
番号 質問箇所 質問事項 回　答

1
募集要項P3
第1-1

茶臼山北東部エリアから西側、茶臼山、河底池エリアは引き続き有
料扱いとなるのでしょうか？有料、無料の範囲を明示願います。

平成27年度以降、公園エリアでは、慶沢園エリアのみ有料とすることを考
えています。なお、天王寺動物園は引き続き有料エリアとなります。

2
募集要項P3
第1-2-(1)

茶臼山北東部エリアを拡張して利用することは可能でしょうか？将来
的な可能性をお聞かせください。

茶臼山北東部エリアの事業開始時の区域は、別紙５に示す範囲となりま
す。但し、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）」第30条の規定による事業内容の変更とあわせて、事業区
域の拡張について協議を行うことは可能です。なお、公募の公平性・透明
性の観点から、大幅な事業区域の変更を要する相当規模のエリア拡張を
認めることは困難であると考えています。

3
募集要項P3
第1-2-(1)

「連絡ゲート建設の影響範囲の一部を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る」とのことですが、貴市
で施工される連絡ゲートそのものの運営および維持管理は、貴市が
されるのでしょうか。

お見込みのとおりです。

4
募集要項P4
第1-2-(2)

「提案内容の実施については、事業者に選定された後、双方協議の
うえ確定する。そのため事業計画内容を変更していただく場合があ
る」とありますが、事業者側から変更を申し入れることも可能です
か?(たとえば、売店、飲食店の業種、テナント誘致先企業の変更な
ど)

事業者からの変更要請内容が事業計画の本質的な変更を生じさせる場
合を除き、協議は可能です。

5
募集要項P5
第1-3

大阪市が現在想定されているエントランスエリア及び茶臼山北東部
エリア以外の有料エリア範囲を教えて頂きたい。

質問番号１に対する回答のとおりです。

6
募集要項P6
第1-4

平成26年に貴市により実施される工事期間中に、当方事業の工事
を着手することは可能でしょうか？また、そのための条件等をお示し
ください。

本市が工事を行っている場合、その工事に支障にならない範囲（エリア）
であれば、工事に着手することは可能です。但し、本市実施工事の工事
車両が通行するため、車両の通行ルートや時間帯などについての協議・
調整が必要です。

7
募集要項P8
第2-1-⑥

平成24年度公園利用者 約129万人（内、美術館 23万人、動物園
61万人含む）を平成29年度に260万人に倍増を目標とあるが、今後、
美術館及び動物園単体での集客アップにつながる改修計画等の予
定はあるか。

美術館について、平成26年度に、利用者サービス向上と美術館機能の強
化に向けて、施設の全面的なリニューアルを検討するための調査を実施
しますが、施設の改修内容・時期については未定です。
天王寺公園・動物園では、平成26年度に慶沢園整備を実施し、平成27年
度に茶臼山地区の整備及びツル舎の更新、トイレや案内サインの整備な
どを計画しています。また継続的に動物園内の園路改修を実施して行く
予定です。

天王寺公園エントランスエリア魅力創造・管理運営事業者募集（２次提案）にかかる質問事項及び回答一覧
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番号 質問箇所 質問事項 回　答

8
募集要項P8
第2-1-⑥

公園入園者が平成29年度に260万人にならなかった場合、ペナル
ティが発生する可能性はあるのでしょうか。

ペナルティは想定していませんが、目標数値の達成に向け、継続的な魅
力創造のための事業展開、改善及び再投資に取り組んでいただくことを
期待しています。

9
募集要項P9
第2-3-(1)

公園利用の関連性の低い品目、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
をそれぞれ例示いただけますでしょうか。売店で取り扱えない品目を
具体的にご教示ください。
また、コンビニエンスストアにおけるタバコの取扱いは不可でしょう
か。喫煙スペースを併設することにより分煙できれば、タバコを取り
扱ってもよろしいでしょうか。

1次提案募集質問回答番号35をご参照ください。品目によっては、公園の
利用形態等により認められる場合がありますので、事業者として決定後、
個別に判断させていただきます。
なお、都市公園などの公の施設は原則として禁煙であるため、基本的に
は公園内での喫煙を想定したタバコの販売はできませんが、公園施設と
して設置するコンビニエンスストア等施設の内部などにおいて、完全分煙
設備の整備を条件として販売を認めることは可能です。

10
募集要項P9
第2-3-(1)

「酒類販売を主目的とした用途に使用する施設の設置は不可」とあり
ますが、レストラン等で酒類を提供する、あるいは、関連商品として
販売することは可能でしょうか。また、その施設とは具体的に何を指
すのか例示いただけますでしょうか。

レストラン等での酒類の提供は可能です。また、「酒類販売を主目的とし
た用途に使用する施設」とは、例えば、酒店などを意味します。

11
募集要項P9
第2-3-(1)

自転車駐輪場の設置について、必要台数の設定は事業者の判断に
任せられるのか、または大阪市が試算し指定されるのでしょうか？ま
た、仕様条件に指定はありますか。

別添書１「設計・整備に関する業務要求水準書」に記載のとおり、適用法
令等を遵守し、事業者として決定後、必要な協議を行っていただく必要が
あります。
なお、建築物における自転車駐車場の附置については、次の本市ホーム
ページをご確認ください。
http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000074392.html

12
募集要項P9
第2-3-(1)

設置許可、管理許可の申請はどのタイミングで行うのでしょうか？ 募集要項P18・19第2-7-(3)に記載のとおり、工事着手前に手続きが必要
となります。

13
募集要項P9・10
第2-3-(1)

事業対象区域でのWi-Fi環境整備にあたって、「Osaka Free Wi-Fi」
の活用は必須なのでしょうか？またその場合には、事業者にて整備
しなくてはならないインフラ施設はどこまででしょうか？

「Osaka Free Wi-Fi」の活用は必須ですが、整備箇所については指定はあ
りません。
Wi-Fiの整備コストについては、どこに設置するかによって工事費が異なり
ますので、直接大阪観光局にお問い合わせ下さい。（別紙６参照）

14
募集要項P9・10
第2-3-(1)
別紙６

初期費用、月額費用、売上手数料などの各種費用が伴う「Osaka
Enjoy Rally」への加盟は、各テナント(売店、飲食店)の任意でよろし
いのでしょうか。それとも、全テナントの強制加盟が前提条件となっ
ているのでしょうか。(強制加盟の場合、弊社側で収支の一部を見直
す必要が生じるかもしれません。)

各テナントの任意となります。
Osaka Enjoy Rallyは集客ツールとして、大阪観光局が全面的にプロモー
ションを行いますので、事業者側で活用をご検討ください。詳細について
は、大阪観光局にお問い合わせ下さい。（別紙６参照）
●初期費用：20,000円
●月額費用：2,000円
●手数料：3％（利用時のみ）
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番号 質問箇所 質問事項 回　答

15
募集要項P10
第2-3-(1)

貴市にて行うエントランスエリア内の撤去工事終了時点は、どのよう
な状態になっていると想定すればよいか。（地下駐車場防水層への
影響の懸念）

本市工事では原則として、既設構造物の基礎や埋設管までを撤去するこ
ととしており、山土等による埋め戻し、盛土等は想定しておりません。但
し、工事完了後に土砂流出や排水不良の懸念がある場所については、盛
土や土のうの設置を行う場合があります。なお、防水層への影響はない
状態であると想定してください。

16
募集要項P10
第2-3-(1)

天王寺ゲート横トイレ改修について、改修後のトイレ個数（男子は小
便器数も含め）を教授願います。また、改修内容について工事着手
前に、図面等をもとに協議、調整させて頂くことは可能でしょうか。
さらに、治安上必要な設備機器が必要かとお見受けしますが、これ
らの要否と工事負担区分についても協議頂くことは可能でしょうか。

本市で改修を行う場合は、バリアフリー化・ドライ清掃対応・非接触機器、
節水対応機器及びLED照明等の環境配慮、大型サインの採用等、動物
園トイレ整備と一貫性のある整備を行います。
トイレ個数については、延べ床面積との兼ね合いもありますが、多目的ト
イレをフルスペック化にし、男子トイレは洋式大×２・小×３、女子トイレは
洋式大×３程度を確保したいと考えています。その他に、子ども及び子ど
も連れの利用に配慮した設備を、多目的・男子・女子トイレそれぞれに設
ける計画です。
また、事業者として決定後、工事着手前に、図面等をもとに協議・調整を
行うことは可能です。
なお、本市改修による仕様に加え、事業者が治安維持のうえで必要と考
える設備機器がある場合、本市との協議は可能ですが、工事費について
は事業者に負担していただくこととなります。

17
募集要項P10
第2-3-(1)

トイレ改修にあたり、整備工事内容との調和のためのデザイン調整、
工事工程等の調整は可能でしょうか（要望として）
また、既存トイレ改修時期のスケジュールを開示いただきたいです。

可能です。
本市で改修を行う場合、平成26年12月から設計を実施し、平成27年6月
以降の工事着工、9月末の工事完成を予定しています。

18
募集要項P11
第2-3-(1)

エントランスゾーンのメインサインに北東エリアの内容を記載すること
は可能でしょうか。

可能です。なお、サイン掲出内容等の詳細については、事業者として決定
後、本市との協議・調整が必要となります。

19
募集要項P11
第2-3-(1)

サイン計画について「公園・動物園全体のサイン計画の見直し」とあ
りますが、４ヶ国語対応以外にどのような方向の見直しなのかご教
示下さい。

現在園内に設置されているサインは、目立たず統一感がないため、本市
として、サインのデザインの統一・設置場所・表記（４か国語表記等）の見
直しを行うこととしています。

20
募集要項P11
第2-3-(1)
別紙２

動物園新連絡ゲートの施設計画について、工事着手前に図面等を
もとに協議、調整させて頂くことは可能でしょうか。

可能です。
但し、平成26年度末に実施設計完了予定のため、協議・調整の時期又は
内容によっては対応できない場合があります。
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番号 質問箇所 質問事項 回　答

21
募集要項P11
第2-3-(1)
別紙２

動物園新連絡ゲートの影響範囲部分（点線囲い灰色部分）について
は、当方からの提案内容に沿って貴市にて整備いただけるとの解釈
でよいでしょうか？そうでない場合は整備計画、範囲の開示をお願
いすることは可能でしょうか。

動物園（仮称）新連絡ゲート影響範囲については、基本的には本市設計
仕様の舗装仕上げ施工となります。但し、平成26年度末に実施設計完了
予定のため、協議・調整の時期又は内容によっては、提案内容を採用で
きる場合もあると考えます。
当該区域はエントランスエリアと隣接しており、事業者として決定後、施設
計画等について本市との協議・調整を図る必要からも、整備計画、範囲
の開示を行う予定です。

22
募集要項P11
第2-3-(1)
別紙２

動物園新連絡ゲートについて、敷地南側歩道側に公園からの出入
口を設置する計画はありますでしょうか。ある場合、位置、規模等の
情報をご教示いただくことは可能でしょうか。

公園利用者のために天王寺公園の南側遊歩道より公園への常設出入口
を設置する予定です。
設置位置は、バラのアーチ西端付近に幅３．０ｍの出入口を計画していま
す。

23
募集要項P11
第2-3-(1)
別紙２

動物園新連絡ゲート新築を行う予定とのことですが、隣接する映像
館との間に門扉がなく地下階スロープに降りて行けるようになってい
ます。防犯上、人通りのない死角となる部分ですので、何らかの管理
対策を動物園ゲート新設に合わせてお願いすることは可能でしょう
か。

動物園（仮称）新連絡ゲート実施設計において検討し、必要に応じて対応
します。

24
募集要項P11・12
第2-3-(1)

エントランスエリアにフットサルコートを設置する場合、フェンス等の
支柱の掘り下げは2．5メートルまで可能ですか？

地下駐車場の構造への影響を考慮する必要があり、2.5mまで掘り下げら
れない場合も想定されますので、事業者として決定後、設計協議による判
断が必要になるものと考えます。

25
募集要項P11・12
第2-3-(1)

駐車場屋根スラブの長期許容耐力は「土被2.5m+上載限度荷重を許
容荷重」とされているとのことですが、工事期間中等の一時的な許容
耐力もお示しください。

工事期間中等の一時的な許容耐力についても長期許容耐力と同じとして
下さい。

26
募集要項P11・12
第2-3-(1)

撤去する既存施設の地中構造物について、新設あるいは改築する
建築物が建築基準法または都市公園法等、「設計・整備に関する業
務要求水準書」p３に掲載された関係法令の上で支障をきたす箇所
については撤去（そうでない箇所は存置してよい）と考えてよろしいで
しょうか。

「撤去可能施設」の撤去範囲は、施設の基礎砕石より上部の構造物を全
て撤去してください。

27
募集要項P13
第2-4-(3)

エントランスエリア・茶臼山北東部エリアでのバーベキューエリアの
設定が可能かお聞きしたい。

公園施設としてバーベキュー場またはバーベキューができるレストランの
設置は可能です。
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番号 質問箇所 質問事項 回　答

28
募集要項P13
第2-4-(3)

屋外で、裸火を使用しての調理を行うことは可能ですか。
(飲食店の屋外席でのバーベキュー、芝生広場等でのアウトドアクッ
キングのイベントなど)

都市公園法上は、「たき火」が禁止行為となりますので、これに該当する
ものについては、いかなる場合であっても認めることはできません。
また、飲食店舗として設置する施設の範囲内において、屋外席を設ける
などする場合にあっては、たき火に該当しないものに限って当該飲食店
舗の責任で火気を使用することは可能となります。但し、施設利用者が単
独で火気を使用することは認められません。
また、アウトドアクッキングについては、公園施設として設置する施設
（ハード事業）と一体となったソフト事業の展開として、賑わい創出等の相
乗効果を図ることができる等、このイベントを都市公園である天王寺公園
内でなければ実施することができないなどの具体的な根拠があれば、実
施することは可能です。
なお、具体的な内容については、事業者決定後、本市と協議のうえ、個別
に判断させていただきます。

29
募集要項P13
第2-4-(3)

野外コンサート等、音響を伴うイベントの時間的な制限規制の基準
があるかお聞きしたい。また、公園内を含め音量規制数値基準があ
るのかをお聞きしたい。

時間的な制限等については、具体的な基準があるものではありません
が、イベント開催に際して周辺施設及び住民等と協議していただく場合も
あります。
また、音量については、一般的に騒音に該当しない範囲内での使用とな
ります。

30
募集要項P14
第2-4-(4)

平成27年秋に実施予定の動物園100周年事業の中身をご教授くださ
い。

未来に向かってより魅力的な動物園を市民や関係者が一緒になって作り
上げていくステップとして、動物園のこれからの取り組みを発信するため
のシンポジウムを実施する予定です。また、地域連携を促進し、動物園を
介して人の流れを作り出すためのエリアマップの作成や、動物園を広く周
知し、集客につなげることを目的として、100周年記念誌（写真集的な内容
を想定）を作成する予定です。

31
募集要項P14
第2-4-(4)(5)

大阪市または、第三者によるイベントが実施される以外は、芝生広
場等の更地部分をテナントに使用させることは可能ですか？

テナントの使用について、どのようなものを想定しているかは不明です
が、芝生広場等は、不特定多数の方が利用できる場所であるため、その
利用に支障を生じさせるような独占的な使用は原則としてできません。但
し、本市において、他の公園利用者の利用の支障とならないものであると
判断できるものであれば、一時的に独占使用を許可（占用・行為）すること
が可能となる場合があります。
また、一般園地の独占使用許可の決定は、公園の維持管理上及び利用
上の支障とならないよう、その使用の目的・規模・内容等を総合的に判断
するものであり、公序良俗に反する団体等でないテナントが使用の主体と
なることを妨げません。
なお、テナントによる使用であっても、自らが管理する公園施設（店舗等）
の区域を超えて、一般園地を恒常的に使用することはできず、あくまで一
時的な使用に限ります。
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番号 質問箇所 質問事項 回　答

32
募集要項P14
第2-4-(4)(5)

芝生広場でイベントが行われる場合、芝生の維持管理の主体者であ
る事業者から相応の費用負担をイベント主催者にお願いしたいと考
えますが、問題ないでしょうか？

条例等規定に定めている金額以外の徴収はできません。
イベントにより芝生が傷んだりした場合は、当該イベントの主催者に原状
復旧を求めることになります。

33
募集要項P14
第2-4-(5)

委託する事業者（定期借家契約者での第三者）が使用範囲内で実
施するイベントも調整の対象となるのでしょうか。

調整の対象となります。

34
募集要項P14
第2-4-(5)

大阪市または、第三者によるイベントとの実施調整業務を具体的に
ご教授ください。

現在のところ、大阪市・第三者が事業対象範囲において開催を希望する
イベント情報を事業者が一元的に把握できるよう、大阪市・第三者からの
イベント申請の受付業務を行っていただくなどを想定しています。
なお、実施調整業務内容等の詳細については、魅力創造事業の効果的
な運用に向け、事業者として決定後、事業者と本市との協議・調整を図る
予定です。

35
募集要項P14
第2-4-(5)

質問33番の調整をするにあたり、開催を希望されるイベント情報す
べてが一元的に入ってくる窓口機能を持つことができるのでしょう
か？

お見込みのとおりです。

36
募集要項P15
第2-5-(1)

維持管理事業に要する費用の内、警備費の他にも清掃費、緑地・施
設維持管理費を貴市からの分担金として支給される事は可能か。又
（参考）平成25年度警備費実績 約700万円はエントランスゲートと茶
臼山北東部エリアの合算との考えでよいか。

本市としては、警備費以外の経費の支払いは想定していません。
平成25年度警備費実績約700万円はお見込みのとおりエントランスエリア
と茶臼山北東部エリアの合算の参考値です。

37
募集要項P15
第2-5-(1)

平成25年度警備費実績約700万円という金額は、エントランスエリア
事業者に対して渡される分担金額という理解でよろしいでしょうか？
また、市水準の園内警備費用は毎年一定額となり、年毎の事業評価
時に減額されることはないのでしょうか？

平成25年度警備費実績約700万円は参考値であり確定額ではありません
が、事業者に対し分担金として本市水準の警備費を支払うこととなりま
す。
分担金額については、過去の本市実績をもとに算定します。
また、事業評価時においては、事業収支状況を踏まえた事業展開の状
況、施設の維持管理状況、継続的な事業実施に向けた再投資の取り組
み等により、本事業継続の確実性を評価したうえで、公園及び周辺地域
の適正利用状況を加味し、警備の本市実施継続の判断（分担金支出の
判断）を行います。

38
募集要項P15
第2-5-(2)

天王寺ゲート側バス駐車場は、有人管理運営の場合、3台を超え台
数の制限はないものと考えてよいか。（場内にて誘導移動等が可能
な台数の駐車）

本市設置施設の管理許可になるため、安全確保の観点からも現状の施
設では3台が制限台数です。

39
募集要項P15
第2-5-(2)

新世界側増設バス駐車場（4台分）は誰が管理し、どのように利用さ
れるのでしょうか？

平成27年10月1日から別途公募によって決定する事業者がバス駐車場と
して管理・運営する予定です。
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40
募集要項P15
第2-6

茶臼山北東部エリアについて、事業者に引き渡される際の状態はど
のようなものと想定すればよいか。又、エリア周囲に外柵を設置する
場合は全て事業者側の工事となるか。

現状のままの引き渡しとなります。
また、茶臼山北東部エリア周囲の外柵の設置は事業者施設としての工事
になります。なお、外柵のうち、茶臼山側の外柵設置については、門扉位
置等も含め、協議が必要となります。

41
募集要項P16
第2-6

茶臼山北東部エリアにて整備を予定する駐車場への、谷町筋からの
乗入れ（歩道切下げ）や、標識設置等に関する規制はあるか。

車両出入口を幹線道路（谷町筋）に設ける場合、歩行者との交錯など交
通安全上の影響が懸念されます。そのため、募集要項P16第2-6に記載
のとおり、車両出入口は、原則として前面道路のうち交通に支障を及ぼす
影響が小さい方、すなわち幹線道路（谷町筋）以外の面する道路に設け
る提案としてください。
なお、事業者として決定後、別途、周辺交通状況や駐車場規模等を踏ま
え、道路管理者及び交通管理者、また駐車場法の適用対象となる場合は
その所管部署等との協議が必要となります。（車両出入口の考え方につ
いては、質問番号44に対する回答も参照ください。）
また、駐車場運営に必要な公園内における標識等の設置に関しては、特
に規制はありません。

42
募集要項P16
第2-6

茶臼山北東部エリアについて、有料駐車場を設置する場合、営業時
間、料金設定の制約はあるのでしょうか？

営業時間の制約は特にありません。なお、本市が公募により駐車場運営
者を選定する場合、公募条件として、市民利用の観点にも配慮し高額に
ならないような料金設定を求めています。

43
募集要項P16
第2-6

茶臼山北東部エリアと、隣接する天王寺公園との境界部分には門
扉、柵等の設備が必要となると考えますが、現状は既存のアルミ製
の門扉、柵（一部破損個所あり）が」設置されています。この境界部
分において、事業者提案内容により天王寺公園側の入口位置が変
更になる場合、公園側の門扉設置に伴う改修工事及び柵の補修等
の工事は貴市工事となると考えてよろしいでしょうか。

茶臼山北東部エリアにおいて、事業者の整備に伴い本市既存施設の改
修等が生じる場合は、原則として、事業者による工事となります。但し、門
扉の位置等、施工の詳細については本市との協議が必要となります。

44
募集要項P16
第2-6

北東部車両出入口について「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」とありますが、提案後に道路管理者や近
隣地権者等の指導や意向により位置が変更となることも想定されま
すが、この場合には提案内容を一部変更することも可能でしょうか。

可能です。
本市としても、周辺地域環境への十分な配慮が必要と考えています。

45
募集要項P16
第2-6

北東部エリアの駐車場面積は約5,400㎡の過半にならないようにとあ
るが、有料駐車場のみか、店舗付帯駐車場を含めてになるのかをご
教授ください。

店舗付帯駐車場を含めた駐車場面積が約5,400㎡の過半にならないよう
に計画してください。
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46
募集要項P16・17
第2-6

貯水槽上部を駐車場で計画する予定ですが、荷重（車輛・積載荷
重）の制限等を教えてください。

耐震性貯水槽の当初設計条件は、上載荷重　9.8kN/m２の等分布荷重を
載荷するものとしております。しかし、荷重の制限等に対しての検討は
行っておりませんので、詳細については、事業者として決定後、別途本市
と協議が必要となります。

47
募集要項P17
第2-6

茶臼山北東部エリアについて、応急給水訓練実施時（不定期、連続
した３日間程度）は店舗も有料駐車場も必ず休業しなければならな
いのでしょうか？また、応急給水訓練実施時期はいつわかるので
しょうか？

応急給水訓練は、耐震性貯水槽設置エリア（別紙10）の全域を使用する
想定としているため、実施期間においては、原則として施設利用を停止す
る必要があるとお考えください。
実施時期については、訓練規模にもよりますが、半年前までにはお伝え
できると考えております。

48
募集要項P18
第2-7-(1)

「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。」とのことですが、事業者決定後、その
考え方、単価等が大きく変わることはないでしょうか？

公園使用料の考え方については、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次提案募集要項別紙８「公園使用料の基本的な考え方」に示すと
おりです。
また、使用料単価については、公園条例の改正等により改定した場合
は、これに基づき見直すことがあります（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）」を参照）。

49
募集要項P18
第2-7-(2)

土地の形質変更を伴う事前調査は認められないとあるが、建物設置
予定場所において地盤調査の実施は可能か。

建物設置に伴う地盤調査を実施することは可能ですが、地盤調査に際し
ては本市との協議が必要となります。

50
募集要項P23
第2-7-(11)

事業者が所有する施設を第三者に使用させる場合（一時使用の場
合は除く）は定期建物賃貸借契約によることとありますが、事業期間
内であれば契約年数に制限はないと考えてよいでしょうか？

事業期間内であれば契約年数に制限はありません。但し、契約の相手方
となる第三者との間で何らかの事由（トラブル）が発生し、その結果、エン
トランスエリアにおける公園事業に支障が生じた場合等については、事業
者に全ての責任を負っていただきますので、ご留意ください。

51
募集要項P24
第2-7-(15)

「事業内容の変更」には、「事業者は相当の期間を設けて本市と協
議を行ったうえで・・・・変更することができる」とありますが、「相当の
期間」とはどの程度の期間ですか? (平成27年10月の開業に間に合
わせるための、テナント決定の最終期限の目安のひとつとしたいの
で、ご教示ください。)

現在のところ、「相当の期間」の定義はありません。変更内容によって協
議に必要な期間は異なるものと考えています。

52
募集要項P27
第3-3-(1)

平成26年10月15日のプレゼンテーションにおいて、リーシング業務・
店舗管理業務等一部業務の委託予定先会社の担当が同席すること
は可能でしょうか？

同席することは可能ですが、ヒアリングでの発言は事業者が責任を負うも
のとしてください。
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53
募集要項P30
第3-5-(2)

提出書類のうち副本については「申請団体名等をマスキング」とあり
ますが、正本の該当部分を単に白抜きするのみでよろしいでしょう
か？

マスキングについては、正本の該当部分を黒塗り又は白抜き（該当部分
を空白とする）にしてください。

54
募集要項P31
第3-5-(2)

天王寺公園全体の配置図データをいただくことは可能でしょうか？
（例:「別紙１位置図」のハッチングや文字の入っていない状態）

PDFデータで開示します。
別紙「天王寺公園全体配置図」をご参照ください。

55
募集要項P32
第3-5-(2)

「設置施設等の平面図他」において室名、主要室面積については詳
細な施設計画ができていないので記載できませんがどのように表現
すればいいでしょうか？

事業計画上、施設用途・規模等は重要な要素であることから、例えば、室
名については事業内容がわかるような仮称、主要室面積については概算
面積の記載をお願いします。

56
募集要項P32
第3-5-(2)

平面図および断面図作成にあたり、地下の駐車場の構造体形状が
わかる正確な図面が必要ですが、頂くことは可能でしょうか。

地下駐車場の構造体形状がわかる図面の閲覧を行います。
●閲覧期間
・平成26年9月1日（月）から9月12日（金）まで
・午前9時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで（但し、土曜日、日
曜日、祝日を除く）
●閲覧場所
・建設局天王寺動物公園事務所

57 別添書１

設計や工事に関する実務については第三者への委託または請負に
よって実施いたしますが、各種の届出者（現場代理人等）については
その第三者から選任することに問題はないでしょうか？

「第三者」が、事業者が発注する工事・委託の請負業者である場合は、第
三者からの選任に問題はありません。
主任技術者，監理技術者等は、建設業法の規定に基づき選任してくださ
い。
現場代理人は、工事現場の取締り及び工事に関する一切の事項を処理
し、本市との調整業務等を担え、判断できる方を選任してください。
また、監理技術者は、工事監理業務を経験し、本事業に支障をきたさない
技術知識を有している方を選任してください。
なお、現場代理人等には、本市との調整等を図るうえで、工事全体を統
括・把握していただく必要があります。

58
別添書２
第6条

工事協定上、平成27年10月1日営業開始とありますが、それまでに
市との協議がすべて終了するとは想定できません。その場合でも期
限は厳守でしょうか？

募集要項P18第2-7-(3)にもあるとおり、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日までに事業運用開始していただきます。なお、
運用開始時に、事業者と本市との一部協議や事業者の一部工事が完了
していない場合までを否定するものではありません。
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59
別添書２
第8条

施設等の貴市への寄付について、「行政資産として登録するために
必要となる各種書類及び資料等を作成し、」とありますが、具体的に
はどのような書類や資料が必要となるのでしょうか？

通常、本市が寄附をいただく際には、寄附申出書、寄附物の価値を示す
ことのできる物件の領収書、寄附者の概要を示す会社概要等の資料が
必要となります。
なお、事業者により、面的に整備された施設の寄附（想定）とその維持管
理を実施していただく本事業においては、別途維持管理協定により施設
の帰属や管理について定める必要があると考えています。

60
別添書２
第9条

3年毎の事業評価時に更新できないのは、どういったケースが考えら
れるのでしょうか。

募集要項P19第2-7-(4)に記載の事業評価項目（予定）を参照してくださ
い。

61
別添書２
第18条

施設の第三者への賃貸に関して、「国、地方公共団体等によって公
用又は公共の用に供する必要が生じた場合には、契約期間内で
あっても、速やかに賃借人との契約を解除する」とありますが、具体
的に考えられるケースをお示しください。

例えば、災害時に、国又は地方公共団体等が事業区域を災害活動拠点
や避難場所として長期に使用する場合などを想定しています。

62 別紙２

凡例の青色部分(大阪市が整備を予定する区域）の、図中における
範囲が不明。

別紙２に提示した図面のとおりです。
具体的な位置は事業者決定後に現地で確認します。

63 別紙２

図中の中央部（噴水、水上ステージを含む部分）の扱いが不明。 別紙２に提示した図面のとおり、噴水、水上ステージについては撤去する
計画です。

64 別紙３

図中の中央部（紫色部分）の扱いが不明。 ご質問にある図中の中央部（紫色部分）については、1次提案募集時にお
いて改修工事予定としていましたが、2次提案募集時において撤去工事
予定に変更していることを示したものです。
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65 別紙４

移動販売車による飲食物等については、ハード事業の「売店」に位
置づけられるのでしょうか。それともソフト事業の「露店営業」にあた
るのでしょうか。
形状は移動販売車であっても、常設として置く場合は「売店」になる
のでしょうか。
季節や曜日により、台数や扱い品目が変動する移動販売車につい
ては、その都度、貴市に申請し承諾を得る必要があるのでしょうか。

一時的に出店される移動販売車は占用物件のうち「露店営業」にかかる
工作物として位置付けることとなり、原則として、イベントなど主たる催し物
がある場合の付随的なものとしてのみ許可することが可能となります（都
市公園法第７条第６号参照）。例えば、毎週末に各店舗等が行う催事（○
○フェアなど）に付随するものとして、設置することは可能です。
また、催事の実施には許可を要しますが、その期間が確定しているもの
については、一括申請していただくことも可能です。
一方で、公園施設である売店は、一定の箇所に固定したものでなければ
ならず、また、都市公園内の便益施設としての能力・必要性を考慮のうえ
配置されるものです。この条件を満たすものに限って、常設・臨時を問わ
ず許可することが可能となります。移動販売車は、車両として容易に移動
できるものであるため、公園施設である売店には馴染まないものであると
考えます。
但し、現に公園内に売店がないため、今後、公園利用者の利便性向上に
寄与するために、新たに公園内に売店を設置する計画等があるが、売店
が設置されるまでの間、公園利用者にある程度の利便性を確保する必要
性があるなどの特別な事情がある場合は、暫定的な措置として、移動販
売車が公園施設として例外的に認められる場合があります。

66 別紙４

自動販売機を設置する場合の公園使用料はいくらになりますでしょう
か。
また、自動販売機の意匠に社名不可等の制限はありますでしょう
か。

自動販売機を一般園地内に「単独で」設置する場合は、公園施設設置許
可「売店」にかかる公園使用料として、大阪市公園条例及び同施行規則
運用要綱の規定により、エントランスエリアは年額30,000円/㎡を、茶臼山
北東部エリアは年額21,000円/㎡を徴収することとなります。
但し、事業者が新たに設置する公園施設内部（建物内で販売を目的とす
る区域に限る）に自動販売機を設置する場合は、これを販売の一形態と
見なすことにより、当該施設の設置にかかる年額使用料6,000円/㎡のみ
が徴収の対象となり、自動販売機の設置にかかる使用料は不要です。
なお、一般園地内に単独設置する自動販売機は、原則としてその側面・
上面・裏面は無地とし、日本自動販売機工業会及び全国清涼飲料工業
会の設定する「景観対応推奨カラー」に準じたものとしてください。また、
広告物（飲料メーカー名含む。但し、緊急連絡先等を表示する必要のある
場合は除く。その他、前面の商品名等（販売のため表示すべきもの）につ
いては、広告物と見なしません。）を掲示することはできませんが、本市に
許可申請のうえ、内容の審査を経て可能であると判断できれば、公園施
設である自動販売機に広告物を掲出することができます。この場合、別途
公園使用料が必要となります。
具体的な事項については、事業者として決定後、本市との協議事項となり
ます。
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67 別紙４

条例で規定されたイベントでの公園使用料に加え、こちら側でマネジ
メント業務に関わる運営経費も公園使用料に上乗せして新たに設定
してよいのでしょうか。
もしくは、別途管理料として必ず課しても問題無いですか。

条例等規定に定めている金額以外の徴収はできません。

68 別紙４
使用料免除対象者に対しても運営経費（管理料等）の負担を求めて
もよいでしょうか。

条例等規定に定めている金額以外の徴収はできません。

69 別紙４

有料イベントの事前設営のための使用料はどう考えたらよいでしょう
か。
　A）入場料を徴収しない使用料100％
　B）事前準備のため入場料徴収の使用料の50％等
　など割引料金の設定は可能でしょうか。

例示していただいているＡ）の使用料を徴収することとなります。

70 別紙４
マネジメント等の調整業務も含め受託頂いた場合、公園使用料免除
対象者は、誰がどの様に判断したらよいのでしょうか

事業者と調整のうえ、全て本市が決定することとなります。

71 別紙５

茶臼山北東部エリアの仕切り塀、樹木、設置物等の撤去費用の考え
方をお聞きしたい。

茶臼山北東部エリアの施設についても、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。

72 別紙５

茶臼山北東部エリア図における、既存ゲートボール場と隣接するエ
リアを含む正確な既存施設図（平面、断面含む）を受領することは可
能でしょうか。

平面図はPDFデータで開示しますが、断面図はありません。
別紙「茶臼山北東部エリア平面図」をご参照ください。

73 別紙７

エントランスエリア内で現在の入場ゲートから谷町筋までの間の設
置可能な構造物の基準と事業者が運用出来る範囲をお聞きしたい。

現在の入場ゲートから谷町筋までの間についても、別紙１「位置図」に示
すエントランスエリア内については、すべて事業者において管理運営いた
だくこととなります。
なお、設置可能な構造物については、当該区域に道路区域を含むことな
どから、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」、募集要項P8～12「３．賑わい創出事業（ハード整備）に関
する提案条件」、別添書１「設計・整備に関する業務要求水準書」などを確
認してください。

74 別紙８

大・中規模イベントの定義で、エントランスエリアの半分～大部分、半
日～終日の活用とあるが、1次募集要項-別紙7の平成24年度、25年
度実績のイベントの内どれが該当するか。さらに、その内で公共性
のある地域連携型はどれか。

収穫祭・大阪オクトーバフェスト、あべの天王寺イルミナージュが、大・中
規模イベントに該当します。両イベントとも地域連携型ではありませんが、
大阪市として協力をしています。

75 別紙８

イルミナージュイベント（あべの・天王寺）は小規模イベントとしての位
置付けかお聞きしたい。また、入場者数の統計があればお教え頂き
たい。

大規模イベントの位置づけとなります。入場者数は昨年度、平成25年11
月1日から平成26年1月31日まで92日間で約82,000人です。
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76 別紙８
小規模イベントは収益性のあるイベントの50％の内の70％の対象か
お聞きしたい。

対象外です。50％及び70％の条件値は、「土・日・祝日」開催で且つ「大規
模・中規模イベント」に関するものです。

77 別紙８

常設店舗で行うクリスマスフェア等のシーズンプロモーションや○周
年セールなどの販売促進策はイベント扱いにならないと考えてよい
でしょうか。また、販売促進策についての制約はないでしょうか。

常設店舗内で行う販売促進策については、イベントではなく販売方法の
一形態と見なされるため、各店舗においてそれぞれ検討していただくこと
は可能ですが、都市公園法のほか関係法令を遵守していただく必要があ
ります。
なお、質問事項にある「○周年セール」がどのようなものを意味するのか
は不明ですが、一企業の広告となるような名称で、かつ常設店舗外部（設
置許可により設置した公園施設に貼付するものに限る）に当該セール名
を掲出する場合は、別途、広告物にかかる許可が必要となります。また、
店舗内であれば許可を要しないほか、その他の箇所には、このような内
容の広告物を掲出することはできません。

78 別紙９

バス駐車場の利用料金の記載で、条例第15条第1項第4号の規定に
よる者とは。

身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付を受けている者のこと
です。バス料金については、身体障害者手帳の交付を受けている者によ
る団体利用であれば、一時間分の料金となります。

79 別紙９

エントランスエリアのバス駐車場エリアで事業者が使用可能な範囲、
構造物の設置等についての考え方をお聞きしたい。

バス駐車場エリアで事業者が使用可能な範囲は、別紙９「バス駐車場（天
王寺ゲート側）管理運営仕様書」の別図1「天王寺ゲート側バス駐車場平
面図」の管理区域を原則とします。
また、構造物の設置等についての考え方は、同仕様書P5「３設備等の新
設」の記載内容を確認してください。

80 別紙10

耐震性貯水槽上部利用制限範囲において、範囲Bの工作物に植栽
は含まれないと考えてよいか。

範囲Ｂにつきましては、応急給水活動時には、給水室人孔を中心に仮設
給水栓を展開し、また、貯水槽清掃時には作業範囲として使用するため、
工作物を設置しないこととしておりますので、上記作業の支障となる植栽
は工作物に含まれます。
但し、仮設給水栓の展開および貯水槽の清掃業務に支障とならない大き
さや形状であれば、その限りではありません。

81 別紙10

範囲AおよびBは工作物を設置できない範囲とありますが、ピロティ
などにより、上空に建築物を設けることは可能でしょうか。また、その
場合の高さ制限など条件をご教示頂くことは可能でしょうか。

「範囲Ａ」及び「範囲Ｂ」につきましては、上空についても工作物の設置は
しないようにしてください。
但し、貯水槽清掃時のクレーン作業に支障とならないのであれば、その限
りではありません。

82 別紙11

現在の天王寺公園内のごみ回収業者をご教授ください。
また、エントランスエリアにおけるごみの処理量と回収にかかる費用
単価もわかればご教授ください。

平成26年度の天王寺動物公園の一般廃棄物収集業者は（株）河内環
境、産業廃棄物収集業者は栄進開発（株）です。また、エントランスエリア
で発生したごみの処理量は把握できず、従ってその費用単価も算定でき
ません。
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83 別紙11

エントランスエリア内のゴミ箱設置に関して、各商業施設で出るゴミ
は各店舗のゴミ箱を利用してもらい、それ以外のゴミは各自お持ち
帰りいただくという啓発を行ったうえで、共用ゴミ箱は設置しないとい
う運用方は可能ですか？

ご質問にあるような運用は可能ですが、公園（エントランスエリア）内及び
その近隣にごみの問題が発生することのないよう努めていただく必要が
あります。また、運用の結果、こうしたごみの問題が発生する場合は、本
市より共用ごみ箱の設置も含めて対策に関して指導することとなります。

84
1次提案募集　質
問回答　番号4

屋外広告物設置の可否について、1次提案時の事前質問に対する
回答として「天王寺公園の集客に直接関係しない広告物の掲出は基
本的には認められない」旨のご回答があったかと思いますが、動物
園の告知・集客に関する民間企業広告は認められますでしょうか？

広告物取扱要綱の規定に基づき、事業者が、エントランスエリア魅力創出
事業に伴って、天王寺動物園の告知・集客等を行うためのプロモーション
活動の一環として自ら広告物を掲出するのであれば、事業者を相手方と
して許可することは可能です。

85
1次提案募集　質
問回答　番号4

質問84番に関係して、事業者でデジタルサイネージや広告枠を設置
し、設置分の設置許可使用料をお支払いしたうえで広告枠の販売を
行いたいと考えますが、その仕組みでの運用は可能でしょうか？

本市の都市公園における広告物掲出の基準を示す、現行の「広告物取
扱要綱」には、映像による広告物の規定がありませんが、ご提案を踏まえ
て、今後、検討させていただきます。
広告物の掲出については、事業者が、第三者となる他の民間活力を導入
し、当該第三者との契約等により、表示する広告物の内容などの調整等
を行ったうえ、事業者自らの責任で設置するものとして本市に申請する形
態のものであれば、事業者に対して許可することが可能となります。
但し、公園の集客に直接関係しない広告物の掲出は認められないほか、
別途、公園使用料が必要となります。
具体的な事項については、事業者として決定後、本市との協議事項となり
ます。

86
1次提案募集 質
問回答　番号52

今回地下駐車場の上部での建築となるが、確認申請は通常の申請
（一般の敷地の扱い）でよいのか。その場合、接道義務や、複数の
建物があるため1敷地1建物の原則の扱いはどうなるか。

天王寺公園の建築確認申請における敷地は、概ね、①動物園区域②エ
ントランスエリア区域③その他区域の３敷地に区分することを検討してい
ます。各申請敷地においては、接道条件を満たすとともに、複数の建物が
ある場合は用途不可分の考えのもと、建築確認申請を行ってください。
なお、地下駐車場に対し構造上の影響を与えない計画とすることにより、
地下駐車場と一体的な計画とならないように建築確認申請を行ってくださ
い。

87 その他

開発許可、建築確認申請に関する手続きについて、現状の許可・申
請の情報開示開発許可に当たる場合の地元説明の有無とその主体
はどこかを教えていただけますでしょうか。

本事業における建築物は公園施設の位置づけとなります。よって、都市
計画法第29条第1項第3号及び都市計画法施行令第21条第1項第3号の
規定により、開発許可を受ける必要はありませんが、都市計画法第29条
第1項が建築基準関係規定であるため、建築確認申請の前に開発許可
の要否判定を受けていただく必要があります。
また、別添書１「設計・整備に関する業務要求水準書」P8にも記載してい
るとおり、開発計画に対する地元説明は民間事業者で行っていただく必
要があります。
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88 その他

詳細な事業計画を策定するにあたり、交通量の基礎資料（例えば、
周辺歩道や阿倍野歩道橋での歩行者通行量、天王寺公園地下駐
車場での曜日時間別利用車両数や方向別来場者数）をお示しくださ
い。

交通量の基礎資料としては、平成25年度、26年度で整備した天王寺バス
駐車場の計画に際しての交通量調査の資料がありますので、閲覧を行い
ます。なお、例示されているその他の資料についてはご提供できるものは
ありません。
●閲覧期間
・平成26年9月1日（月）から9月12日（金）まで
・午前9時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで（但し、土曜日、日
曜日、祝日を除く）
●閲覧場所
・建設局天王寺動物公園事務所

89 その他

エントランスエリア以外の交通アクセス改善（近鉄前交差点付近また
はＪＲ側からの横断歩道の設置など）への大阪市としての取り組み
方針を教えてください。

交通アクセス改善については、天王寺公園・動物園の魅力向上を図るう
えで必要な取り組みであると考えています。
天王寺駅前交差点への横断歩道の設置については、その必要性や交差
点処理などの技術的な側面について、さらに詳細な検討が必要であり、
実施主体・費用負担等を含めて、継続して関係先と協議していく必要があ
ります。
事業者として決定後、本市の取り組み状況について情報共有するととも
に、事業者として連携して取り組んでいただける内容について意見交換を
行う予定です。

15／15


