
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 質問箇所 質問事項 回　答

1

募集要項ｐ3
第1.2(1)

その他のエリア（提案可能エリア）で提案を行う際、「希望する区域」と
の記載がありますが、提案可能エリア内で一部分（出入口付近等）のみの
提案でも良いという理解でよろしいでしょうか。

募集要項別紙１「位置図」に記載している「エントランスエリア」は全域
を提案において必須の区域とします。「エントランスエリア」全域の提案
に加えて、「その他提案可能エリア」についてもご提案いただく場合に
は、ご質問のとおり、一部分のみの提案でも可能です。

2
募集要項ｐ3
第1.2(1)

「本市が計画している整備予定事業についてなど、様々な観点からのご意
見・ご提案も可能。」とありますが、貴市の計画について変更を求めるこ
とも可能との理解でよろしいでしょうか。

可能です。ただし、最終的に本市の計画の変更の有無等については、本市
で判断し、2次提案の募集要項で提示する予定です。

3

募集要項ｐ4
第1.2(2)

恒常的なイベントを開催するにあったっては、市民や観光客が気軽に行き
来できることが必要であると考えますが、入園料の無料化の可能性は高い
との認識でよろしいでしょうか。また、時期等の具体的な内容がありまし
たらご教示いただけないでしょうか。

天王寺公園については、平成26年度途中より慶沢園を除いて無料開放する
ことを検討しています。

4

募集要項ｐ4
第1.2(2)

プロモーション活動について、動物園や美術館、イベントとの連携が求め
られていますが、ネーミングライツやデジタルサイネージによる民間企業
等のプロモーションも可能でしょうか。

天王寺公園の集客促進に関連する民間企業等のプロモーションは可能で
す。ただし、天王寺公園の集客促進に直接関連のない民間企業等の広告な
どのプロモーションは認められません。また、本事業では公園名称のネー
ミングライツを実施する権限を付与するものではありません。
しかしながら、質の高い提案実現に必要であれば、1次提案の「質の高い
提案実現への意見」として具体的に提案いただければ、その内容について
関係先と協議を行い、実現の可否を検討します。

5

募集要項ｐ4
第1.2(2)

天王寺動物園100周年事業のイベントについて、コアイベントの他、別紙７
に記載のあるもの以外で決定しているものがあればご教示ください。

別紙７は、参考として過去２ヶ年度の行事・催事を示したものであり、今
後の行事予定は未定です。動物園開園100周年イベントについては、平成
27年１月１日の臨時開園（100周年セレモニー）及び秋のコアイベントを
しますが、コアイベントの内容や期間等はまだ決まっていません。

6

募集要項ｐ4
第1.2(2)

美術館の年間催事予定と実績をお教えください。 年間催事スケジュールは下記の美術館ホームページをご覧ください。
http://www.osaka-art-museum.jp/schedule/
実績については別紙「美術館特別展実績（平成24年4月～平成25年12
月）」のとおりです。

7
募集要項ｐ4
第1.2(2)

直近の天王寺公園全体と動物園、美術館の月別入場者数をお教えくださ
い。

平成24年4月から平成25年12月までの天王寺公園、動物園、美術館の月別
入場者数は別紙のとおりです。なお、天王寺公園の利用者数のなかには、
動物園、美術館利用者で公園を利用した人を含みます。

8
募集要項ｐ４
第1.2(2)③

維持管理事業について、イベントにおける清掃費用、廃棄物処理費用の負
担は、イベント主催者による負担と考えますが如何でしょうか。

イベント開催時の清掃及び廃棄物処理については、イベント主催者の負担
となります。

9

募集要項ｐ４
第1.2(2)③

維持管理事業について、警備業務における夜間業務についてはどのような
想定をされているのでしょうか。

事業対象区域については、事業者に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ので、夜間警備などの管理
方法は事業者側の提案事項となります。なお、事業対象区域以外の本市が
管理する区域については、夜間は閉園し機械警備と巡回警備を実施する予
定です。



番号 質問箇所 質問事項 回　答

10

募集要項ｐ４
第1.2(2)③

維持管理事業について、「エントランスエリア以外の区域についても提案
する場合には、当該区域の維持管理も含みます」と記載がありますが、そ
の他提案可能エリア（茶臼山・河底池エリア）部分の維持管理経費（平成
２４年度実績）を教えて頂けますでしょうか？

茶臼山・河底池エリアについては、エリア単独での経費は算出できませ
ん。

11
募集要項ｐ４
第1.2(2)③

維持管理事業について、芝生や緑の環境の維持管理のための寄付・募金を
集めるにあたり、民間企業の名義ではなく大阪市などの行政名義を前面に
出す（名義を借りる）ことは可能でしょうか？

本市名義での募金はできません。民間企業名義で寄付金を募る場合は、そ
の使途・目的等について利用者に対して説明を行い十分な理解を求めてく
ださい。

12

募集要項ｐ４
第1.2(2)

音響設備を使用するイベント開催について、音量の制限や時間帯の規制な
どはあると予想されますか。

音量・時間帯の定めはありませんが、近隣住民及び動物への影響を配慮し
た計画を提案してください。具体的な事業実施にあたっては、個別に事前
協議が必要となります。なお、参考事例として、「収穫祭・大阪オクトー
バーフェスト2013」では、午後8時30分頃まで音楽イベントを実施した実
績はあります。

13

募集要項ｐ4
第1.2(2)②

周辺の地域活性化に取り組む団体・組織との連携などとありますが具体的
な団体・組織はおられるのでしょうか？おられるのであればお教えくださ
い。

周辺の地域活性化に取り組む団体・組織との連携については、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」
19ページの集客促進のための「天王寺・阿倍野地区」におけるエリア連携
をご参照ください。

14
募集要項ｐ4
第1.2(2)②

賑わい創出事業・イベント等の開催について、動物園に隣接するエリアで
音楽イベント・ライブを行う際の規制はあるでしょうか？（音量や時間帯
など）

質問番号12に対する回答のとおりです。

15

募集要項ｐ4
第1.2(2)③

維持管理事業については貴市の管理規定及び仕様はあるのでしょうか？ 現在、維持管理事業については直営により実施しておりますので、管理規
定・仕様はございません。
但し、都市公園として安全・快適な状態を常に保つため、花卉の植え替
え、樹木の剪定、並びに設備補修等を随時実施しております。
また、委託により開園日に実施しております清掃については、
・園内全域を対象とし、園路・広場を中心に拾い掃きするとともに、除草
を適宜実施。
・午前中にトイレ清掃、午後にも再度確認を行い、必要に応じ再清掃。
とし、詳細は公園事務所との協議の上、実施しております。
なお、トイレ清掃については、質問番号69に対する回答を参照してくださ
い。

16

募集要項ｐ4
第1.3

土地条件等に「風致地区」とありますが制限等をお教えください。 都市公園法（昭和31年法律第79号）による都市公園若しくはその施設の設
置若しくは管理に係る行為に該当する場合については、風致地区における
許可基準の適用除外となりますが、今回の提案にあたっては、風致地区の
制限（詳しくは「大阪市風致地区内における建築等の規制に関する条例」
を確認下さい。）を参考に風致地区内の公園にふさわしい提案としてくだ
さい。

17
募集要項ｐ4
第1.3

3.土地の概要の項目に、容積率200％とありますが、都市公園区域において
もこの指定容積率が適用されるのでしょうか？

適用されます。



番号 質問箇所 質問事項 回　答

18

募集要項ｐ5
第1.4

「事業スケジュール（予定）」には記載がありませんが、2次審査でヒアリ
ングを行う可能性はありますでしょうか。予定の範囲で構いませんのでご
教示ください。

1次提案においては、2次提案にむけた条件の検討などに活用するためヒア
リングを実施します。2次審査においては、提案内容について確認する必
要がある場合に、必要に応じてヒアリング等を実施する場合があります。
なお、2次募集に関する手続きについては2次提案募集要項において提示し
ます。

19
募集要項ｐ5
第1.4

一次審査において何組の事業者を選定するのか目安がありましたらご教示
ください。

１次審査においては、何組の事業者を選定するという目安は特に設定して
おりません。

20

募集要項ｐ5
第1.4

貴市による工事の開始時期をお教えください。また、不可抗力や議会承認
の関係等で貴市の工事が遅延した場合、事業者の工事着工及び、「魅力創
造・管理運営事業」の運用開始時期も遅延することが考えられますが、了
承いただけますでしょうか。

運用開始時期などの事業スケジュールは現時点での予定であり、変更する
場合があります。なお、本市による工事の開始時期は未定です。仮に本市
の工事が遅延した場合、事業者による工事着工にできるだけ影響を少なく
なるように検討することとします。なお、運用開始日を始期とする事業期
間について、最終的には事業予定者と本市で締結する協定書に記載し、決
定することとします。

21
募集要項ｐ5
第1.4

エントランスエリアにおける事業者による工事着手は、平成27年4月以降
（予定）との記載がありますが、その他エリアは4月以前の工事着手が可能
なものとして考えてよろしいでしょうか。

別紙１「位置図」における「その他提案可能エリア」に関しては、協議の
うえ平成27年4月以前に工事着手することは可能です。

22

募集要項ｐ6
第1.5

1次審査通過者が提案した内容について、2次提案公募に内容が反映された
場合、採用された提案を行った事業者に対してインセンティブが与えられ
るのでしょうか。

１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非公開
としております。規制緩和等事業の枠組みに関することは2次提案の募集
要項に反映する場合がありますが、具体的な内容を反映することはありま
せん。また、インセンティブは想定していません。

23

募集要項ｐ6
第1.5

動物園・美術館・慶沢園箇所への事業提案について
動物園飲食・物販ショップの設置、美術館へのショップ出店等の提案は可
能か。

今回の提案では、動物園、美術館、慶沢園は事業対象区域外となるため、
そこで実施する事業の提案はできません。ただし、事業対象区域で実施す
る事業として、動物園、美術館、慶沢園との連携事業について提案するこ
とは可能です。

24

募集要項ｐ6
第1.5

公園使用料について
一次募集後、事業者ヒアリングにて公園使用料決定とあるが、事業の内容
によっては、要項に定める価格以下での設定、または無償でも設定可能か
どうか。

公園使用料の提案については、募集要項p12第2.6(1)公園使用料及び本事
業実施に関する経費の考え方に記載しているとおり、別紙８を参考に本市
へ納付を想定している公園使用料の提案を求めるものです。したがって、
1次提案においては、質問の内容に示す提案は可能です。また、公園使用
料についての提案は募集要項p23～24に記載している審査項目には入って
いません。ただし、2次提案においては、今回の事業者からの提案を参考
に、本市から公園使用料の金額を示したうえで、事業の提案を募集する予
定です。なお、1次提案での公園使用料については、内訳がわかるように
計算方法については詳細に記載をお願いします。



番号 質問箇所 質問事項 回　答

25

募集要項ｐ6
第1.5①

天王寺公園全体についての基本的な考え方において、参考、考慮すべき上
位計画はあるのでしょうか？例　グランドデザイン・大阪

民間事業導入にあたっての天王寺公園の基本的な考え方については、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」を考慮してください。それ以外に、参考となる計画としては、次のも
のがあります。
・「大阪都市魅力創造戦略」
http://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/cmsfiles/contents/0000197/1
97740/oosakatosimiryokusouzou.pdf
・「新・大阪市緑の基本計画」
http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000239835.html
・「グランドデザイン・大阪」
http://www.pref.osaka.lg.jp/daitoshimachi/granddesign/

26

募集要項ｐ7
第2.１⑥

天王寺公園入園者、平成24年度約129万人とありますが動物園、美術館来場
者もふくまれているのでしょうか？大阪市のHPの資料では平成20年度で
182,000人となっております。

平成20年度の入園者数約18万人には、動物園入園者を含みません。平成23
年３月に公園－動物園連絡ゲートを開設いたしましたことにより、天王寺
側から動物園へのアプローチ機能を有することになり、利用者が大幅に増
加しております。
平成24年度の約129万人には、美術館利用者の一部（約23万人）と動物園
利用者の一部（約61万人）が含まれています。

27
募集要項ｐ7
第2.１⑥

天王寺公園の集客数目標について、平成２９年度２６０万人とあります
が、どのような積み上げかなど根拠があればご教示ください。

本事業による賑わい創出事業（ハード事業・ソフト事業）及び公園無料化
による効果などを想定しております。

28
募集要項ｐ7
第2.１

構築物設置について
事業者による構築物（建築物とみなされないものの設置）は可能か。

都市公園法上の「公園施設」であれば、構築物（建築物とみなされないも
の）の設置を提案することは可能です。

29

募集要項ｐ8
第2.3

「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。」とありま
すが、保存すべき樹木の指定はありますでしょうか。また、別紙6で示され
ている樹木は残すべきものと考えて良いのでしょうか。

エントランスエリアにおいては撤去・移植できない樹木はないので、移植
等を想定した提案は可能です。具体的には提案内容に応じて対応を協議す
るものとします。ただし、貴重な公園の緑を活かすとともに、景観にも十
分配慮した提案としてください。
また、茶臼山古墳および河底池など文化財保護法に関する範囲に関する提
案条件については募集要項p9【文化財保護法関係】を確認してください。

30

募集要項ｐ8
第2.3

今回計画する建物の敷地は任意に設定して良いか。
また、既存地下駐車場の敷地の扱いはどうなっているか。

既存地下駐車場の敷地は、天王寺動物園とエントランスエリアを含むエリ
アです。敷地の設定については1次提案では提案者が想定して提案してく
ださい。

31
募集要項ｐ8
第2.3

公園内の既存建物（構造・階数・面積・建設年度）のリストを開示してい
ただけませんでしょうか。

事業対象区域の「建物リスト」及び「配置図」は別紙をご参照ください。

32

募集要項ｐ8
第2.3

自転車の駐輪可能台数を教えていただけませんでしょうか。 今回の事業対象エリアではありませんが、天王寺ゲート横にある仮設自転
車駐車場の面積は約130㎡で、約100台の自転車の駐車が可能です。また、
新世界ゲートには動物園入園者用の自転車駐車場としているスペースがあ
ります。９時から１７時までの利用が可能で面積が約250㎡あります。

33

募集要項ｐ8
第2.3(1)

「利用者の為に必要な台数分の自転車駐車場の設置」とありますが、必要
な台数とは、「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」を満たす
ものと考えれば宜しいでしょうか。別に必要とする台数の指標があればご
教示ください。

都市公園において自転車駐車場の設置基準指針等はありませんので、事業
者の事業計画を基に必要な自転車駐車場の整備をご提案ください。ただ
し、「大阪市自転車駐車場の附置等に関する条例」に該当する施設を設置
する場合、当該条例に基づく台数を整備する必要があります。



番号 質問箇所 質問事項 回　答

34

募集要項ｐ8
第2.3(1)

施設等の設置条件について、温泉施設の設置および源泉の地下掘削工事は
可能でしょうか？

公園施設に該当することが必須条件となります。保養のための温泉施設は
公園施設には該当しませんが、温水利用型健康運動施設は、公園施設に該
当します。また、運動施設などとの複合施設として認められた事例はあり
ますので、1次募集において具体的に提案いただければ、その内容につい
て関係先と協議を行い、実現の可否を検討します。
また、対象エリアには地下駐車場・道路施設などが設置されているため、
これらの地下にある施設に影響を与えない提案をしてください。
さらに、事業対象区域には埋蔵文化財包蔵地、大阪府指定史跡があり掘削
工事などをする場合には手続きが必要です（募集要項p9【文化財保護法関
係】）。

35

募集要項ｐ8
第2.3(1)

施設等の設置条件について、天王寺公園を大きく活性化するためには、イ
ベントによる集客力とともに、物販・飲食店舗の集客力も必要と考えてお
ります。要項に記載の「公園利用と関連性の低い品目」、「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」について、具定例をお示しいただけますでしょうか？

公園施設とは、都市公園におけるレクリエーション活動など、都市公園の
効用を全うするための施設（都市公園法第2条第2項）です。物販・飲食店
舗などの便益施設（都市公園法第2条第2項第7号）については、市民が公
園を利用するにあたって、その便益に資する施設である必要があります。
したがって、公園利用を直接の目的としない物販（例：電化製品など）を
行うことはできません。
また、管理上の必要性からは、例えば火気を伴うガスバーナーなどの器具
類、その他、大阪府青少年健全育成条例に抵触する品目等の販売はできま
せん。
ただし、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、１次提案内容を精査のうえ、個別に判断させていただきます。

36

募集要項ｐ9
第2.3

施設等用途の制限に③酒類販売を主目的とした用途に使用する施設は設置
不可となっていますが、事業計画においてレストランやカフェ、ビアガー
デンで酒類を提供することは可能でしょうか？

可能です。

37

募集要項ｐ9
第2.3

施設の設置・使用が認められないものとして、「酒類販売を主目的とした
用途に使用する施設」とありますが、事業者の提案のよっては許可や規制
緩和等を頂ける可能性はありますでしょうか。不可の施設について該当す
るものを具体的にお教えください。

質問番号36に対する回答のとおり、レストラン等での酒類の提供は可能で
す。それ以外の酒類販売に関する具体的な施設設置の可否については、事
業者による1次提案の内容を精査のうえ、判断させていただきます。

38

募集要項ｐ9
第2.3

「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」とありますが、それぞれの施設で面積の制限
はあるのでしょうか。

休養施設、運動施設、教養施設については、4,000㎡とは別に建築面積の
特例が認められており、プラス5,000㎡程度までの提案が可能です。

39

募集要項ｐ9
第2.3

建築面積を4,000㎡以下にて提案をしてくださいとの事ですが、大阪市の整
備予定施設や既存建物は面積に含むのでしょうか？また、計画するにあた
り、天王寺公園全体配置図はございますか？

建築面積4,000㎡には、大阪市の整備予定施設や既存建物は含みません。
また、天王寺公園全体配置図については質問番号31に対する回答で示して
いる「配置図」をご参照ください。

40

募集要項ｐ9
第2.3

施設等の建築面積は4,000㎡以下とあるが、延べ床面積の制限は無いと考え
てよいか。またテント・イベントスペース等での建築も含まれるか。

延べ床面積について、都市公園法による制限はありませんが、建築基準法
による制限はあります。また、占用許可を受けた仮設工作物や仮設の公園
施設（３月を限度として公園施設として臨時に設けられる施設）について
は、4,000㎡とは別に提案が可能です。



番号 質問箇所 質問事項 回　答

41
募集要項ｐ9
第2.3

建築面積の制限が4,000㎡以下とありますが、その場合の建築面積とは建築
基準法によるものと考え、延床面積の制限でないと考えてよろしいでしょ
うか。

建築基準法による建築面積です。

42

募集要項ｐ9
第2.3

教養施設を設ける場合は建築面積4,000㎡とは別に提案が可能、とあります
が、教養施設に含まれる施設の具体例を教えていただけますでしょうか？
（例えばキッザニアや職業体験センターは教養施設となるのでしょう
か？）

教養施設は公園施設の一種であることから、都市公園の利用に関連して文
化・教養を享受するという都市公園の効用を全うする施設（都市公園法第
2条第2項）である必要があります。具体例としては、植物園、温室、体験
学習施設など（都市公園法施行令第5条参照）があります。今回の1次募集
で提案していただく内容をもって、関係先との協議を行い、実現の可否を
検討します。

43
募集要項ｐ9
第2.3

施設の建築を計画する場合、建築基準の確認申請の対象になると考えてよ
ろしいでしょうか。

対象となります。

44

募集要項ｐ9
第2.3

施設等の高さ制限は建築基準法、風致地区条例等関係法規、規制に準拠す
れば良いと考えてよいか。

建築基準法の高さ制限が適用されます。なお、都市公園法による都市公園
若しくはその施設の設置若しくは管理に係る行為に該当する場合について
は、風致地区における許可基準の適用除外となりますが、今回の提案にあ
たっては、風致地区の高さの制限（15ｍ）を参考に風致地区内の公園にふ
さわしい提案としてください。

45
募集要項ｐ9
第2.3

建築物の高さに制限はあるのでしょうか。 質問番号44に対する回答のとおりです。

46
募集要項ｐ9
第2.3

今回提案範囲のボーリングデータを開示していただけませんでしょうか。 ボーリングデータはありません。

47
募集要項ｐ9
第2.3

今回提案範囲の配置図面CADデータを開示していただけませんでしょうか。 提示できるＣＡＤデータはないため、公開されている資料及び現地確認に
より提案をお願いします。

48

募集要項ｐ9
第2.3

今回提案範囲にある建築物及び工作物の図面を開示していただけませんで
しょうか。

今回提案範囲にある既存施設について、「天王寺ゲート」「スロープ横売
店」「連絡橋スロープ部分」「天王寺ゲート前トイレ」「水系施設」「温
室（映像館・植物温室東側）」「茶臼山トイレ」は別紙の図面を参照して
ください。ただし、詳細図面がある構造物についても、図面と実際の構造
が異なっている可能性もあります。

49

募集要項ｐ9
第2.3

今回提案範囲のインフラ設備がわかる図面を開示していただけませんで
しょうか。

今回提案範囲のインフラ設備について、「エントランスエリアインフラ
（給水・排水・電気）」、「エントランスゲート前インフラ（給水・排
水・電気）」、「茶臼山東側インフラ（給水・排水・電気）」「茶臼山・
河底池付近（給水・電気）」の図面を参照してください。
ただし、これらの図面は当初設計図面等で現地で詳細な測量に基づき作成
したものではなく、現状と異なることがあります。
なお、ガスは認定道路から天王寺動植物公園事務所への配管を除き、今回
提案範囲にはありません。
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50

募集要項ｐ10
第2.3

建物を計画するにあたり、建物配置が地下駐車場、地下タンクに影響しな
いかが気になる為、地下タンク、地下駐車場の位置をお教えいただきたく
思います。それぞれ配置図はございますか？（周辺道路も含む）また、建
築図、構造図、構造計算書、確認申請書（建築年月日）
設備図もあればと存じます。

地下駐車場については、募集要項別紙２・別紙４及び今回提示する別紙
「地下駐車場平面図」「地下駐車場断面図」をご参照ください。
また、その他提案可能エリア北東部（茶臼山古墳東側）には飲料用耐震性
貯水槽があります。別紙「飲料用耐震性貯水槽図」「飲料用耐震性貯水槽
構造図」をご参照ください。

51
募集要項ｐ10
第2.3

地下駐車場（建築物）の上部敷地への建築は、荷重条件内の建築物であれ
ば可能と考えてよろしいでしょうか。

1次提案では、例えば軽量な平屋建とするなど荷重制限の条件を守ること
によって、地下駐車場に対し構造上の影響を与えない計画になると想定し
て提案してください。

52
募集要項ｐ10
第2.3

地下駐車場上部に建築物を計画する場合は、地下駐車場の増築行為に該当
しないでしょうか？

計画によっては増築に該当する場合もありますが、1次提案では、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提案してください。

53

募集要項ｐ10
第2.3

地上上屋（階段、排気塔、排煙）は整備環境イメージに合わせて、改装が
できるものと考えてよろしいでしょうか。また、その場合、機能を損なわ
なければ、形状（面積）を変更することは可能と考えてよろしいでしょう
か。

道路施設については、機能を損なわない場合であっても、形状の変更は提
案できません。（募集要項p10第2.3【道路区域の建築制限】に記載のとお
り）
だだし、現行ルールを基本としながらも、さらに質の高い提案実現への意
見（募集要項p23）は示していただくことはできます。

54

募集要項ｐ10
第2.3

「エントランスエリアの一部区域は、道路法上の道路となっており、道路
施設（公共地下歩道・階段・エスカレーター等）が設置。」とあります
が、工事期間中は使用不能としてもよろしいでしょうか。

道路施設（公共地下歩道・階段・エスカレータ等）の閉鎖等通行規制につ
いては、工事施工にあたって必要やむを得ない場合を除き、原則として認
められません。
ただし、必要やむを得ず通行規制を行う場合は、事業者として事業を実施
するときに、規制の方法・時間帯及び代替動線の確保等について、事前に
道路管理者、所轄警察並びに当該施設を管理している大阪地下街㈱と協議
のうえ、道路占用許可等の必要な手続きをふまえていただく必要がありま
す。

55

募集要項ｐ10
第2.3

エントランスエリアの一部区域は、道路法上の道路と記載がございます
が、建物計画する上で詳細で把握したく存じます。位置・幅員・高さレベ
ルの判る図面はございますか？また、排水経路・勾配がわかる図面もあれ
ばと存じます。

エントランスエリア内の道路法上の道路（地下通路）部分については、別
紙「地下通路施設平面図・側面図」を参照してください。

56
募集要項ｐ10
第2.3

エントランスエリアの道路法上の道路となっている区域の境界には建築基
準法の道路斜線等の法規制がかかってくるのでしょうか？

エントランスエリア内の道路法上の道路（地下通路）部分については、建
築基準法の規定の適用にあたって、道路ではなく建築敷地と想定してご提
案ください。

57

募集要項ｐ10
第2.3

エントランスエリアの道路法上の道路となっている区域に工作物等の設置
は提案不可となっていますが、“道路区域内において工作物等を設置する
場合又はイベント等を開催する場合は、道路占用許可の取り扱いについて
道路管理者と協議が必要となります”との記載もあります。協議を行えば
工作物は設置可能ということでしょうか？

道路区域内での建築物の設置、道路施設の改造並びに道路施設に影響を与
える建築物及び工作物等の設置については、提案できません。ただし、道
路区域内において工作物等を設置する場合又はイベント等を開催する場
合、道路施設に影響を与えないことを前提として、別途、今回の1次募集
で提案いただく内容を精査のうえ、道路管理者との協議を行ったうえで、
道路占用許可基準に合致するものについては、設置等が認められる場合が
あります。
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58
募集要項ｐ10
第2.3

天王寺公園内認定道路について、荷重等車両の通行規制はありますでしょ
うか。

募集要項別紙１「位置図」に記載している認定道路（地上部）の車両通行
については、４ｔ車までを原則とします。ただし、施工に際して別途調整
をすることができます。

59

募集要項ｐ10
第2.3

現地見学会において、認定道路の取り扱いについての説明がございました
が、公平性を保つためにも書面（文章）で説明下さい。（周囲の騒音等の
環境により聞きとりにくく、内容を正確に把握しきれませんでした）
また、認定道路についてだけでなく、現地見学会でスポットごとに説明さ
れた内容を今一度文章で説明をお願いします。

現地見学会では、スポットごとに募集要項に記載のある内容について説明
しました。エントランスエリア内にある道路法上の道路(地下通路）部分
の地上部では、募集要項p10第2.3【道路区域の建築制限】について説明し
ました。別紙1に表示しております認定道路(地上部）については、提案対
象区域ではないため説明しておりません。
また、次の事項について説明しています。
・エントランスエリア西部にある石柱は平成26年度に本市が撤去する予定
であること。
・その他提案可能エリア北東部（茶臼山古墳東側）の地下に飲料用耐震性
貯水槽が存在すること。

60

募集要項ｐ10
第2.3

道路区域の地下歩道への今回計画施設地階からの接続（直接の出入口の設
置）は可能か。

道路施設の改造が必要となるため、地下歩道への計画施設地階からの接続
（直接の出入口の設置）は提案できません。（募集要項p10第2.3【道路区
域の建築制限】に記載のとおり）
だだし、現行ルールを基本としながらも、さらに質の高い提案実現への意
見（募集要項p23）は示していただくことはできます。

61
募集要項ｐ10
第2.3

既存地下駐車場から今回計画する施設への出入口を設けても良いか。
また、地上への新規に出入口を設けても良いか。

地下駐車場からの出入口については、既存の出入口を前提にご提案くださ
い。

62
募集要項ｐ11
第2.4(3)

大阪市が主催するイベント事業等について事業者側は、占用料の請求を行
うことは可能でしょうか？

公園の占用許可の権限は、本市にありますので、占用料の請求はできませ
ん。

63
募集要項ｐ11
第2.4(3)

様々なイベントを開催していますが、各イベントの集客人数はどのぐらい
でしょうか。また、イベント時には警備員を臨時に配置していますか。

主なイベントの集客人数については、質問番号144に対する回答のとおり
です。イベント時の警備員については、必要に応じて主催者側で配置して
います。

64

募集要項ｐ11
第2.4(3)

事業者以外が実施するイベント②その他イベントとの連携、別添書１賑わ
いを創出するイベント等（ソフト事業）の取り組みにある「大阪市主催事
業との相互調整」について、オクトーバーフェスト等の既存イベントを開
催する際の運営管理はどこが行うことになるのでしょうか？また、その際
イベント催行会社からの公園使用料の帰属は大阪市・再整備事業者どちら
になるのでしょうか？

第三者によるイベント等催事の実施に対する許可権限は、公園管理者であ
る本市のみが有し、本件募集によって、事業者に新たにその権限を付与す
るものではありません。したがって、既存イベントの実施についても、本
市が当該イベントの主催者に直接的に許可をし、運営管理については、本
市が課す条件のもと、主催者に責任を持って行っていただくこととなりま
す。同様に、公園使用料は、公園管理者である本市に帰属します。

65

募集要項ｐ11
第2.5

建築施設を含めて公園の維持管理を事業が選定する別の事業者に委託する
ことは可能でしょうか。

一部施設の維持管理など事業者から別の業者に委託することは可能です。
ただし、委託先についても応募者に必要な資格として募集要項p17に記載
している 2(1)応募資格を満たし、(2)欠格事項及び(3）失格事項に該当し
ないことが必要です。また、提案にあたっては、委託する事業内容も含め
て応募者が責任をもって実現することを前提に提案してください。

66
募集要項ｐ12
第2.5(1)

エントランスエリア中央部分の貴市が施工される多目的広場の芝生管理
は、事業者の維持管理業務に含まれるのでしょうか。芝刈りや補植等、芝
の種類や管理方法により、コストが変わりますので内容をお教え下さい。

多目的広場の芝生管理は、事業者の維持管理業務に含まれます。
芝は、野芝の園芸品種での施工を計画しています。
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67

募集要項ｐ12
第2.5(1)

園内警備・花壇等の維持管理費の実績が、市職員の人件費を除いて年間600
万円とありますが、現在の担当人数は何人工でしょうか。

天王寺公園(慶沢園含む)・動物園の樹木・花卉の維持管理を行う本市技能
職員は、現在19名在籍しております。園内警備は、動物園を含め外部委託
しております。

68
募集要項ｐ12
第2.5(1)

維持管理費用について、除草及び清掃の頻度に関し、どの程度の人員×時
間を現状は発生しているのか。

除草・清掃については、慶沢園を含む公園全域で、11名×５～６時間／日
となっています。

69
募集要項ｐ12
第2.5(1)

現在のエリア内のトイレの清掃品質の基準等を開示していただけませんで
しょうか。

別紙を参照してください。

70
募集要項ｐ12
第2.5(1)

現在の清掃員について、継続雇用が必要な場合は、契約内容を開示してい
ただけませんでしょうか。

現在の天王寺公園の清掃員について、継続雇用は不要です。

71
募集要項ｐ12
第2.5(1)

清掃業務等において、身体障害者や母子家庭といった就職困難者の雇用に
ついて条件等はあるでしょうか。

特にございません。

72

募集要項ｐ12
第2.5(1)

現行の天王寺公園、地下駐車場の警備管理規程を開示していただけません
でしょうか。

天王寺公園については、現在、動物園と一括して委託により警備（人的・
機械）を行っております。現行の仕様書(抜粋)は別紙のとおりです。なお
地下駐車場は設置事業者による管理となっており本市では警備管理を行っ
ておりません。

73
募集要項ｐ12
第2.5(1)

現行の警備体制（警備員数）を開示していただけませんでしょうか（常駐
警備員数、臨時警備員数）。また、機械警備はどの範囲まで対応している
でしょうか。

エントランスエリアについては、１名常駐体制を引いていますが、繁忙期
は必要に応じ増員しています。
機械警備については質問番号75に対する回答のとおりです。

74

募集要項ｐ12
第2.5(1)

現在のトイレ・イベントスペース等の巡回経路及び危険箇所（必ず確認し
なければならない箇所等）を開示していただけませんでしょうか。

現行では業務委託先の警備員が、質問番号72に対する回答で提示している
仕様書に基づき、基本的には連絡ゲート公園側に常駐し、適宜、トイレ等
を巡視しています。

75

募集要項ｐ12
第2.5(1)

警備関係の設備では、どういった機器等が設置（種類、数量、規模）され
ているのでしょうか。

現在は、委託により公園・動物園を一括して警備（人的・機械）を行って
おります。公園の外周には委託事業者が機械警備に必要な赤外線センサー
を次のとおり設置しています。
赤外線ｾﾝｻｰ(50ｍ)１ｾｯﾄ(2台) 63ｾｯﾄ126台
赤外線ｾﾝｻｰ(100ｍ)1ｾｯﾄ(2台) 11ｾｯﾄ22台
赤外線ｾﾝｻｰ(200ｍ)1セット(2台) 4ｾｯﾄ8台
電源装置 ２台

76
募集要項ｐ12
第2.5(1)

消防法関係における動物園、美術館、植物園との連携体制の内容（自衛消
防隊組織、訓練計画等）を開示していただけませんでしょうか

自衛消防組織については、別紙のとおりです。

77
募集要項ｐ12
第2.5(1)

天王寺公園全体の緊急時対応（連絡体制表等）を開示していただけません
でしょうか。

連絡体制については、別紙のとおりです。

78
募集要項ｐ12
第2.5(1)

天王寺公園内の消防用設備については、どういった内容で設置しているで
しょうか。

消防設備については、建築物には消防法に基づき設置しています。また、
屋外では消火栓を設置しています。

79
募集要項ｐ12
第2.5(2)

天王寺ゲート側バス駐車場は、観光バスの利用を主とするとの理解でよろ
しいでしょうか。

天王寺ゲート側バス駐車場は、天王寺公園の利便施設として公園を訪れる
方々のバスの利用を想定しています。



番号 質問箇所 質問事項 回　答

80
募集要項ｐ12
第2.5(2)

バス、駐輪場につきまして現状の位置、配置がわかる図面はございます
か？

別紙「バス駐車場・自転車駐車場（天王寺公園南東部）」をご参照くださ
い。

81

募集要項ｐ12
第2.5(2)

バス駐車場（天王寺ゲート側３台）を事業者の管理運営とありますが、市
側で既想定の路線バス・長距離バスはございますでしょうか。
その場合の使用料につきましては、市が設置する観光バス駐車場の使用料
2,400円以上/㎡になりますでしょうか。

本市としては、想定しておりません。

82
募集要項ｐ12
第2.5(2)

南側のバス駐車場管理において、常駐警備員を配置しているでしょうか、
その都度配置しているでしょうか。

南側のバス駐車場は、公園地下駐車場の設置事業者による管理となってお
ります。なお原則、事前予約制を取っています。

83
募集要項ｐ12
第2.5(2)

事業者において、現存するバス駐車場以外にバス駐車場の拡大は可能か。 提案は可能です。ただし、事業実施にあたっては、警察など関係先との協
議が必要です。

84

募集要項ｐ12
第2.5(2)

（２）バス駐車場（天王寺ゲート側）の管理・運営」に書かれている使用
料は、「6.事業全体に関する提案条件（1）公園使用料及び本事業実施に関
する経費の考え方」で求められる公園使用料（年額）とは別に支払うもの
でしょうか？それとも公園使用料としてまとめて提案するものでしょう
か？また整備予定面積を教えていただくことは可能でしょうか？

バス駐車場（天王寺ゲート側）の公園使用料についても、1次提案で示し
ていただく公園使用料（年額）の内数として提案してください。ただし、
2次提案においては、今回の事業者からの提案を参考に、本市から公園使
用料の金額を示したうえで、事業の提案を募集する予定です。なお、1次
提案での公園使用料については、内訳がわかるように計算方法については
詳細に記載をお願いします。
また、バス駐車場（天王寺ゲート側）の管理許可面積は863㎡となりま
す。

85

募集要項ｐ12
第2.6

事業者が整備した区域の一部を市に寄付したうえで、当該区域を公園使用
者が自由に利用でき公園本来の機能を発揮する場合において公園使用料は
発生しないという考え方でよろしいでしょうか。

別紙8（５）にありますように、「本市に寄付していただく施設」及び
「公園利用者等が無料で自由に利用でき、かつ、本来の公園機能の効果を
発揮すると本市が判断する施設」については、公園使用料の対象外となり
ます。

86

募集要項ｐ13
第2.6(3)

「原状回復（現状回復）」とは、施設を解体撤去後、更地に戻すことでよ
ろしいでしょうか。また、撤去した施設は再築することまでを含むので
しょうか。ご教示願います。

撤去可能施設についての原状回復は、再築する必要はありません。また、
それ以外の施設についての原状回復は、再築を原則としますが、原状回復
工事設計に際して協議させていただきます。

87

募集要項ｐ13
第2.6(3)

「事業期間は最長20年で、設置許可・管理許可を3年毎に更新する必要があ
る」とありますが、事業者が20年の長期事業として建物投資を行うにあた
り、事業評価上問題がないものの、貴市の都合で事業中止となる場合の事
業者の損害については、貴市の負担と考えますが如何でしょうか。

募集要項p14第2.6(5)リスク分担で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の分担について示しており、本市の責任によ
る中止については、本市の負担になります。

88

募集要項ｐ13
第2.6(3)

事業期間と撤去について、最長20年とあるが、以降の継続はなく全て事業
終了時に事業者での撤去が必要か。市への寄付物件を除くとあるが、寄付
不可な建物対象物等は事前に明記されるのか。

所有権が事業者に属するものについては、事業期間満了後、原則として原
状回復の対象となり、事業者により全て撤去していただくこととなりま
す。
ただし、公園の機能の向上に資すると認められる施設については、例外的
にこれを原状と見なす場合がありますが、事業期間満了の際に別途協議さ
せていただきます。
なお、営利行為を伴う施設等は、寄付の対象とはなりません（募集要項p7
第2.1基本的な考え方⑦）。
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89

募集要項ｐ14
第2.6(4)

設置許可・管理許可の更新手続きにあたって、事業評価の評価期間は定め
られているのでしょうか。

設置許可・管理許可の更新手続きが３年ごととなることから、設置許可・
管理許可の更新手続きにあたっての事業評価の期間については、許可を更
新する以前の直近の3年間を基本とします。

90

募集要項ｐ15
第2.6(5)

「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」と記載がありますが、将来発生する動物園
や美術館の改修工事に伴い、事業者に長期休業が生じた場合の補償につい
ては協議事項とさせて頂けないでしょうか。

本市による補償はないものとして、ご提案ください。

91
募集要項ｐ15
第2.6(8)

工事着手期間について、エントランスエリアは平成27年4月1日以降から可
とあるが、それ以前では軽微なものも含め一切不可であるか。

本市が発注を予定している工事を行っている場合、その工事に支障になら
ない範囲であれば、別途協議を行うことになります。

92
募集要項ｐ16
第2.6(11)

保証金について、2次募集要項にて示すとあるが、事前に概算での算出は可
能か。例えば、面積、期間、建築費等からの算出法はあるか。

保証金については、事業者が所有する施設等の撤去・処分費相当額を算出
します。具体的な算出方法については、1次提案の内容をふまえて検討
し、2次提案募集要項において提示します。

93
募集要項ｐ19
第3.3(4)

貴市の回答に対する再質問は可能でしょうか。また、2次募集の際に改めて
質問の受付はありますでしょうか。

今回の回答に対する再質問は想定していません。2次募集の際には、2次提
案募集要項を新たに提示するため、その内容に関する質問の受付は必要と
考えています。

94
募集要項ｐ21
第3.5(2)

応募者名や商標の表示は不可となっておりますが、応募者が提案施設に誘
致するテナント名や運営主体名は記載可能でしょうか。

提案書類に具体的な固有のテナント名や運営主体名を記載することはでき
ません。

95
募集要項ｐ21
第3.5(2)

提案書類（事業計画概要）について、枚数制限があるなら提示していただ
けませんでしょうか。

事業計画概要提案書類については、ページ数の制限はありません。

96
募集要項ｐ21
第3.5(2)

事業計画概要提案書類について、Ａ３横ファイルのページ数に制限があれ
ばご教示下さい。また、ＣＤ－Ｒでデータが入りきらない場合、ＤＶＤ－
Ｒでの提出は可能でしょうか？

事業計画概要提案書類については、ページ数の制限はありません。また、
データの提出についてはＣＤ－Ｒを基本としますが、ＤＶＤ－Ｒでの提出
も可能とします。

97
募集要項ｐ23
第4.1

審査方法にて、学識経験者等で構成する選定委員会において選定されると
のことですが、選定委員会のご氏名をご提示頂くことは可能でしょうか？

委員と参加者との間に利害関係が生じたり、参加者から委員への故意（不
正行為目的）の接触を防止するため、選定委員会の委員名については事後
公表とします。

98
募集要項ｐ23
第4.2

審査基準の配点が記載されていますが、様式別に配点するのではなく、総
合的に評価する、という理解で宜しいですか。（P22提出書類とP23審査項
目が整合していないため）

提出書類の様式別に配点するのではなく、募集要項p23～24に記載してい
る審査項目ごとに評価します。

99

募集要項ｐ23
第4.2

審査項目[2]事業計画【公共性】の中に「公共性の高い事業となっている
か」とありますが、ここでいう「公共性」とは具体的にはどのようなこと
を指すのでしょうか。例示でも構いませんのでご教示ください。

都市公園で実施する事業であり、例えば、世界が憧れる都市魅力を創造
し、「天王寺・阿倍野地区」全体の集客力を強化し、地域ブランドの向上
に寄与する(募集要項p3)など、不特定多数の方々にとって魅力的であり、
地域の発展に貢献する事業であることを期待しています。

100

募集要項ｐ24
第6.(1)

2次審査終了まで構成員の変更はできません、とありますが、構成員の追加
も認められないのでしょうか。（別の提案を行ったグループの構成員を除
く場合でも）

募集要項p17第3.1応募者の構成等にも記載しているとおり、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としており、やむを
得ない事情がある場合には認められる場合があります。ただし、ご指摘の
とおり、別の提案を行うグループを構成する法人等の追加は認められませ
ん。
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101

別添書1p6
Ⅰ.4

エントランスエリアを無料化すると、ブリッジを経由して美術館の有料
ゾーンに至るまでのどこかにゲートが必要になりますが、必ずしもエント
ランスゾーン側で整備する必要性はないものと考えればよろしいでしょう
か。

エントランスエリア側で整備する必要はありません。

102
別添書1p6
Ⅰ.4

「開園時間の検討」とありますが、民間事業者からの提案によって動物園
側が開園時間を延長する可能性はあるのでしょうか。

臨時開園・開園時間延長については、飼育動物の福祉の観点からの検討が
必要となりますので、時季・時間等具体的な内容を踏まえた上での協議事
項とさせていただきます。

103
別添書1p8
Ⅰ.6

美術館に新棟（サービスWING）を増設とありますが、配置計画は決まって
いるのでしょうか？

美術館については、エントランスエリアでの取り組みを踏まえて、今後、
具体的な検討を進めます。（募集要項別添書１p5②美術館)

104

別添書1p11
Ⅱ.1.③

「夏季の日陰空間は必須であり、適度に中高木や施設を配置」とあります
が、芝生広場（多目的広場）に樹木を配置することは可能でしょうか。ま
た、その日影空間としてイベント等に支障の出ない範囲内でのパーゴラな
どの設置は可能でしょうか。

樹木の配置やイベント等に支障のない範囲内でのパーゴラなどの設置は、
可能です。

105

別添書1p11
Ⅱ.1.③

憩える空間づくりの例として「カフェなどの有料の施設」との記載があり
ますが、都市公園法上公園施設に含まれないカフェの設置に関する規制緩
和は可能であると理解してよろしいでしょうか。

都市公園法上公園施設に含まれないものは風俗営業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の一種である「カ
フェー」となります。一方、別添書1p11に例示している「カフェ」は風俗
営業に該当しない飲食店を想定しており、公園施設に含まれない「カ
フェー」とは異なり、公園施設として認められます。なお、風俗営業の用
途に使用する施設については募集要項p8～9第2.3(1)【施設等用途の制
限】②に記載しているとおり、認められません。

106

別添書1p11
Ⅱ.1.③

「多目的広場南側の幅約20m～30mの空間は、中央の多目的広場より一段高
い空間となっていますが、（中略）今回の計画でもその構造は踏襲するこ
ととし」とありますが、地下駐車場出入口構造及び地下駐車場に支障のな
い範囲で、計画内容によりレベル設定を提案することは可能でしょうか。
また、その他支障となる土中障害物、既設配管等に関しての情報を受領す
ることは可能でしょうか。

募集要項別添書１に記載する内容を尊重したうえで、現状変更に要する費
用負担を事業者が行うことを前提に提案することは可能です。
また、多目的広場南側には地下に駐車場がある他、地下インフラについて
は、質問番号49に対する回答にて提示している別紙「エントランスエリア
インフラ設備（給水・排水・電気）」を参照してください。

107

別添書1p15
Ⅱ.2.①

入園料を無料化とした場合においても、夜間一定の時間で施錠する必要は
あると認識しますが、事業者側の提案事項とされるとの理解でよろしいで
しょうか。見解があればお教え下さい。

事業対象区域については、事業者に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ので、夜間の施錠などの管
理方法は事業者側の提案事項となります。

108
別添書1p15
Ⅱ.2.①

地下街からのアプローチが基本となっていますが、地上部に横断歩道設置
などのアクセス改善事業の予定はあるのでしょうか？

現在のところ、予定はありません。

109

別添書1p15
Ⅱ.2.②

駐輪場について、「現在不足している来場者用の自転車駐車場」とありま
すが、不足しているとする根拠があればご教示ください。(周辺放置自転車
台数、アンケート調査など)
また、駐車場・駐輪場は民間事業者にて自主的に整備する場合の条件など
はあるのでしょうか？

天王寺ゲート横にある仮設自転車駐車場は、朝から満車状態であり、新た
な施設に来られる自転車の駐車場には対応できません。
したがって、今回の提案において新たに一定規模以上の施設を新築又は増
築等する際には「大阪市自転車駐車場の附置等に関する条例」及び施行規
則などの規定を遵守し、自転車駐車場を確保していただく必要がありま
す。
また、駐車場については、「建築物における駐車施設の附置等に関する条
例」などの規定をご確認ください。



番号 質問箇所 質問事項 回　答

110

別添書1p15
Ⅱ.2.②

自動車駐車場・自転車駐車場（駐輪場）の配置」について、バス駐車場の
増設は民間からの提案により、市にて検討されるということでしょうか？
それとも民間の提案による場合は民間にて整備することになるのでしょう
か？

事業者の提案による場合には、事業者にて整備するものとして提案してく
ださい。

111

別添書1p16
Ⅱ.3.②

「夜間景観の創出」において、夜間も楽しめる公園とすることと記載があ
りますが、エントランスゾーン内事業の運営形態によっては、２３：００
～９：００など時間帯を設定しセキュリティラインを設け、エントランス
ゾーン内に営業時間内/時間外の設定を行うことは可能でしょうか。

事業対象区域については、事業者に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ので、管理方法は事業者側
の提案事項となります。

112

別添書1p17
Ⅲ.１

天王寺公園内マネジメント組織の設置予定時期をご教示下さい。 事業者による本事業の運用開始時期である平成27年10月（予定）を想定し
ています。ただし、必要に応じて準備会などの連携が必要と考えていま
す。

113

別添書1p17
Ⅲ.１

「エントランスエリア事業者はその(公園全体マネジメント)中核的な役割
を担うことが求められる」とある一方、「天王寺公園内マネジメント組
織」を設置予定とありますが、双方の関係についてご教示ください。（上
下関係なのか、横の併存関係か、メンバーの一部なのか)

事業者は天王寺公園内マネジメント組織の一員となることを想定していま
す。マネジメント組織の事務局は大阪市と考えておりますが、動物園、美
術館など他の組織との連携を図るうえで、組織の一員として他のメンバー
を先導するような中核的な役割を期待しています。

114
別添書1p19
Ⅲ.３

（仮称）天王寺公園連携協議会の設置時期をご教示下さい。 事業者による本事業の運用開始時期である平成27年10月（予定）を想定し
ています。ただし、必要に応じて準備会などが必要と考えています。

115

別添書1p19
Ⅲ.４

「(仮称)天王寺公園連携協議会」と「天王寺公園内マネジメント組織」の
違いは主に対象範囲の違いと理解すればよろしいでしょうか。

「（仮称）天王寺公園連携協議会」は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、周辺地域との連携をすすめ、集客促進のためのエ
リア全体の発展に寄与するためのものとして、エントランスエリア事業者
のほか、天王寺動植物公園事務所、区役所、地域の企業、団体等による構
成での設置を想定しています。一方、「天王寺公園内マネジメント組織」
は、天王寺公園内を一体的にマネジメントするための組織として、エント
ランスエリア事業者のほか、天王寺動植物公園事務所（公園、動物園）、
美術館による構成での設置を想定しています。

116

別添書2p3
第2.1(1)

適用法令における土壌汚染対策法に基づき調査を実施する場合、今回提案
計画地内のみの調査とし、土壌改良等の対策が必要な場合は、調査、対策
費用とも貴市の負担と考えて宜しいでしょうか。

土壌汚染対策法に基づき調査を実施しなければならない場合、調査範囲は
環境局との協議により決定されます。
土壌汚染対策については、本件地では土壌汚染の摂取経路がなく健康被害
が生じる恐れがないと考えられるため、土壌改良など汚染の除去等の措置
は不要であると考えていますが、調査費用、工事に伴う残土処分費など土
壌の汚染状態が基準を超過していることにより必要となる費用は事業者の
負担で行っていただきます。

117

別添書2p4
第2.1(3)②

天王寺エントランス魅力創造・管理運営事業協定書の開示をお願いしま
す。

協定書については、目的、事業内容、事業期間、解体・撤去期間、協定期
間、施設等の供用日及び供用時間、財産等などの総則や都市公園法に基づ
く許可の取得、その他の法令に基づく許可の取得、事業者の責務と行為の
制限、公園使用料及び保証金、事業実施にあたっての負担区分、事業報告
及び評価、事業内容の変更・中止、協定の解除、原状回復の義務等の内容
について、募集要項を基本に作成の予定であり、1次提案の内容を反映す
るため、2次提案の募集要項で協定書（案）を提示させていただきます。



番号 質問箇所 質問事項 回　答

118

別添書2p5
第3.1(2)

既存施設の撤去等について、市は事業者に対し、本事業に支障となる施設
等の移設又は撤去物等の返納を求めることができる、とありますが、その
場合は工事工程の遅延や工事費の増加に繋がる恐れがございますので、事
前の情報提供をお願いします。

エントランスエリアでは、移設又は撤去物等の返納を求める施設は、銅像
（池上四郎第6代大阪市長）を想定しています。その他提案可能エリアで
は公園事務所や飲料用耐震性貯水槽用備品倉庫等について移設が必要で
す。

119
別添書2p5
第3.1(3)

電気、通信、水道、ガス、下水道管等の供給について、各供給事業者と協
議を進めて構わないとの理解で宜しいですか。

事業実施に際しては、事業者において各供給事業者との協議を行っていた
だく必要があります。提案に際しては事業者の責任において実施してくだ
さい。

120
別添書2p5
第3.1(3)

電気、通信、水道、ガス、下水道管等の供給について、各供給事業者との
協議において、要求水準以上の仕様等を求められた場合の取り扱いについ
てご教示下さい。

各供給事業者との協議において、要求水準以上の仕様等を求められた場合
は、事業者において対応をお願いします。

121

別添書2p6
第3.1(6)

「園路広場及び管理施設について」に関して記載の管理用車両通路（幅４
ｍ、有効高さ４.５ｍ、４ｔ車が通行可能」が、現状の公園内にてどの範囲
に設定されているのかの情報を受領することは可能でしょうか。

事業対象範囲における現状の管理用車両通行路については別紙をご参照く
ださい。エントランスエリア中央部多目的広場整備後の想定している管理
車両通行路については募集要項別紙２「エントランスエリア条件整理図」
のなかの管理車両ルートをご参照ください。なお、管理車両ルートを変更
して提案することは可能です。

122
別添書2p7
第3.1(9)

「植栽について」において、「植栽地における有効土層は１ｍ以上とし」
とありますが、現状のエントランスエリアでの有効土層（断面図）を受領
することは可能でしょうか。

募集要項ｐ10の【地下駐車場上部の荷重制限】に記載がありますように駐
車場の屋根スラブは、0.P. 14.66mであり、募集要項別紙５には各所の
O.P.を表示しております。これを参考に有効土層を算出してください。

123
別添書2p7
第3.2(1)

近隣住民とは、事業者が判断し実施すると考えて宜しいでしょうか。そう
でない場合は、近隣住民の指定範囲をご教示ください。

近隣町会等を想定しています。

124
別添書2p7
第3.2(1)

公園工事着手する際に、貴市と近隣住民との間で協定等は取り交わしてな
いと考えて宜しいでしょうか。万が一ある場合は、御開示ください。

近隣住民との間で協定等は取り交わしていません。

125

別紙1 「その他提案エリア」内に公園事務所があるが、その施設・機能は今後維
持されるのか。今回の提案に際して特に配慮する点はあるか。

事務所施設を撤去または活用した提案は可能です。ただし、公園事務所に
ついては、引き続き機能を維持することから、事務所の代替施設の設置及
び撤去に関する費用を事業者が負担するものとして提案してください。ま
た、事業を実施する場合には事務所の設置場所などについて本市と協議が
必要となります。なお、事務所屋上部のみを活用する提案をしていただく
ことは可能です。

126

別紙1 「その他提案エリア」北東部用地市中に防災用水槽が埋設されているが、
地上部の荷重制限はどれ程か。また、地上部利用にハード、ソフトの特段
の制限はあるか。

その他提案可能エリア北東部（茶臼山古墳東側）において、地下に飲料用
耐震性貯水槽（質問番号50に対する回答のとおり）があります。
この上部及び影響範囲に施設を建設することはできません。
また、貯水槽本体の鉄蓋は常時開閉が可能であるよう支障物を置かないこ
とや震災時における応急給水期間及び修繕工事や更新工事の期間は無償で
開放することなどが上部利用の条件となります。

127
別紙1 その他提案可能エリア（茶臼山・河底池エリア）について、現況整備図面

（ＣＡＤデータ）を受領することは可能でしょうか。
提示できるＣＡＤデータはないため、公開されている資料及び現地確認に
より提案をお願いします。

128

別紙2 管理車両ルートはどのような形態に維持しなければならないか。
また、ルートの変更は可能か。

管理車両ルートの形態は、別添書2p6第3.1(6)園路広場及び管理施設につ
いて、に記載しているとおりです。
また、管理車両ルートの変更について、提案することは可能です。



番号 質問箇所 質問事項 回　答

129

別紙2 「エントランスエリア」から「美術館・慶沢園エリア」への立体歩道は撤
去不可施設で、スロープ部分は撤去可能とされているが、スロープを撤去
し認定道路から直接出入口を設けて良いか。その際立体歩道は用をなさな
いと考えるが、保存の必要はあるのか。

スロープを撤去のうえ、認定道路から直接出入口を設ける提案は可能で
す。立体歩道は保存の必要はありませんが、躯体に電気室が入っているた
め、電気室の確保が必要です。

130
別紙2 別紙２に示されている撤去可能施設に関して、地下躯体等を含む現況の図

面を受領することは可能でしょうか。（撤去費用の算出のため）
質問番号48に対する回答をご参照ください。

131

別紙2 別紙２に示されている必須提案対象区域のうち、撤去可能施設、撤去不可
施設以外の構築物、施設に関しては事業者費用負担にて撤去することは可
能でしょうか。
（動物園入口近辺の噴水周辺など）
また、可能な場合、地下躯体含む現況の図面を受領することは可能でしょ
うか。

道路施設、地下駐車場関連施設、撤去不可施設以外は、事業者負担にて撤
去することは基本的に可能です。なお、詳細図面があるものは質問番号48
に対する回答を参照してください。

132

別紙2 別紙２ 西側境界付近に動物園出入口の表示がございますが、当該ゲート
および建屋は、今回の必須提案区域内に設置と考えるべきでしょうか？そ
の場合、その建設費およびメンテナンス負担は、どなたが負担すると考え
るべきでしょうか？

動物園出入口ゲート及び改札口については、本市にて建設費及びメンテナ
ンス費用を負担して、エントランスエリアと動物園エリアの境界付近に整
備する予定です。なお、動物園出入口ゲート及び改札口はエントランスエ
リアのデザインに影響を与えることから、魅力あるゲートに対する意見を
事業計画概要提案書類のうち「天王寺公園全体についての基本的な考え
方」（募集要項p21）に示していただくことは可能です。

133

別紙4 別紙４に示されている地下駐車場に関して、平面図、断面図等を受領する
ことは可能でしょうか。地下躯体の上部に建物、ランドスケープを計画す
るに際して必要と考えられます。

質問番号50の回答のとおりです。

134
別紙4 別紙４に示されている地下駐車場の一部（躯体など）を改修する提案は可

能でしょうか。
既存地下駐車場を改修することはできません。

135
別紙4 別紙４に示されている地下駐車場の上部に建屋を建築する場合、建屋の基

礎を地下駐車場の躯体に接続することは可能でしょうか。
既存地下駐車場に新規建築する建屋の基礎を接続することはできません。

136
別紙4 別紙４に示されている地下駐車場の一部を、上部施設の荷捌スペースとし

て利用することは可能でしょうか。
地下駐車場の利用はできないものと想定してご提案ください。

137
別紙5 現況整備図面のCADデータをいただけますでしょうか。

本件の工事範囲を示す敷地境界線の正確なデータが必要です。
提示できるＣＡＤデータはないため、公開されている資料及び現地確認に
より提案をお願いします。

138

別紙5 現行のエントランスエリアの上下水道の敷設状況及び地下埋設物の状況の
報告書もしくは、状況図面を開示してもらえないでしょうか。

エントランスエリアの上下水道の敷設状況については質問番号49に対する
回答をご参照ください。また、エントランスエリアの地下埋設物は地下駐
車場、地下通路、水系施設があります。地下駐車場は質問番号50、地下通
路は質問番号55、水系施設は質問番号48に対するそれぞれの回答をご参照
ください。

139

別紙5 現行のエントランスエリア上水道の散水栓の敷設状況図面を開示してもら
えないでしょうか。

エントランスエリアのうちゲート前の散水栓については質問番号49に対す
る回答の別紙「エントランスゲート前インフラ（給水）」をご参照くださ
い。エントランスエリアの他の場所については、提示できる散水栓の敷設
状況図面はありません。現地確認により提案をお願いします。



番号 質問箇所 質問事項 回　答

140

別紙5 現行のエントランスエリアの電気の敷設状況及び地下埋設物の状況の報告
書もしくは、状況図面を提供してもらえないでしょうか。

エントランスエリアの電気の敷設状況については質問番号49に対する回答
をご参照ください。また、エントランスエリアの地下埋設物は地下駐車
場、地下通路、水系施設があります。地下駐車場は質問番号50、地下通路
は質問番号55、水系施設は質問番号48に対するそれぞれの回答をご参照く
ださい。

141
別紙5 南西部にある植物温室の東棟は、必須提案区域に含まれておりますが、建

替えは可能でしょうか？その場合、インフラなど、西棟に遡及することが
ないか、確認するため、図面資料を頂くことは可能でしょうか？

温室（映像館・植物温室東側）の図面については質問番号48に対する回答
をご参照ください。この施設の建替えについて、本事業の対象外である西
側の植物温室に遡及することはございません。

142
別紙6 貴市が計画する整備事業において、ブロック舗装部分の具体的な仕上げ材

等決定していましたら、ご教示ください。
標準の平板ブロック（厚み6cm・8cmタイプ）を想定しています。

143
別紙6 平成26年度整備予定図面のCADデータをいただけますでしょうか。 提示できるＣＡＤデータはありません。

144

別紙7 各イベントの利用者数（体験者数）が分かればご教示下さい。 主なイベントについて、主催者発表によると入場者数は次のとおりです。
(平成24年度)
オクトーバーフェスト2012　 約15.8万人
あべの天王寺イルミナージュ 約 8.8万人
(平成25年度)
オクトーバーフェスト2013　 約15.5万人
あべの天王寺イルミナージュ 約 8.2万人

145
別紙7 別紙７に記載されているイベントの実績に関しては、一切の費用負担がな

いと理解してよいでしょうか。
別紙7に記載されているイベントについては、主催者が経費の負担をして
おり、今回募集の事業者に費用負担を求めることはありません。

146

別紙8 工事車両の搬入ルートをお教え下さい。また工事区域までの敷地内搬入
ルートにつきましては、占用に伴う公園使用料は除外と考えますが如何で
しょうか。

工事車両の搬入ルートは工事を行う区域によって変わりますので、個別に
協議することとなりますが、標準的なルートについては、別紙「工事車両
の標準搬入ルート」のとおりです。
また、工事区域までの公園内搬入ルートについて占用する場合は、公園使
用料の対象になります。なお、公園使用料の提案については質問番号24に
対する回答も参照してください。

147

別紙8 別紙８に記載の公園使用料について
①行為許可・占用許可に伴う公園使用料については、１㎡＠140円/日とあ
るが、広場全体にテントを散在させる物産展などの場合、面積の計算はど
のように行うのでしょうか。
②事業者が大阪市に行為許可・占用許可に伴う公園使用料を支払い、第三
者（イベント実行委員会など）から使用料を徴収することは可能でしょう
か。

①通常の公園利用者を妨げない形で催事を行う場合であれば、原則として
テントの占有面積を基本に算出します。
②大阪市から許可申請者に使用料の請求をさせていただきます。主催者か
ら本市に対する許可申請があれば主催者に対して請求しますが、事業者か
らの許可申請であれば、事業者に対して使用料の請求をすることになりま
す。

148
別紙8　(1) 設置許可に伴う公園使用料について、工事中は使用料の支払いは不要との

理解で宜しいでしょうか。
工事中も公園使用料の対象となります。なお、公園使用料の提案について
は質問番号24に対する回答も参照してください。



番号 質問箇所 質問事項 回　答

149

机上説明会
現場見学会

「1次提案の内容によって2次提案の区域が改めて決定される」と言うよう
な説明がございましたが、1次提案での指定範囲外の提案も可能と理解して
よろしいでしょうか。また、そのような内容が認められる場合、「質の高
い提案実現への意見」への記載に限るのでしょうか。

事業対象区域は、別紙１「位置図」における「エントランスエリア」及び
「その他提案可能エリア」のみとなりますので、この範囲外の提案はでき
ません。2次提案募集要項での事業対象区域の設定については、最大でも
「エントランスエリア」及び「その他提案可能エリア」を想定していま
す。ただし、本事業の対象外となりますが、本事業対象区域以外について
ご意見があれば、事業計画概要提案書類のうち「天王寺公園全体について
の基本的な考え方」（募集要項p21）において、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の基本的な考え方のな
かで、記載してください。ただし、ご意見を採用する保証はありません。

150
机上説明会
現場見学会

茶臼山古墳周辺には資材置き場とされている場所がいくつか見られました
が、これらの場所を整備する場合、新しい資材置き場は確保されています
でしょうか。

平成27年4月までには、移設先を確保する予定です。

151

全般 具体的な広場の使用については、個々の申請によるとされているが、例え
ば「ビアガーデンの開催」「車の展示販売会」「企業のサンプリング
（例、新ビール発売ＰＲ＆試飲会）」などは認められる範疇でしょうか。

都市公園と直接的に関連のない行為（営利のみを目的とする一企業による
単なる販促活動など）を行うことは基本的には認められません。ただし、
天王寺公園の集客促進を図るイベントの一部として実施し、公共性がある
ものについては、１次募集で提案いただく内容をもって検討します。
なおイベント等を開催する場合には、既存施設に影響を与えないことを前
提として、別途、公園管理者及び道路管理者（道路区域を使用する場合）
との協議が必要となります。

152
全般 建物壁等へ外部の企業公告を掲出させ、使用料を徴収することは可能で

しょうか。
広告物は、公園管理者の許可なく掲出することを制限しており、原則とし
て認めることができません。また、道路施設への広告掲出についても原則
として認められません。

153
全般 JR天王寺駅からのアクセスについて

天王寺駅からの2階歩道橋の設置によりエントランスエリアへの動線の確保
を市側で行う計画はあるか。また、JRと連携しJR側で行う計画はあるか。

現在のところ、そのような計画はありません。

154

全般 「新 大阪緑の基本計画」において、天王寺阿倍野にて緑視率１％とあり、
今回の応募事業者への影響（事業者が緑視率改善への責任と義務）はある
か。

事業者が緑視率改善の責任と義務はありませんが、みどりのまちづくりの
推進する市の方針に配慮した提案をお願いします。

155

全般 天王寺公園が広域避難場所に指定されているが、本事業において事業者負
担にて防災設備の設置・維持管理を行う必要があるか。それらについては
市の責任と負担で行うのか。また、防災訓練等の実施、費用負担は市側が
行うのか。

事業者負担により、広域避難場所特有の防災設備の設置は必要ありませ
ん。但し、事業者が設置した施設については消防法令を遵守し、防災設備
や避難訓練など、事業者の責任で行っていただく必要があります。
また、広域避難場所であることを念頭におき、災害発生時の避難者受入や
避難誘導・物資の提供等のほか、必要に応じた防災活動など、本市の活動
との連携・協力をお願いします。また、必要に応じ、広域避難場所として
の防災訓練等を実施する場合には、可能な範囲での協力をお願いします。


