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バス駐車場（天王寺ゲート側）管理運営仕様書 

 

１ 対象施設等 

（１）許可の名称 

公園施設管理許可 

（２）公園施設の名称及び施設種別 

   天王寺公園バス駐車場（天王寺ゲート側）、便益施設（その他施設） 

（３）所在地（住居表示）、物件概要等 

物件 

番号 
物件名称 所在地 

管理区域及び 

許可面積 

駐車方式 

 
想定収容台数 

１ 
天王寺ゲート側 

バス駐車場 

大阪市天王寺区 

天王寺公園 

管理区域：1,160㎡ 

許可面積：863㎡ 

平面自走式 

 
バス：3台 

※別紙１「位置図」及び別図１「天王寺ゲート側バス駐車場平面図」を参照のこと。 

※管理区域：本件駐車場として表面管理等を要する区域（別図１参照）。 

※許可面積：車室等、駐車のため利用者が専用使用する面積（使用料価格算定の対象となる面積） 

 

２ 駐車場管理運営事項 

  事業者は、次の事項に従い本件駐車場の管理運営を行うこと。 

（１）管理運営方針 

①基本方針 

バスでの来園者の利便性・安全性を向上するため、適正な管理運営を行い、天王寺公園の適切な利用を図

ることを基本方針とする。また、利用者が公平・平等に本件駐車場を利用できるよう十分に配慮するととも

に、その運営管理・維持管理について創意工夫をもって行うこと。 

②運営管理方針 

本件駐車場は、都市公園施設として設置した施設であり、都市公園法（以下、「法」という。）及び大阪市

公園条例（以下、「条例」という。）並びに同条例施行規則に基づき、適切に管理するとともに、多様なニー

ズに応えるため、常に利用者の要望を把握し、管理運営に反映させるよう努めること。 

  ③維持管理方針 

本件駐車場については、清潔かつその機能を正常に保持し、利用者の快適かつ安全な利用に供するよう適

正な維持管理を行うこと。 

（２）本件駐車場の利用に関する業務（安全・保全・事故防止・防火・防犯等） 

利用受付、利用料金の徴収、車両の誘導、利用者の案内、事故・苦情等対応、本件駐車場の運営に関わる

周辺住民からの要望・苦情対応、歩行者等に対する安全対策、事故防止対策、防火、防犯対策を行うこと。 

別紙 9 
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【本件各駐車場運営事項標準】 

駐車場形態  
時間貸駐車場（月極不可。他の施設（公園施設を除く）との業務提携は原則不可。

定期券（駐車箇所を限定しないもの）及び回数券の販売は可） 

利 用 料 金  

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のうえ、公園利用者の利便

性向上に繋がる最適な駐車料金を本市へ提案のうえ、本市の承認を経て、事業者が

決定できるものとする。ただし、条例第 15条第１項第４号の規定による者に対する

本件駐車場の１日あたりの利用料金は、1 時間当たりの駐車料金をもって 1 日の駐

車料金とすること。 

出入庫管理  

満空表示灯などは必要に応じて設置し、公園利用者の利便に配慮のうえ、出入庫管

理はスムーズに行うこと。特に、催事開催時などは駐車場内及び近隣道路の渋滞が

予想されるため、必要に応じて交通誘導要員等を配置し、駐車場出入口附近の交通

整理及び駐車場への入庫待ち車両の誘導・案内（他の駐車場の利用案内）など、渋

滞緩和対策を講じること。 

その他、駐車場案内看板（構造は管理区域内に設置する自家用看板で７ｍ2以下のも

のに限る。広告物の掲出は不可。）及び新たな機器の設置等の詳細については、許可

申請の際に本市と事前協議を行うこと。なお、変更を行う場合も、同様とする。 

    

  本件駐車場にて本市が設置している主要物件の概要は表１のとおりである。また、今後の駐車場の管理運営

内容の概要は表２に記載のとおりとするので留意すること。 

新たに設置する場合は、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令第７条

第２項の基準により、本市と事前協議のうえ承認を得ること。 

 

（２） 天王寺ゲート側バス駐車場 

管理区域は、別図１「天王寺ゲート側バス駐車場平面図」のとおりとする。 

 （a）設置物件等 （表１） 

項  目 設置物件 

外    構 フェンス 等 

駐車場形態 平面アスファルト舗装 

車両出入口  
《本市が設置した物件》 

入口：バリカー（上下式） 出口：バリカー（上下式） 

駐車管制等 なし 

そ の 他  
《本市が設置した物件》 

 照明灯 等 

※上記物件は、本市設置の主要なものを列記したものであり、その他については、参考として記載した

ものである。 
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 （b）運営内容等 （表２） 

項 目 
内  容 

営 業 時 間  ９時～17時 30分（必須時間帯。24時間営業可） 

休業日 公園の休業に準ずる（無休可） 

要 員 対 応  

有人・無人いずれも可。 

※無人管理とする場合は、十分な安全対策、防犯対策等を講じること。 

※人件費等の必要経費については、すべて事業者の負担とする。 

 

（３）駐車場の日常的な維持管理業務 

場内清掃、場内監視及び巡回、除草、駐車場の維持管理に関わる周辺住民からの苦情対応等を行うこと。 

 

（４）業務分担 

事業者と本市の主な業務分担は、次の「業務分担表」によるものとする。 

 

《業務分担表》 

項   目 市 事業者 

管理区域内の駐車場の運営管理（利用受付、利用料金の収受、

車両誘導・案内、場内整理、事故・苦情対応、利用促進等） 
 ◎ 

管理区域内の維持管理（施設保守点検、光熱水費負担、補修

修繕、安全衛生管理、樹木の管理、植栽の潅水、除草・清掃、

害虫駆除等）及びこれらに関わる苦情対応 

 ◎ 

駐車場管制等の物品管理 
 ◎ 

非常時における初動体制 

（連絡体制確保、被害調査・報告、応急措置） 

○ 

（指示等） 
◎ 

管理区域内の災害復旧工事（本格復旧） 
◎ ○（応急復旧） 

 

（５）リスク管理 

事業者は、その責に帰する理由により駐車場及びその他公園施設の全部又は一部を滅失若しくは毀損した

ときは、当該滅失又は毀損による駐車場及びその他公園施設の損害額に相当する金額を損害賠償として支払

わなければならない。ただし、施設の価値を高め、又は原状に復した場合等で本市が承認したときはこの限

りではない。また、事業者が許可条件及び本仕様書の各条項に定める義務を履行しないために損害を与えた

とき、その損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。前記いずれの場合においても、

本市が指定した期日までに損害を賠償すること。 

なお、管理上の瑕疵による事故等に備えて、事業者はリスクに応じた保険へ加入することを義務づける。 
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【想定される損害保険種別】 

保険種別 内  容 

施設賠償責任保険 被保険者が、建物や建築物など各種施設及び設備構造上の欠陥、あるいは管

理上の不備などが原因で、第三者に身体的障害や財物損壊を与えた場合に、

法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を保険として支払うも

の。 

自動車管理者賠償責任保険 駐車場利用者の自動車を預かっている間に、第三者によって当該の自動車が

壊されたり、キズを付けたり、盗難に遭うなど、駐車場利用者に対して法律

上の賠償責任を負ったときに、その損害を補償する保険。 

 

（６）事業者の権利 

利用料金は、本市と事前協議のうえ事業者が定め、徴収した利用料金については、事業者の収入として収

受することができる。 

（７）事業者の義務 

バス駐車場（天王寺ゲート側）は公園利用者の便益施設であり、天王寺公園の利用に必要な施設であるこ

とから、事業者が事業者に起因する事由により許可期間中に許可物件の管理を取り止める場合は、その期日

の６ヵ月前までに本市に書面で申し出なければならない。 

（８）電気設備の維持管理業務 

①点検等 

ア．電灯設備など電気設備については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」に準

じて適切に管理すること。 

イ．実施した点検等は記録として保管すること。なお、点検等の記録は、本市が提出を求める場合がある。 

ウ．その他、駐車場管理運営上必要な事項は事業者の判断のもと自主的に実施すること。 

（９）樹木管理・植栽管理業務 

   事業者は、管理区域内における植栽の良好な環境を保つことができるよう、樹木の剪定作業等の樹木管理、

潅水等日常的な維持管理を行わなければならない。 

（10）公園施設等での催事に伴う駐車場利用 

   本市と、催事の内容、頻度、時期、集客見込などの情報共有を行いながら、円滑かつ柔軟な駐車場運営を

行うことができるよう協力体制を整え、催事主催者等から駐車場利用にあたって、事前予約等の申出があっ

た場合は、可能な限りその範囲・方法等について催事主催者等と協議しなければならない。催事等によって

周辺道路の交通が規制され、駐車場の収益に損失が生じたとしても、本市はこれを補償しない。 

   なお、本市関係催事にかかる車両をはじめとする本市関係車両が駐車場を利用する場合は、催事の円滑な

準備、実施、撤収等及び用務にあたり必要な駐車スペースを確保できるよう調整するとともに、全て無償に

て取り扱わなければならない。 

（11）公園管理車両等の取り扱い 

都市公園の維持保存のため、本市公園管理車両等が駐車場に乗り入れる場合は、事業者は駐車場を無償で供

与しなければならない。 

（12）計量器の有効期限到来に伴う計量器の交換 

   本市が契約する電気及び水道を使用する場合で、その使用量算定に使用する各種取引用計量器がある場合

は、現状有姿の状態でこれを引き継ぐものとする。その際に計量器の有効期限が到来しているものについて

は、事業者が速やかに当該機器を交換しなければならない。また、許可期間中に計量器の有効期限が到来し

た場合も同様とする。 

（13）電気使用料の取り扱い 
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駐車場内における電気設備等にかかる電気使用料は、全て事業者にて負担しなければならない。本市設置

の電気設備等にかかる計量方法及び使用料の取り扱い（支払）等については、別途、本市と協議すること。 

（14）上下水道使用料の取り扱い 

駐車場の管理運営上、給水設備を使用する場合は、水道メーター等でその使用分を計量するなど、事業者

により料金を負担しなければならない。計量方法及び使用料の取り扱い等については、別途、本市と協議す

ること。 

（15）電話料金の取り扱い 

   電話（通信）等の使用については、必要に応じて事業者にて契約し、その料金を負担すること。 

 

３ 設備等の新設 

バス駐車場（天王寺ゲート側）では、事業者の管理手法等を活かしながら駐車場のより効果的な運営を図る

ことができる設備等設置の必要性を考慮し、次に掲げる設備等については、全て事業者によって、関係法令等

を遵守のうえ、必要に応じて新たに設置しなければならない。この場合、各物件の所有権は事業者に属するも

のとする。また、設備等設置及び点検にかかる費用等は全て事業者の負担とし、本市はこれを補償しない。 

なお、事業期間終了（管理許可を取り消された場合等を含む）後、次期事業者が所有権移転等により各物件

を引き継がない意思が明らかである場合は、原状回復義務の一環として、本市と事前協議のうえ、原則として

事業者の負担により全て撤去しなければならない。ただし、本市が認めた物件については、この限りでない。 

（１）駐車管制設備等 

必要に応じて詰所等を設置（ただし、原則として駐車場区域内に限る）するなど、出入庫管理をスムー

ズに行えるよう配慮しなければならない。詰所等の設置に係る建築確認申請等必要な手続きは事業者で行

なわなければならない。なお、駐車場出入口の変更は認めない。 

（２）設置物件等の変更 

駐車場の管理運営開始後、設置物件等の変更・新設を行う場合は、その都度公園施設管理（変更）許可を

申請しなければならない。 

 

４ 経費の負担 

駐車場の管理運営等にかかるすべての経費は、事業者が負担しなければならない。 

 （経費の例示） 

  人件費、既設機器等撤去に要する費用（機器等の変更を行う場合など。）、新規機器等設置料、消耗品費、通

信費、光熱水費（※）、保険料、修理・更新経費、公園使用料等 

※光熱水費の取り扱い 

   電気使用料等の費用は事業者で負担しなければならない。なお、電話回線を使用する場合においても、事

業者にて新規契約を行い、その使用分の費用を負担すること。水道を使用する場合は、本市と協議のうえ、

子メーターを設置するなど、その使用分を負担すること。 

 

５ 報告事項 

（１）各種連絡報告 

①毎月の月報（日別の利用台数・売上など） 

翌月 20日（土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の平日）までに書面（様式は問わない）により本市に提出

しなければならない。 

②苦情又は事故処理報告等 

駐車場の管理運営に伴って、苦情又は事故等が発生した場合は、速やかに本市に連絡し、その対応等につい

て報告書（様式は問わない）を提出しなければならない。 
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③毎月の電気、水道使用量等 

事業者は、管理区域内の本市設置設備等を使用する場合は、その使用にかかる水道・電気の子メーター（計

量器）及び水道メーター等を毎月末日に検針し、速やかに本市へ報告しなければならない。 

（２）その他、駐車場の管理運営にかかる資料について、本市から指示があれば速やかに提出しなければならな

い。 

 

６ 使用上の制限 

（１）事業者は、駐車場の修繕、模様替え、その他原型を変更する行為をしようとするとき、又は使用計画を変

更しようとするときは、本市と事前協議のうえ、公園施設管理（変更）許可申請書を提出し、本市の許可を

受けなければならない。 

（２）事業者は、駐車場を目的外の用途に供してはならない。なお、原則として物品等の販売を行うことはでき

ない。 

（３）非常災害時の付近住民の避難場所とするなど、緊急に本市が使用の必要を認めた場合は、駐車場を無償で

供与しなければならない。なお、この場合の営業補償等を本市に請求することはできない。 

（４）駐車場に建築物及び工作物の設置をすることはできない。ただし、駐車場の維持管理上必要となる、最小

限でかつ簡易な建築物又は工作物については、本市と事前協議のうえ、承認のもと設置することは可能とす

る。この場合、建築確認申請等必要な手続きは事業者で行なわなければならない。 

（５）事業者が業務の処理を他に委託等する場合には、事前に本市の承認を受けるものとし、委託等先に許可条

件及び本仕様書の各条項に定める義務を履行させなければならない。委託等先の責に帰すべき事由により、

駐車場及びその他公園施設の全部又は一部を滅失若しくは毀損したときは、委託等の主体となる事業者は、

当該滅失又は毀損による駐車場及びその他公園施設の損害額に相当する金額を損害賠償として本市に支払わ

なければならない。ただし、施設の価値を高め、又は原状に復した場合はこの限りではない。 

（６）事業者は、駐車場を他の者に使用させ又は担保に供してはならない。ただし、業務の一部について、本市

が承認した場合はこの限りではない。 

 

７ 許可の取り消し又は変更 

  次の各号のいずれかに該当するときは、許可の取り消し又は変更をすることがある。 

 （ア）法第 27条第２項に該当する場合。 

 （イ）事業者が許可条件及び本仕様書の各条項に違反したとき。 

 （ウ）応募資格の詐称その他不正な手段によってこの許可を受けたとき。 

 （エ）その他管理運営上において本市が必要と認める事項に抵触するとき。 

 （オ）上記（イ）～（エ）に該当する場合は、事業者は当該取り消し又は変更によって生じた損失を本市に請

求することはできない。 

－ 参 考 ― 

都市公園法 

第 27条 

２ 公園管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この法律の規定による許可を受けた者

に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。 

   一 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合 

二 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合 

   三 前二号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が

生じた場合 

  ※前項に規定する処分とは、許可の取り消し、条件の変更等のことをいう。 
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８ 管理者の責務 

本市の公の施設としての駐車場の管理運営業務を行うにあたり、次の事項について、遵守すること。 

（１）駐車場は、法に基づき都市公園の効用を全うするために設置した施設であり、事業者は法を遵守のうえ公

園利用者への便宜に最大限に配慮するものとし、善良なる管理者の注意をもって平等かつ公平に取扱い、維

持保存しなければならない。 

   また、「正当な理由」がない限り、施設の利用を拒むことはできない。 

（２）労働関係法令の遵守 

事業者は、駐車場の管理運営業務に関し、業務に従事する者の労働に関する権利を保障するため、次に掲げ

る法律のほか労働関係法令を遵守しなければならない。 

労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働組合法、男女雇用機会均等法、 

労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法 

 

（３）その他関係法令の遵守 

上記に示す法令のほか、関係法令及び規定を遵守しなければならない。なお、本駐車場は、公園施設であ

るため、法第 32条の規定により私権を行使することはできず、借地借家法その他私法の適用は受けないので、

留意すること。 

（４）人権研修の実施 

事業者は、駐車場の管理運営業務に関し、業務に従事する者が人権について正しい認識をもって業務を遂行

できるよう、人権研修を行わなければならない。 

（５）防災・安全対策の実施及び非常時の危機管理体制の確立 

   利用者の安全・交通対策について、確実かつ迅速に情報把握等に対応できるよう、体制・対策を講じなけ

ればならない。 

（６）事業者は本市の指示により、事業期間終了（管理許可を取り消された場合等を含む）時において、次期事

業者に対して円滑に物件等の引継ぎを行なわなければならない。また、次期事業者による駐車場運営準備に

対して、事業者の駐車場運営に支障のない範囲において協力しなければならない。 

 

９ 原状回復 

（１）事業期間終了（管理許可を取り消された場合等を含む）後、事業者は、本市が指定する期日までに駐車場

を原状回復して返還しなければならない。ただし、本市が特に承認した場合はこの限りではない。 

（２）事業者が前項の期日までに原状回復の義務を履行しないときは、本市がこれを行ってその費用を事業者に

請求することができる。この場合、事業者は何らの異議を申し立てることができない。 

 

10 実地調査等 

本市は事業者に対し、駐車場について随時に実地調査し、又は所定の報告を求め、その維持又は使用に関し

指示することができる。 

 

11 有益費等の請求権の放棄 

事業者は、駐車場に投じた改良のための有益費並びに修繕費等の必要費、その他の費用の請求をしないもの

とする。 

 

12 その他 

（１）駐車場は、法に基づき公園利用者の便益施設として設けられているものであるため、法の趣旨を十分に理
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解し、その機能を最大限に発揮できるよう管理運営を行うこと。 

（２）公園利用者の利便に配慮し、誠実に対応すること。 

（３）この仕様書に定めるもののほか、仕様の細部並びに許可に際し必要な事項が生じた場合は、事前に本市と

協議すること。 


