどの特別な事情がある場合は、公園施設管理許可の

申請を要し、使用料徴収の対象となる。 

           ※使用料は、カフェ及び一般園地の一部を専ら営業の用

に供されるスペースと見なして、使用料区分は「売店」、

適用使用料は、カフェ相当分が①、一般園地部分が②

に該当。 

適用例７）事業者がカフェを設置し、専ら営業の用に供するものではないが、本

市施設である一般園地を休養スペース（椅子等設置）として使用した

い場合 

         ⇒ カフェ該当部分は公園施設設置許可の申請を要し、公園

使用料徴収の対象となる。一般園地は専ら営業の用に供

するものでないとしても、カフェの一部として使用しな

ければ営業できないなどの事情（カフェで購入した飲料

等を当該一般園地に設置したテラスを客席として使用す

るなど）があり、公園利用者の自由な利用に供するなど
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併用することは可能であるが、施設の形態が明らかにカ

フェの一部であると認識され、かつ、カフェの利用客に

よる利用が主となっているという実態がある場合は、「カ

フェ利用者を含めた休憩所等」と見なして公園施設管理

許可の申請を要し、使用料徴収の対象となる。 

            ※使用料区分は、カフェ相当分は「売店」で適用使用

料は①、一般園地部分はカフェの一部である休養施

設として使用料区分は「その他」施設、適用使用料

は④に該当。 

ただし、公園利用者の無償で自由な利用が主となってお

り、カフェの利用客がこれを利用しているに過ぎない施

設の形態である場合は、本市の許可を要しない。 

    ※一般園地内の通常のベンチ、スツール等休養施設と

同等。許可を要しないため、使用料も不要。 

適用例８）本市が設置したバス駐車場を管理する場合 

           ⇒ 公園施設管理許可の申請を要する。 

              ※使用料区分は「その他」施設で、適用使用料は④に

該当。 

 

【イベント等催事の取り扱い】 

  芝生広場などの園地部分については、イベント広場としての位置付けでの設置は

認められず、全て一般園地として取り扱う。 

したがって、芝生広場としての公園施設の設置ではあるが、当該施設上において、

市公園条例で規制した行為を、当該許可をもって事業者が無制限にこれら制限行為

を行う権利を与えるものではない。 

当該施設上において何らかの行為を行う場合は、事業者に対する公園設置許可の

有無に関わらず、全て本市に対する行為許可申請が必要となる。前述のとおり使用

料免除規定に該当しない限り、市公園条例上の使用料が必要となる。 

また、行為に留まるものではなく、当該行為に伴って工作物等が設置される場合

は、都市公園法第６条の規定に基づく占用許可として取り扱い、本市に対して占用

許可申請が必要となる（行為にかかるものはこれに含まれる）。これについても同様

に、占用許可に該当する使用料が発生する。 

 

 

 

 



-7- 

 

 

 

 

[公園条例別表第３（第 14条関係）] 

２ 公園を占用する場合の使用料（抄）  

   ≪集会その他これに類するもの≫ 

・会場又は入場料を徴収しない場合（510円/100㎡・３時間）⑤ 

・会場又は入場料を徴収する場合（1,020円/100㎡・３時間）⑥ 

≪露店営業その他これに類するもの≫ （140円/㎡・日）   ⑦ 

 ※上記使用料区分及び額は、市公園条例に規定の区分の一部。その他の使用

料区分は、市公園条例参照 

※上記使用料のうち「⑤」から「⑦」の使用料区分については、後述の「適

用使用料」として引用する。 

 

適用例９）集会そのものを行う場合  

⇒ 行為許可に該当 

（１人１㎡として換算し、人的規模に応じて使用する区域を

指定。換算した全ての区域を独占使用されるものと見なす） 

※使用料区分は、「集会その他これに類するもの（会費等

を徴収する場合又は徴収しない場合で使用料額が異な

る）」で、独占するエリアのみを対象とし、適用使用料

は⑤又は⑥が該当。 

適用例 10）催事の際にステージを組む場合 

⇒ 占用許可に該当 

（エリアを区切って使用（公園利用者が自由に立ち入れず、

かつ占用物を設置等）する場合などは、その全面積を対象

とし、エリアを区切らず自由に立ち入れるが、工作物を設

置している箇所のみ独占利用する場合は、その部分の面積

のみを対象） 

※使用料区分は「集会その他これに類するもの（会費等を

徴収する場合又は徴収しない場合で使用料額が異なる）」

で、独占するエリアのみを対象とし、適用使用料は⑤又

は⑥に該当。 

適用例 11）催事の際に露店を出店する場合 

⇒ 手売りの場合は行為許可、屋台を設置する場合は占用許可に

該当。 
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※使用料区分は、行為許可、占用許可のいずれにおいても

「露店営業」で、独占して使用するエリアについてのみ

を対象とし、適用使用料は⑦に該当。 

 

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、一

事業者が制度上、大阪市又は第３者によるイベントも含めた誘致から実施までの一

元管理の法的権限までを付与することはできないが、大阪市又は第３者によるイベ

ントも含めたマネジメントなどの調整業務を行うことは可能であり、事業協定又は

維持管理協定の中での位置づけを検討する。なお、催事の実施にあたっては、各主

催者は大阪市に対して行為許可或いは占用許可の申請が必要となる。 

 

 ○地域連携イベントの取り扱いについて 

   上記同様、行為・占用許可の対象となる。ただし、その地域性及び都市公園の使用

目的等から、公園使用料免除対象として問題はないが、その催事の実施主体が公共的

団体であるかどうかについても、使用料免除対象として要件を満たす必要がある。 

   たとえば、当該イベントの実施主体について、連携を図る地域（例えば連合振興町

会や商店会連合会など）を主体（主催・共催）となる場合や、新たに当該イベントを

実施するための団体を結成し、それが公共的団体としての性質を保有する場合は、使

用料は免除となる得る。 

 

  公共的団体の適用例）民生委員協議会、社会福祉協議会、こども会、防犯協会、連合

振興町会、赤十字奉仕団、老人クラブ連合会、女性会、コミュ

ニティ協会、商店会連合会、青年団、交通安全協会、商工会 等 
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（参 考） 

都市公園の使用関係には、公園本来の目的に従って使用される一般使用と、公園

の機能を阻害しない範囲で特定人に独占的な使用が認められる特別使用がある。特

別使用はさらに特許使用と許可使用に分類される。 

 

【特許使用】 

特許使用は、公園管理者が特定人に対し、排他的・独占的な公園使用の権限を

付与する形態のもので、公園管理者以外の者が公園施設を設置・管理する場合の

ほか、催しなどのためにテント等を占用物件として許可する場合が該当する。 

【許可使用】 

 集会や競技会のように公園の利用目的に必ずしも相反するものではないが、公

園の秩序維持のために一般的に制限されている行為を一定の出願に基づいて認め

るものである。 

 

○公園施設設置・管理許可と占用許可が競合した場合の取り扱い（一般園地） 

先に許可を行った方を優先する。占用許可を行うべき合理的な理由がある場

合は、当該部分について、公園施設設置・管理許可期間を変更（変更許可）し、

当該期間についてのみ、占用許可を行うこととなる。 

   

○公園施設設置・管理許可と行為許可が競合した場合の取り扱い（一般園地） 

  公園施設設置・管理許可を優先するが、当該被許可者の承諾を得たうえで、

本市により別途行為許可を行うこととなる。 
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大阪市公園条例別表第３（第 14条関係）（抄） 

2 公園を占用する場合の使用料 

種別 単位 期間 使用料 

アドバルーン 1本 1日 470円 

競技会その他これに類するもの 1場所 1時間 1,200円 

集会その他これに

類するもの 

会費又は入場料を徴収し

ない場合 

100平方メートル 3時間 510円 

会費又は入場料を徴収す

る場合 

1,020円 

営業のための占用 露店営業その他これに類

するもののための占用 

1平方メートル 1日 140円 

ロケーションのための占

用 

1回 2時間 7,560円 

写真撮影のための占用 1箇所 1年 168,480 円以上で立地条

件、営業形態等を勘案し

て市長が定める額 

ボート営業のための苑えん

池の占用 

水面 1,000平方メ

ートル 

1年 30,560円 

広告物掲出のため

の占用 

競技会、集会、展示会その

他これらに類する催しの

際広告物を掲出する場合 

広告物 1枚の表示

面積 1平方メート

ル 

1日 3,000円 

その他の場合 広告物 1枚の表示

面積 1平方メート

ル 

1年 8,500 円以上で広告掲出

場所等を勘案して市長が

定める額 

その他の占用 市長がその都度定める。 

 

 


