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第１ 総則 

 

１．本要求水準書の位置づけ 

  「設計・整備に関する業務要求水準書」（以下、「要求水準書」という。）は、本

市が天王寺公園エントランスエリア魅力創造・管理運営事業（以下、「本事業」と

いう。）の実施にあたり、原状回復業務を含む設計・整備業務について、本事業を

実施する事業者（以下、「事業者」という。）に要求する性能水準を示すものであ

る。 

また、要求水準書の適用範囲は、本事業にかかる全ての建築物及び工作物の設

計・整備に対し適用する。ただし、特に定めがない限り、「第２ 施設設計要件」

「１．適用法令等」「（２）適用する図書等」については、本市に寄付する施設又

は公園使用料徴収の対象外施設のみ適用する。 

２．事業者の責任及び費用分担 

事業者は要求水準書に示す全ての業務（本市へ寄付する施設等を含む）及びそ

の業務に関連する全ての調査・調整・準備業務等について、事業者の責任及び費

用負担のもと、事業者自ら実施すること。 

  ３．本市と事業者の業務分担 

本事業の原状回復業務を含む設計・整備業務における本市と事業者の業務分担

は次のとおりとする。 
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大分類 中分類 小分類 業務内容 

業務分担 

備考 

市 事業者 

設計・整備に

関する業務 

設計業務 

事前調査業務 事前調査業務   ●   

設計業務 

基本設計   ●   

実施設計   ●   

その他の業務   ●   

完成確認業務 完成確認業務 ●   

要求水準書等を満たしてい

るかについて確認を行う 

整備業務 

整備工事 

建築工事   ●   

土木工事   ●   

電気設備工事   ●   

機械設備工事   ●   

植栽工事   ●   

その他工事   ● 

電気、ガス、上下水道、電話

線などの引き込み等 

完了確認業務 完了確認業務 ●  

要求水準書等を満たしてい

るかについて確認を行う 

工事監理業務 工事監理業務 工事監理業務   ●   

建築確認申請等の

手続き業務及び関

連業務 

整備工事に伴う 

各種申請業務 

申請業務   ●   

その他業務 

その他関連する 

業務 

  ●   

原状回復業務 

設計業務 

実施設計   ●   

その他の業務   ●   

完成確認業務 ●   

要求水準書等を満たしてい

るかについて確認を行う 

原状回復工事 原状回復工事   ●   

工事監理業務 工事監理業務   ●   

完了確認業務 完了確認業務 ●   

要求水準書等を満たしてい

るかについて確認を行う 
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第２ 施設設計要件 

 

１．適用法令等 

  事業者は、本事業の実施にあたり、次の関係法令等を遵守すること。 

(１)関係法令等 

  【法令・施行令等】 

次の法律及び施行令等 

・ 都市計画法 

・ 都市公園法 

・ 建築基準法 

・ 消防法 

・ 文化財保護法 

・ 道路法 

・ 下水道法 

・ 水道法 

・ ガス事業法 

・ 電気事業法 

・ 省エネルギー法 

・ 電波法 

・ 建設業法 

・ 高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律 

・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

・ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 

・ 大気汚染防止法 

・ 水質汚濁防止法 

・ 土壌汚染対策法 

・ 労働安全衛生法 

・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 

・ 個人情報の保護に関する法律 

・ 駐車場法 

・ その他関連法規 

【条例等】 

 次の条例及び関係規則等 

・ 大阪市公園条例 

・ 大阪府生活環境の保全等に関する条例 

・ 大阪市個人情報保護条例 

・ 大規模建築物の建設計画の事前協議に関する取扱要領・同実施（技術）基準

（大阪市） 

・ 大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱 
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・ 大阪市暴力団排除条例 

・ 大阪市情報公開条例 

・ 建築物における駐車施設の附置等に関する条例（大阪市） 

・ 大阪市自転車駐車場の附置等に関する条例 

・ その他関連条例、要綱等 

（２）適用する図書等 

・ 工事請負共通仕様書 平成 23 年 ３月（大阪市建設局） 

・ 造園工事共通仕様書 平成 22 年 ４月（大阪市建設局） 

・ 公園工事標準図面集 平成 13 年 11 月（大阪市建設局） 

（３）優先順位 

次に示す項目のうち、内容に相違がある場合の優先順位は、次のとおりとする。 

① 関係法令等 

② 天王寺エントランスエリア魅力創造・管理運営事業協定書（以下、「協定」とい

う。） 

③ 質問回答書 

④ 要求水準書・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要

項（以下、「募集要項」という。） 

⑤ 適用する図書等 

 

第３ 設計・整備等に関する要求水準 

 

１．各施設の設計水準 

事業者は、各施設等の設計にあたり、次の項目を遵守すること。 

・事業者は、要求水準書を満たす限りにおいて、自由に設計できるものとする。 

・事業者は、本市施設を含め全ての既存施設に対して、その機能や維持管理等に支

障のない設計とする。 

・事業者は、ハード・ソフトの両面で高齢者、身体障害者、外国人観光客等の利用

に配慮した設計とする。 

・本市は、要求水準書に記載していない事項を含め、本市の管理運営に支障をきた

すと判断した場合、事業者に対し配置・構造等の変更を求めることができる。 

・事業者は、平成 2７年 10 月 1日までに運用を開始する。 

・事業者は、都市公園法第５条の設置許可を得る前に、天王寺公園内で本事業にか

かる測量や現地調査等を行う場合、事前に本市へ承諾を得る。 

・事業者は、協定締結後、設計に着手し、設計の進捗状況や内容について随時、書

面にて本市に報告し、本市の確認を受ける。 

・事業者は、設計完了後、現場での工事着手までに、設計内容等のわかる必要書類

を書面により本市に提出する。 

・事業者は、設計完了時に上記の書面内容が、事業条件等に適合しているか否かに

ついて本市の設計完成確認を受ける。 
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・事業者は、本市の設計完成確認後、本市の承諾を得られれば工事に着手すること

ができる。なお、本市が要求水準書の要求する仕様に満たないと判断した場合又

は要求水準書に記載していない事項を含め、本市が管理運営に支障をきたすと判

断した場合等は、本市は事業者に対し設計内容の修正を求めることができる。 

・工事途中において、当初設計完成確認内容の変更が生じた場合については、本市

に変更内容の分かる書面を提出し本市の承諾後工事にかかること。 

（１）既存施設及び本市整備予定区域について 

各施設の設計にあたっては、既存施設及び本市整備予定区域の機能、維持管理

等に支障のないよう設計すること。なお、地下埋設物の情報については募集要項

第２ ６．（２）の「事業実施にかかる事前調査」の際、お問い合わせください。 

事業者は、既設施設及び本市整備予定区域との調整について、事前に本市の承

諾を得ること。 

  （２）既存施設の撤去等について 

     既存施設の撤去の設計・整備に際しては、次の項目を遵守すること。 

・事業者は、本市が所有する施設等を撤去する場合、事前に本市の承諾を得る。 

 なお、地中に不要な構造物が残らないよう施設等を撤去する。 

・本市は、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。 

  （３）電気、通信、水道、ガス、下水道等の供給について 

電気、通信、水道、ガス、下水道等の供給に際しては、次の項目を遵守するこ

と。 

・電気、通信、水道、ガス、下水道管等の供給について、事業者は既存施設の状

況を調査し、各供給事業者と協議のうえ、本市の施設から引き込みを行うこと

ができる。ただし、その場合は既存の公園施設の機能を損なわない様考慮し、

事前に本市の承諾を得ること。・電気、通信、水道、ガス、下水道管等の供給に

ついて、本市の施設から供給しない場合は、各供給事業者と協議のうえ、新た

に引き込みを行うこと。 

（４）給水施設について 

給水施設の設計・整備に際しては、「第２ 施設設計要件」「１．適用法令等」

「（２）適用する図書等」を適用し、次の項目を遵守すること。 

  ・給水管は、原則、耐衝撃性硬質塩化ビニル管を使用する。 

  ・給水管は、埋設することを原則とし、管上部に埋設標示テープを敷設する。や

むを得ず地上部に露出させる場合は、管の保護等、必要な措置を講じる。 

・給水管について、やむを得ず、本市の施設から分岐する場合は、事前に本市の

承諾を得るものとし、本市の関連施設の給水機能に支障をきたすことなく、か

つ、使用料が明確になるように配置計画・整備を行う。 

・維持管理用の散水施設については、半径 25m/基を基本とし、表面の清掃及び

植栽の潅水など維持管理に支障をきたさないよう、適正に配置する。 

（５）排水施設について 
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   排水施設の設計・整備に際しては、「第２ 施設設計要件」「１．適用法令等」

「（２）適用する図書等」を適用し、次の項目を遵守すること。 

・園路・広場における排水については、原則、表面排水とし、維持管理に支障を

きたさないよう、適切な表面の水勾配を確保する。 

・排水管は、原則、硬質塩化ビニル管を使用するものとし、排水管の管径につい

ては、排水管の設置勾配と設計流量に対して最大流量が得られるよう十分な余

裕をもって決定する。 

・排水管の勾配は、原則 0.5％以上とする。      

・桝間における管渠の最大離隔は、原則、18m 以内とする。 

・トイレ排水及び雑排水等を排水するための管渠（以下、「汚水管」という。）は、

原則、計画排水量に対し流速を最小 0.6m/sec 最大 3.0/secとする。 

・雨水を排水するための管渠（以下、「雨水管」という。）又は雨水管と汚水管の

合流管は、原則、最小 0.８m/sec 最大 3.0/secとする。 

・事業者は、本市に寄付する施設を除いた雨水管及び汚水管について、本市の施

設を使用する場合、事前に本市の承諾を得るものとし、関連施設の排水機能及

び維持管理等に支障をきたさないよう設計・整備する。 

（６）園路広場及び管理施設について 

   園路広場及び管理施設の設計・整備に際しては、次の項目を遵守すること。 

・管理用車両通路及び公園利用者の通過園路（以下、「園路」という。）について

は、現状維持もしくは、現在の機能（通行機能等）を損なわないよう設計する。 

・園路の路面仕上げについては、「工事請負共通仕様書 平成２３年３月（大阪市

建設局）」（以下、「工事請負共通仕様書」という。）に定める滑り抵抗値を確保

する。 

・管理用車両の通路として必要となる通路幅は 4ｍ以上とし、上空の有効高さは

4.5ｍ以上確保する。なお、路面仕上げについては 4ｔ車が通行可能な構造と

する。 

・既存フェンスを撤去し、新たに公園利用者用の出入り口を設ける場合は、緊急

時閉鎖できる扉の設置や警備員の配置等の対策を講じた上で、開口部において

は、自動車及びバイクが進入できない構造とし、車イスは通行可能となる構造

とする。 

（７）電気設備について 

電気設備の設計・整備に際しては、次の項目を遵守すること。 

・原則、公園内での架線敷設は認められない。 

・園内でケーブル（受電・照明・通信回路等）を敷設する場合は、「第 2 施設設

計要件」「１．適用法令等」「（２）適用する図書等」を適用し、ケーブルを電気

配管に納め、高圧については地下 1.2ｍ以上、低圧その他については地下 0.6

ｍ以上の深さに埋設する。また、埋設電気配管上部に埋設表示テープを敷設す

る。但し、作業車等が頻繁に走行する出入口付近・園路等については、低圧ケ

ーブル等でも 1.2ｍ以上の深さに埋設する。 
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・照明施設の配置は、「JIS Z 9110 照度基準」に示す照度基準を遵守し、

既設照明灯の照度・器具を参考に、周辺環境に配慮した照明施設の配置を設計・

整備する。 

・原則、事業者が設置する施設には、内線電話を設置する。施設の設置の際は、 

本市と協議のうえ、必要な内線電話回線を本市施設のＭＤＦから引き込む。 

  （８）自転車駐車場について 

     自転車駐車場の設計・整備に際しては、次の項目を遵守すること。 

    ・事業者は、事業者が設置する施設の利用者のために必要な台数分を確保し、良

好に管理・運営できる構造とする。 

  （９）植栽について 

     植栽の設計・整備に際しては、次の項目を遵守する。 

    ・植栽地における有効土層は１ｍ以上とし、植栽基盤に適さない場合は、必要に

応じて適切な土壌改良を行う。 

    ・植栽の配置は、周辺の景観等を考慮し、見通しが効き、容易に維持管理できる

植栽設計・整備とする。 

    ・植栽材料については、公共用緑化樹木等品質寸法規格基準（案）の基準を遵守

し、高木については、原則、幹周り 15 ㎝以上の樹木を使用する。 

（10）共通事項 

・公園既設設備と接続を行う時、既設設備の改造・増設等を行う必要がある場合

は、事前に本市の承諾を得る。また、その費用については事業者が負担するこ

と。 

・埋設掘削工事等により。既設の路面を傷つけた場合は同じ材料で復旧を行うこ

と。 

 同じ材料が入手困難な場合は、本市の指示に従い、一定の範囲について路面の

復旧を行うこと。 

 

２．工事等に関する諸条件 

事業者は、本事業に伴う工事等において、次の項目を遵守すること。 

（１）工事着手前業務（事前調査等）について 

工事着手前業務の実施に際しては、次の項目を遵守する。 

・事業者は、工事等で公園内を車両等により通行する場合、本市と事前に協議し、

本市の許可を得る。なお、状況に応じて、安全対策や既存施設の養生等の対策

を講じる。 

・事業者は、着工に先立ち、関係機関や電力会社者の各供給事業者等と協議及び

必要な手続きを行うこと。 

・事業者は、事前調査や着工に先立ち、近隣住民への説明・調整を十分に行い、

工事の円滑な進行や近隣住民や公園利用者等の理解を得るとともに、これらの

安全を十分に確保する。 

・事業者は、着工に先立ち天王寺ゲートから動物園及び美術館への公園利用者の
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ための動線を確保する対策を講じ、本市の承諾を得ること。 

・事業者は、建物及びその工事によって近隣住民や公園利用者等に及ぼす諸条件

を検討し、問題があれば適切な処置を行う。 

・事業者は、工事着手前に現場代理人を１名選定し、本市へ通知する。現場代理

人は、工事現場に常駐し、工事現場の取締り及び工事に関する一切の事項を処

理するものとし、本市との調整業務等を担う。なお、やむを得ず現場代理人が

常駐できない事由が発生した場合、本市に書面において報告し、承諾を得るこ

ととし、別途代理人を選定する。 

・事業者は、工事着手前に次の書類を提出し、本市の承諾を得る。なお、内容及

び書式については、「造園工事共通仕様書 平成 22 年４月（大阪市建設局）」

（以下、「造園工事共通仕様書」という。）に準ずる。 

① 現場代理人通知書 

② 主任技術者、監理技術者及び専門技術者通知書 

③ 工程表 

④ 施工体制台帳及び施工体系図 

⑤ 緊急連絡先通知書 

⑥ 施工計画書 

⑦ 工事打合せ書 

⑧ 工事使用材料一覧（本市への寄付の対象となる施設に限る） 

⑨ 使用材料承諾書（本市への寄付の対象となる施設に限る） 

⑩ 承諾願（本市への寄付の対象となる施設に限る） 

⑪ 施工承諾願（本市への寄付の対象となる施設に限る） 

⑫ その他本市が必要とするもの 

    ・施工計画書の内容ついては、造園工事共通仕様書に定める内容に準ずること。

なお、本市は、施工計画書の内容について、必要に応じて項目の追加や必要な

資料の添付を求めることができる。 

    ・本市は、必要に応じて事業者に対し、近隣住民や公園利用者等への工事の事前

説明資料等の提供を求めることができる。 

  （２）施工期間中の業務について 

     施工期間中の業務の実施に際しては、次の項目を遵守すること。 

・事業者は、「第２ 施設設計要件」「１．適用法令等」「（１）各関係法令等」及

び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書及び施工計画に従って、施

設等の整備工事を実施する。 

・事業者は、工事中における近隣住民及び公園利用者等に対する万全な安全対策

を講じる。 

・事業者は、近隣住民及び公園利用者等に対して、工事状況の説明と調整を十分

に行う。 

・事業者は、既設の公園施設等を破損又は本市の許可なく撤去することのないよ

うに施工する。万一、誤って破損または撤去した場合は本市関係者等の指示に
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従い、事業者において、原状回復する。 

・本市は、事業者が行う整備工事に関するあらゆる調整会議等に立ち会うことが

できるものとする。また、本市は常に、工事現場において施工状況の確認を求

めることができる。 

・事業者は、工事施工時に次の書類を提出し、本市の承諾を得ること。なお、内

容及び書式については、造園工事共通仕様書に準ずる。 

① 工事月報 

② 各種施工管理試験報告書（本市への寄付の対象となる施設に限る） 

③ 出来高測定報告書（本市への寄付の対象となる施設に限る） 

④ 舗装工事出来高測定報告書（本市への寄付の対象となる施設に限る） 

⑤� すべり抵抗値測定記録シート（本市への寄付の対象となる施設に限る） 

⑥ 接地抵抗測定結果表（本市への寄付の対象となる施設に限る） 

⑦ 絶縁抵抗測定結果表（本市への寄付の対象となる施設に限る） 

⑧ 接続性機能試験（本市への寄付の対象となる施設に限る） 

⑨ 導通性機能試験（本市への寄付の対象となる施設に限る） 

⑩ 事故報告書 

⑪ その他本市が必要とするもの 

（３）工事監理業務について 

   工事監理業務の実施に際しては、次の項目を遵守すること。 

  ・事業者は、工事着手前に現場代理人及び主任技術者等と重複することなく、工

事関係者以外で工事監理者を専任で１名以上選定し、本市へ通知する。 

  ・事業者は、工事監理者の選定について、業務に支障をきたすことのないよう、

技術的な知識を有し、工事監理業務を経験した者を選定する。 

・工事監理者は、各業務の実施において、適時、業務結果を書面にて本市へ報告

する。 

  ・工事監理者は、本市へ寄付する施設等の工事において、次の内容の工事監理業

務を行うこと。 

① 工事監理者は、着工に先立ち、事業者の作成する工程表・施工計画書等を

確認すると共に、遅滞なく必要な届出手続き等が行われていることを確認

する。 

② 工事監理者は、施工に先立ち、事業者の作成する施工計画書・施工図等を

確認し、設計書や適用する図書等が遵守されているか確認する。また、施

工の各段階において、施工状況の確認や材料試験の立会い・出来高の検査

等を行う。 

③ 工事監理者は、本工事の事業者との協議・指示事項等について書面で残す。 

④ 工事監理者は、工事監理状況を「工事監理報告書（月報）」により、毎月末

に進捗状況等を本市へ随時報告する。なお、報告書の様式・内容は、事前

に本市へ提出し、承諾を得る。 

・工事監理者は、次の書類を提出し、本市の承諾を得る。 
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① 工事監理者通知書（工事着手前） 

② 工事監理体制表（工事着手前） 

③ 工事監理報告書（施工中） 

  （４）完了確認業務について 

     完了確認業務の実施に際しては、次の項目を遵守すること。 

・本市は、事業者の工事完了後、事業条件等に従って、工事が行われたことを確

認するため工事の完了確認を行う。 

・事業者は、本市の完了確認の実施にあたり、工事写真及び工事出来高精算図等、

本市が必要とする書類等を提出する。なお、工事写真の管理基準については、

造園工事標準仕様に準ずる。 

・本市は、完了確認の結果、整備した施設等において、設計書等と齟齬が生じて

いた場合、事業者に対して、補修又は改修等を求めることができる。 

 

３．原状回復に関する設計水準 

事業者は、原状回復にかかる設計について要求水準書を満たすと共に、次の項目

について遵守すること。 

・事業者は、事業期間終了後（設置許可等を取り消しまたは更新しない場合、事

業者が事業を途中で中止する場合を含む）、6ヶ月以内の本市が指定する期日ま

でに、事業者の所有する施設等及び事業者の責により汚損もしくは破損した部

分を、速やかに原状回復するとともに、本市の立会いのもとで本市に返還する。

ただし、事業者が次期事業者との間で、事業者が有する権利の譲渡が確実にな

されることが見込まれ、かつ、これらの譲渡について本市が事前に同意した場

合は、この限りではない。 

・事業者は、原状回復工事の設計業務について、随時、設計の進捗状況や内容を

報告し、本市の確認を受ける。 

・事業者は、原状回復工事の設計完了後、現場での工事着手までに、設計内容等

の必要書類を書面により本市に提出し、本市の承諾を得る。 

・事業者は、原状回復工事の設計完了時に上記、書面の内容が、事業条件等に適

合しているか否かについて本市の完成確認を受ける。事業者は、本市の完成確

認後、本市の承諾を得られれば原状回復工事に着手することができる。なお、

本市が事業条件等の内容を満たしていないと判断した場合は、本市は事業者に

対し、設計内容の修正を求めることができる。 

 

４．原状回復工事に関する諸条件 

事業者は、原状回復工事に際しては、「２．工事等に関する諸条件」を遵守するこ

と。 

 

５．引渡し・所有権の移転 

  事業者は、事業者が整備し本市に寄付する施設等について、本市へ引渡し及び所
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有権を移転する際に、次の項目を遵守すること。 

・事業者は、本市による完了確認を得た後、本市に寄付する施設等について、本

市に引渡し、所有権を移転する。この時、行政財産として登録するために必要

な各種書類・資料を作成し、本市に提出する。 

・協定に定める期間内において、本市に寄付する施設等に瑕疵が発見された場合、

本市は事業者に対し、補修等を求めることができる。 


