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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 

 

 

 

Ⅰ 天王寺公園の基本的な考え方 

１．天王寺公園の位置づけ                     

２．公園の骨格形成、ゾーニング                  

３．中核的な機能の考え方                     

 ①動物園 

 ②美術館 

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             

６．サービス機能の考え方                      

 ①飲食機能・物販機能 

 ②その他サービス機能 

                       

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            

① 動物園、美術館へのアプローチ空間として 

② イベント空間 

③ 憩える空間づくり 

④ 建築物等の配置 

⑤ 地域交流空間としての考え方 

⑥ 安全・安心、防災空間としての考え方 

２．歩行者動線、交通計画の考え方                 

① 歩行者動線の考え方 

② 自動車駐車場・自転車駐車場（駐輪場）の配置 

本資料は、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り、基本的な考え

方や空間形成、管理・運営などの考え方について、提案者に尊重してもらうべきものと

して方向性を示したものです。公募にあたって必要な条件等については、必ず募集要項

などをご確認ください。また、添付している写真はイメージです。 
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３．公園全体での空間デザインの考え方                      

① 一体的な魅力ある景観形成  

② 夜間景観の創出  

 

Ⅲ 公園の管理・運営（パークマネジメント） 

１．運営組織について                                

２．賑わいを創出するイベント等（ソフト事業）の取り組み           

３．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      
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Ⅰ 天王寺公園の基本的な考え方 

１． 天王寺公園の位置づけ 

・天王寺公園は、明治４２年（１９０９年）に開設された１００年以上の歴史をもつ公園です。

起伏に富んだ約２６ｈａの園内には、動物園のほか、美術館や旧住友家の名園慶沢園、

幾度となく歴史上の物語の舞台となった茶臼山などがあります。 

・昭和６２年（１９８７年）に開催された天王寺博覧会を契機に、水と緑をふんだんに取り入

れた公園として再整備し、以降、有料公園として管理・運営されてきました。それから、四

半世紀が経過し、現在、施設の再整備が必要な時期となっています。 

・大阪市では、大阪府とともに平成２４年１２月に策定した「大阪都市魅力創造戦略」のな 

かで、天王寺・阿倍野地区を重点エリアのひとつに位置付け、新たな魅力の創出をめざ

しています。 

・天王寺公園一帯は、貴重な歴史的資源を多く有する上町台地にあり、また関西国際空

港と直結する大阪の南の玄関である天王寺ターミナルに隣接しており、非常に優れた立

地ポテンシャルを有しています。 

・このように、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魅力あふ

れる公園であり、その特徴を最大限活かし、活性化を図ることにより、天王寺・阿倍野地

区全体を文化観光拠点として発展させることにつなげていくことが重要です。 

・そこで、「民が主役、行政はサポート役」との基本的な考え方のもと、新たな公園のあり方

を求めるため、施設整備（ハード）と戦略的運営（ソフト）が一体となった民間事業者の柔

軟かつ優れたアイデアや活力の天王寺公園への導入をめざします。 

   天王寺公園周辺図  
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２． 公園の骨格形成、ゾーニング 

・天王寺公園（約２６ｈａ）は、大きく 4つのエリアに分けて考えることができます。 

① 動物園エリア 公園西側約１１．０ha 

通天閣を中心とした新世界地区と隣接し、２１５種８７７点（平成２５年７月３１日現

在）の動物を飼育する動物園 

② 茶臼山・河底池エリア 公園東側の北部約３．８ｈａ 

茶臼山古墳と河底池などを配した自然あふれるエリア 

③ 美術館・慶沢園エリア 公園東側の中央部約３．３ｈａ 

文化財級の名建築でもある市立美術館と七代小川治兵衞による名園の慶沢園 

④ エントランスエリア 公園東側の南部約２．８ｈａ 

天王寺ターミナルから動物園・美術館など他のエリアをつなぐメインゲートとなるエ

リア。他エリアへのアクセス性と回遊性を高める。 

（注：各エリアの面積は概数であり美術館前広場等を除くため合計と一致しません） 

   天王寺公園内のエリア 

  

動物園エリア 

茶臼山・河底池

エリア 

美術館・慶沢園エリア 

エントランスエリア 
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３．中核的な機能の考え方 

①動物園 

 ・動物園については、当面、おもてなしの観点からのサービス改善の取り組みを進め、

その積み重ねにより動物園の評価、集客のアップを図ります。 

・具体的には、サイン・掲示物、施設整備、園内サービスなどの課題について改善をす

すめます。 

・次の段階では、さらに広い範囲・客層から一層の集客アップへの取り組みを、エントラ

ンスエリアの取り組みと連携しながら、進めます。 

 

②美術館 

・美術館については、平成２５年６月の本市戦略会議で決定された「新美術館を含めた

大阪市の美術館のあり方について」において、歴史的価値の高い本館建物の改修・

再生を行い、引き続き美術館として活用することとされ、今後の取り組みとして、次の

ことが決まっています。 

・８０年にわたる「大阪の伝統・文化の継承装置」としての実績を活かし、優れた美

術作品を鑑賞する機会を提供することで、多くの利用者のニーズに応える。 

・都心のオアシス・天王寺公園内に立地し、歴史ある建物、隣接する慶沢園など優

れた環境を最大限活用し、市民が集い憩える場をめざす。 

・また、美術館本館に隣接して、新棟（サービス WING）を増設し、ミュージアムショップ、

レストラン等の商業部門や教育普及部門を集約すること、慶沢園を整備し、美術館と

一体的な管理・運営を行うことなどの考え方が示されています。 

詳しくは次のホームページアドレスをご覧ください。

http://www.city.osaka.lg.jp/seisakukikakushitsu/cmsfiles/contents/0000225/225727

/h130619_01_01.pdf 

・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。 

 

 

 

http://www.city.osaka.lg.jp/seisakukikakushitsu/cmsfiles/contents/0000225/225727/h130619_01_01.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/seisakukikakushitsu/cmsfiles/contents/0000225/225727/h130619_01_01.pdf
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４．エントランスエリアの役割、考え方 

・天王寺公園の南東部に位置し、近接する天王寺ターミナルからの公園の入り口となる

約２．８ｈａのエリア（エントランスエリア）については、その西側の動物園や北側の美術

館等に至るアプローチとしての役割を果たすとともに、公園の中で最大のオープンスペ

ース、広場であり、交流の場、市民の憩いの場としての機能を果たすことができる空間

です。 

・これまで、有料公園として限られた条件のなかで利用されてきましたが、今後は、無料

化及び開園時間の検討を行い、天王寺ターミナルに近接する場所であることや動物園

や美術館に至る経路にもあたる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商業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。そのために、これまでの市民の憩いの場とし

ての役割だけではなく、市民の新たな交流の場、にぎわいの場として地域全体の活性

化に貢献する都心の公園の玄関口にふさわしい場として再整備することが必要です。 

・また、天王寺公園が上質な都市空間として、文化的な都市生活の確保に寄与するため、

一般の多くの来園者が快適にすごし、安心して利用してできるように、利用の適正化を

図り、動線に関する工夫や交流・にぎわいの継続など、ソフト・ハード両面にわたる工夫

が必要です。 
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５．茶臼山・河底池エリアの役割、考え方 

・天王寺公園の北東部に位置する茶臼山及び河底池は、5世紀ごろの前方後円形古墳

であるという説もある大阪府指定の史跡であり、大阪冬の陣では徳川家康の本陣とし

て、大阪夏の陣では真田幸村の本陣として「茶臼山の戦い」の舞台となった場所です。 

・隣接北側には一心寺等の社寺が連なり、さらに夕陽丘の社寺のみどりと併せて、大阪

市内最大級の緑地帯を南北に形成しています。 

・当エリアは、この地勢的特性と歴史性をもつ文化ゾーンとして、水とみどり豊かな自然

あふれる憩いの空間として整備を想定しています。 

・ただし、エントランスエリアと同様、無料化の検討を行い、現在、閉鎖している谷町筋に

面した部分については、その立地特性を活かし、夕陽丘、四天王寺、一心寺等北側地

区への来訪者を当公園へ呼び込むなど、広域の回遊性を確保するための工夫を施す

べきエリアと考えます。 
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６．サービス機能の考え方 

  ①飲食機能・物販機能 

 ・「新美術館を含めた大阪市の美術館のあり方について」（平成２５年６月）において、美

術館に新棟（サービス WING）を増設し、ミュージアムショップ、レストラン等の商業部門

や教育普及部門を集約する構想があります。 

・動物園内については、既存のレストラン・売店の見直しが検討されています。 

・エントランスエリアにおける計画は、これらの有料エリアでの計画とは一線を画し、また、

美術館での具体的検討の前提となるもので、開かれた公園での滞在をより快適にする

オープンカフェ、レストラン、サンドウィッチバーなどの多面的な展開が考えられます。 

・また、動物園や美術館のエントランスにふさわしい立地として洗練されたスーベニアショ

ップやグッズ販売店、デザインショップなども考えられます。 

・飲食・物販機能については近隣施設とは異なる、公園にふさわしい特色のある施設が

必要とされます。 

・天王寺公園北側においても、四天王寺・一心寺など北側からの来園者が公園に入りや

すく、休憩できるような飲食等の機能が求められます。 

      

 ②その他サービス機能 

 ・エントランスエリアは、動物園、美術館といった天王寺公園内の施設と天王寺ターミナ

ルをつなぐだけでなく、さらには、上町台地や新世界などといった周辺の観光資源と天

王寺ターミナルをつなぐ重要な位置にあります。 

・そのため、公園内で快適に滞在することを支援するコインロッカーなどのサービス機能

のほか、天王寺公園内施設・周辺観光資源を案内する情報提供などの必要なサービ

ス機能が望まれます。 
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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 

① 動物園、美術館へのアプローチ空間として 

・本エリアは、天王寺ターミナル、谷町筋側から、動物園、美術館に至る空間に位置し、

それらの施設利用者が多く訪れる移動空間となります。 

・それらの施設を目的とされる人々に対して、行きにはわくわく感を醸成し、帰りには余韻

を楽しむ、そのような前段階・後段階としてのプレショー（期待）、アフターショー（余韻）

の機能を持つことが求められます。 

・そのためには、動物園、美術館との一体感や調和が必要です。 

・例えば、エリアの西端にある動物園のゲートへ誘導する視覚を確保するなど、動物園

等を感じさせる空間づくりの工夫が重要です。 

・また、施設整備の工夫としては、洗練された都市型動物園としてのスーベニアショップ

やグッズ販売、美術館と連携したデザインショップなどの配置が考えられます。 

・非日常空間を組成する観点から、北側に隣接する公園外のエリアを視覚的に遮断する

工夫も望まれます。 
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② イベント空間 

・エントランスエリアについては、これまでも貴重なイベント空間として活用されてきました。

毎年の恒例となりつつあるオクトーバーフェストでは、ファミリーやカップル、仕事帰りの

会社員など多様な層の来場者約１５．５万人が１７日間の期間中に、このイベントに訪

れています。このような当地のポテンシャルを活かして、より多様なイベントの開催が可

能です。 

・そのため、自由に使えるオープンスペースが必要であり、エリア中央に大規模なシンプ

ルなデザインの芝生を中心とする多目的広場の設置を想定しています。これらは、通

常は憩いの場としても活用します。 

・また、イベント用のステージ（可能であれば全天候に対応できる施設）の設置も考えら

れます。 

・噴水や花壇、モニュメント等は、節度ある設置とします。 
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③ 憩える空間づくり 

・都市公園として、水やみどりなどの自然を活かしたゆったりと憩える空間づくりについて

は、茶臼山・河底池エリア中心に確保されますが、当エリアについても、都市公園とし

て一定の憩える空間であることが必要です。 

・動物園に来られたファミリーやカップル等が憩える空間であることはもちろん、当エリア

の接する谷町筋を行き交う、例えば、四天王寺、一心寺など周辺寺社等への訪問者な

ど多くの方々に、「気楽に」、「ついでに」、「なんとなく」ふと、立ち寄っていただくことも重

要です。 

・そのためのカフェなどの有料の施設のほか、オープンスペースでゆったり過ごせる工夫

が必要です。 

・当地の気候を勘案した場合、夏季の日陰空間は必須であり、適度に中高木や施設を

配置します。 

・また、多目的広場南側の幅約２０～３０ｍ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、地形や地下駐車場出入口構造等及び南側道路、鉄道とのバッ

ファゾーンの役割ももたせることから、今回の計画でもその構造は踏襲することとし、イ

ベント空間とは一定、機能分化させゆったりと過ごせる空間とします。 
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④ 建築物等の配置 

・既述のように、エントランスエリアには中央に大規模な多目的広場を整備し、その南側

は一段、高くなっていることから、店舗等の配置については、エリアの北側道路沿い及

び南側道路沿いに配置することを基本とします。 

・ただし、谷町筋から多目的広場までの間の、別途示す撤去不可の施設や道路区域以

外の空間については自由に配置することが可能です。 

・谷町筋に近いエリアは、公園の付帯施設と言うよりはゲート空間にふさわしい顔になる

施設の配置が求められます。 

・視覚的に認識されるアイコンとなるとともに、公園奥に誘う施設配置の検討が必要で

す。 

・また、仮設的な建築物、移動販売の活用も賑わい創造にとって有効な場合がありま

す。 

・施設内容については、例えば、既述の動物園、美術館関連グッズを販売する物販施設

に加え、特色ある飲食店舗、園芸店など幅広い多種多様な施設が考えられます。 
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⑤ 地域交流空間としての考え方 

・既述のように、公園のエントランスとしてのハブ機能を果たすべく、カフェ等の施設だけ

でなく、種々のインフォメーション（情報提供）機能や公園利用を補助する施設が求めら

れます。 

・また、谷町筋沿いは多様な人が滞留できる場所とします。 

・地域の諸団体等の活動の実践の場として、活用される仕組みづくりが必要です。 
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⑥ 安全・安心、防災空間としての考え方 

・エントランスエリアなど天王寺公園の一部は広域避難場所に指定されており、大規模

地震等で同時多発火災が発生した際、一時的に避難する場所に位置付けられていま

す。 

・また、天王寺の大規模ターミナルに近接していることから、災害時の帰宅困難者の一

時滞留スペースとしての役割が期待されます。 

・そのため、オープンスペースを十分に確保し、平常時はアメニティ豊かな賑わいと憩い

の空間を提供するとともに、災害時には貴重な防災空間として活用します。 

・その際、有効に機能するためには、必要な情報を得ることができる仕組みや発信でき

るインフラの整備が重要です。  
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２． 歩行者動線、交通計画の考え方  

① 歩行者動線の考え方 

・現在、動物園については新世界ゲートからも多くのお客様が来園されていますが、公

園への来園者の多くが天王寺ターミナル側からアプローチされています。 

・エントランスエリアは、まさに公園の玄関口として、来場者が動物園や美術館に円滑か

つ快適にアプローチできるエリアであることが必要です。 

・現在、ＪＲ天王寺駅からは主に地下街を経由して公園のゲートにアクセスしていますが、

その動線を円滑にする、さらなるアクセスの改善が望まれます。 

・また、現状では公園北側には限られた出口があるだけで、入園することができません

が、公園の無料化の検討と併せて、北側からも入出場しやすい構造とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 自動車駐車場・自転車駐車場（駐輪場）の配置 

 ・自動車での来園者については、既存のエントランスエリアの地下駐車場を利用してい

ただきます。その台数は現在の４７６台を基本とし、新たに増設することは考えません。 

・観光バスについては、公園南側に９台のスペースが確保されています。また、天王寺ゲ

ート側（３台）、新世界ゲート側（４台）に観光バス駐車場の設置工事を実施しています。

さらに、必要に応じて増設することも検討します。 

・現在不足している来場者用の自転車駐車場（駐輪場）について、適切な規模の整備が

求められます。 

  

動物園エリア 
茶臼山・河底池エリア 

美術館・慶沢園エリア 

エントランスエリア 

天王寺公園出入口（現状） 

【凡例】 

   ゲート（出改札）位置 

   出口専用口 
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３．公園全体でのデザインの考え方 

①一体的な魅力ある景観形成 

・動物園、美術館、公園の管理・運営主体が連携して、公園全体で、一体的な公園デザ

インに取り組み、魅力ある公園づくりを進めることが重要です。 

・エントランスエリアの空間デザインは、公園全体のデザイン計画を先導する役割を担い

ます。    

・魅力ある空間形成に向けて、サイン計画、フラッグ・バナー、照明計画やそれらのデザ

イン、材質、色彩等を含めたランドスケープデザインの考え方のもとに、公園全体で秩

序ある、まとまりのある、魅力的でわかりやすい景観形成に努めます。 

・天王寺ターミナルからの玄関となるエントランスエリアでは、優れたランドスケープデザ

インの創出に注力し、大阪の代表的な風景となるランドマーク空間の創出に努めます。  

 

 

 

 

 

   

 

② 夜間景観の創出 

 ・都心の公園であることから、昼間時だけではなく夜間も楽しめる公園とすることが必

要であり、そのためには照明の工夫や季節のイベント等に応じたイルミネーションやラ

イトアップなど、夜間景観の創出が求められます。 
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Ⅲ 公園の管理・運営（パークマネジメント） 

１． 運営組織について 

・公園の活性化のためには、施設整備（ハード）だけではなく、戦略的な運営（ソフト）が

重要です。そのためには、運営方法、運営組織が重要となります。 

・明確なビジョンをもつとともに、総合的なプロデュース機能をもつことが重要です。企画

を第三者に任せるのではなく、運営組織が主体的に、企画・実施することが重要です。 

・また、開業当初だけではなく、継続的に賑わいが続く仕組みが必要です。そのための持

続可能なシステムとして、エントランスエリア等の事業者は、賑わい事業（ソフト）を実施

していくための、組織、人材、費用を確保することが求められます。 

 

・また、天王寺公園については、その魅力向上と効率的な管理・運営のため、公園全体

を一体的にマネジメントすることが重要になります。 

・エントランスエリア等の事業者は、その中核的な役割を担うことが求められます。 

・天王寺公園内部での十分な連携を図っていくため、動物園や美術館の管理・運営主体

とともにマネジメント組織を設置する予定です（事務局は大阪市）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天王寺公園の管理・運営組織について（イメージ）

エントランス
エリア等
事業者

動物園

美術館

公園

・公園に関する許可、管理監督
・エントランスエリア等以外の維持管理

など

連
携

天王寺公園内
マネジメント組織

イベントの企画・実施、誘致

プロモーション活動（広報・宣伝）

新たな賑わい施設の設置・運営
（飲食・物販・サービス機能等）

エントランスエリア等の維持管理
（清掃・警備、施設維持管理等）
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２． 賑わいを創出するイベント等（ソフト事業）の取り組み 

・従来より天王寺公園では、エントランスエリアを中心に、これまでも種々のイベントが行

われてきています。 

・その中には、①大阪市（区役所を含む）が主催者として実施する事業、②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、③大阪市が主催者に対して後援す

る事業、などがあります。 

・エントランスエリアの管理・運営に際しては、①～③の事業と相互調整を行うとともに、

公園の賑わい創出、活性化のため、自ら企画・運営する事業の実施が求められます。 

・賑わいを創出するイベントの企画・実施にあたっては、次項「３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」に記載しているように、周辺地域と連携し恒常的

に実施することが必要です。 

・天王寺動物園は平成 27 年（2015 年）に開園１００周年を迎えます。天王寺動物園１００

周年記念事業は、「大阪都市魅力創造戦略」のシンボルイヤーの取組の１つとして位

置づけられています。平成 27 年秋にコアイベントを実施する予定であり、周辺地域とと

もに、動物園１００周年記念事業との連携した取り組みが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

賑わいを創出するイベント（イメージ）

事業者

自主事業

大阪市

関連事業
地域事業
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３． 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 

・天王寺公園の魅力アップ、活性化が「天王寺・阿倍野地区」の魅力アップ・活性化につ

ながることが重要です。 

・周辺地域では、「Ｗｅｌｃｏｍｉｎｇアベノ・天王寺キャンペーン」や「上町台地マイルドＨＯＰ

Ｅゾーン協議会」の取り組みをはじめ、多くの団体、組織、個人が継続的な活動を行な

っています。 

・これらの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。 

・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、周辺地域と連携するため、

エントランスエリア等の事業者は、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設置される予定の「（仮称）天王寺公園連携協議会」に参画して、

エリア全体の発展に寄与する取り組みが求められます。 

 

 

 

 

 

 

「（仮称）天王寺公園連携協議会」（イメージ）

上町台地マイ
ルドＨＯＰＥ
ゾーン協議会

Welcomingア
ベノ・天王寺
キャンペーン

区役所
地域の企業・
団体等

新世界

天王寺公園内
マネジメント組織

エントランスエリア等
事業者

連携


