扇町公園地指定管理事業者（扇町公園及び大阪市立扇町プール指定管理者）公募
No.

質問箇所

質問

回答

募集要項

p.1

扇町公園について
平成31年度から令和３年度の催事内容については、提供資料
基本方針に扇町公園利用実績として、催事実績（平成29～令和 ０１を参照してください。
元年度の行為・一時占用許可件数）が発表されていますが、そ 使用料は、資料Ⅴ「行為許可の審査基準等」及び参考資料５
の催事の内容、使用料実態及び使用料減免の理由等を開示頂け 「イベント等催事における公園使用料の考え方について」に基
ますでしょうか？
づき、申請内容を踏まえ算定しています。
なお、大阪市公園条例第15条並びに大阪市公園条例及び同施
行規則運用要綱に適合すると大阪市が判断した場合は、使用料
を免除する場合があります。

募集要項

p.1

基本方針に示された扇町公園利用実績と同様に、令和2～3年度 令和２年度の実積については、机上説明会資料５「行為許可
の催事実績（行為・一時占用許可件数）と、その催事の内容、 件数」のとおりです。
使用料実態及び使用料減免の理由等を開示頂けますでしょう 令和３年度の実績については、提供資料０２を参照してくださ
か？
い。催事内容、使用料実態、減免理由については、回答１をご
参照ください。

１

２

募集要項 p.2
3(1)

公園部分を利用した地元小学生対象に無償の屋外活動イベント 協賛金によるイベント等の実施は可能です。なお、使用料
（教室）を開催する場合に、企業スポンサーをつけて、費用を は、大阪市公園条例第15条並びに大阪市公園条例及び同施行規
捻出して実施することは認められますでしょうか。
則運用要綱に適合すると本市が判断した場合は、免除する場合
その際は使用料の免除規定は適用いただけますでしょうか。 があります。

募集要項
3(1)

p.2

3 (1) 現在有している公園機能のさらなる向上について
「現状の機能を守り、また利用状況にも十分配慮」を踏まえ、
取組方針で「現在有している公園機能のさらなる向上」とあり
ます。
自由広場は全面が土ですが、引き続き全面が土の広場を維持す
ることを求められているでしょうか？
土の自由広場は土埃も雨天時の軟弱化による不陸も酷く、多く
の利用者から快適性の改善を求められています。
自由広場の弾性舗装や芝生化など、大阪市としての将来計画を
ご教示ください。

募集要項
3(2)

p.2

3 (2) 誰もが憩うことができる滞留空間を生み出すプレイス
別紙２「３（１）関係法令等」、資料Ⅴ「行為許可の審査基
メイキングについてソフト面での仕掛け（プレイスメイキン 準」を遵守したうえで、別紙２「４（２）ソフト事業及びハー
グ）に制限事項はございますか？
ド事業に関する提案」の主旨を踏まえご提案ください。

募集要項
3(2)

p.2

3 (2) 誰もが憩うことができる滞留空間を生み出すプレイス
募集要項「３扇町公園の魅力向上に向けた取組み方針」に記
メイキングについて
載のとおり、一般園地を利用されている方々に加え、扇町プー
仕掛け（プレイスメイキング）は日常的な滞留空間の演出を求 ルの利用者や通過利用者など、日常的に誰もが憩うことのでき
められていますか？非日常的な施設・イベント等を想定してい る滞留空間の創出を求めています。
るのでしょうか？それとも両者でしょうか？
なお、現状の機能を守り、また利用状況にも十分配慮したう
えで、イベント等の非日常的な取組みの場として活用する提案
も可能です。

３

４

５

６

現時点で、自由広場の形態を変更するような将来計画はあり
ませんが、別紙２「4（2）イ（ｵ）その他エリア」に記載のとお
り、既存の公園施設が有する現状の用途を変更せず、その機能
を高めるための整備であれば、提案可能です。
なお、自由広場の原状を変更しようとするときは、あらかじ
め本市の承認が必要です。また、自由広場は、地下貯留機能を
有しているため、改修の際は、別途、本市（建設局下水道部）
と排水協議が必要となる場合がありますので留意してくださ
い。

募集要項 p.2
3(2)

近隣の大型病院をご利用される市民の皆様の公園利用を促進す 公園利用者のための「屋外健康プログラム」の実施や「薬膳
るために、親しみやすい利便施設として、オープンデッキ型の カフェ」の設置は可能です。ただし、「調剤薬局」について
健康教室、調剤薬局、薬膳カフェ等を併設した建物を新設する は、都市公園法第２条２項の公園施設に該当しないため、設置
ことは可能でしょうか。
は認められません。

募集要項
5(1)

5(1)ア 管理運営の方針・基準について
市政改革プラン2.0を参考に設定しております。現時点で利用
扇町公園の利用者満足度：85％以上とありますが、成果目標と 者満足度の調査は実施しておりません。
して数値設定された根拠（基準）をお示しください。また現状
の扇町公園利用者満足度の実績値を開示頂けますでしょうか？

７

p.3

８

募集要項ｐ.3
5(1)

ｐ.3 5（1）管理運営の方針・基準について
母数の基準値は定めていませんが、各期100以上が望ましいと
「公園の利用者満足度」について、母数の想定はあるのでしょ 考えています。また、目標の達成状況については、年1回にトー
うか？また、別紙１、2(４)に四半期ごとの調査となっていま タルで判定します。
すが、目標達成は四半期ごとに判定されるものではなく、他の
公園と同様に年１回としてもよいでしょうか？

募集要項
6(1)

p.5

6(1) 管理運営経費の支払いについて、
本市負担の範囲については、別紙４「リスク分担一覧表」の
魅力向上事業の実施に伴う業務仕様の変更を理由に、指定管理 「維持管理運営段階」における負担区分を参照してください。
業務に係る代行料を増額させることはないとありますが、かた
や大阪市当局による業務仕様の変更の場合は、この限りではな
いとの認識でよろしいでしょうか？

募集要項
8(7)

p.9

（7）提出書類について、「申請団体名の記載は正本のみ。副
募集要項「８（７）エ」の記載のとおり、申請団体が特定さ
本16部には記載しない（黒塗り・白塗りなど）ように・・・」 れない場合については、黒塗り等を行う必要はありません。
とございますが、法人の商号又は名称等が入っておらず、また
推測されない団体名の場合はそのまま記載しても問題ない、と
いう認識でよろしいでしょうか。

募集要項
8(7)

p.9

（7）提出書類について、「ウ上記書類は、選定会議での審議
ページ番号は、各ファイルごとに通し番号を記載してくださ
資料となるので、ページ番号を入れるとともに、次表「提出書 い。また、リングファイル等での提出でも問題ありません。
類」順に整理し、項目ごとの最初のページに白紙をはさみ、イ
ンデックスをつけるなど、わかりやすいものにしてくださ
い。」とございますが、ページ番号は各項目ごとでよろしいで
しょうか？また、提出時はリングファイル等にファイリングし
ての提出でよろしいでしょうか。

募集要項
8(7)

p.10

（7）提出書類について、「１－５ 指定管理者申請団体役員名
簿」「１－６ 役員の履歴書」について、履歴書に記載の内容
は略歴でよろしいでしょうか。

９

１０

１１

１２

１３

質問・回答一覧
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略歴にせず記載してください。

募集要項
8(7)

p.11

（7）提出書類について、「１－18 本店所在地の法人市町村民 本店所在地が東京都の場合、法人都民税の納税証明書（直近
税（東京都の場合は都民税）の納税証明書」について、東京都 ３年度）を提出してください。
に本社がある場合、取得する項目は法人都民税（直近3か年
分）でよろしいでしょうか。

募集要項
8(7)

p.11

（7）提出書類について、「１－19 法人等の登記事項証明書」
について、現在事項全部証明書でよろしいでしょうか。

履歴事項全部証明書を提出してください。

募集要項
8(7)

p.11

「魅力向上事業に関する業務の提出書類」は自由様式とされて
いますが、A4・A3などのサイズや、ワード・パワーポイント等
についても自由という理解でよろしいでしょうか。また「魅力
向上事業に関する業務の提出書類」をA3とした場合、提出する
ファイルもA3でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

募集要項
8(7)

p.12

2-4-2 実施体制について
本項の「法人等が有するアイデア・ノウハウ」には、指定管
「・法人等が有するアイデア・ノウハウ」の法人等とは指定管 理事業者のほか、「他の事業者・団体との連携によるアイデ
理事業者内の法人と理解するのでしょうか？もしくは他の事業 ア・ノウハウ」も含まれますが、募集要項「５（３）業務の第
者・団体も含める法人等と理解するのでしょうか？
三者への委託」募集要項「８（６）申請資格」などの記載事項
を踏まえた実施体制を提案してください。

募集要項
8(7)

p.12

「2-5 ソフト事業に関する計画」の注意事項「申請団体以外
権利関係のないフリー素材や自社素材等の場合、出典元を記
が実施した類似事業の写真等を使用する場合は、必ず出典元を 載する必要はありません。
示すこと」とありますが、事業ではなく単にランニングしてい
る人の写真などイメージ写真については、特に出典元を示す必
要がないという理解でよろしいでしょうか。

募集要項
8(8)

p.14

8(8)提案を求める内容 ウ 収支計画 (ｲ) について
扇町プール・屋外プールのオフシーズンに当たる9月～5月の間
に屋外プールのエリアを活用し、指定管理事業者が施設を設け
てイベントを実施した場合は、扇町プールの「利用料金収入」
「教室等収入」と違う考え方になると思いますが、屋外プール
部分での工作物の設置に伴う占用許可や、大阪市への支払いに
当たる「利用料金収入」などはどのように考えれば良いでしょ
うか？

募集要項
9(2)

p.15

「書類審査・ヒアリング」について、
現時点でヒアリング対象者への通知時期は決まっていませ
・書類審査の通知はいつでしょうか。
ん。なお、ヒアリングの日程、時間、参加人数の制限等につい
・ヒアリング審査の実施予定日はいつでしょうか。
ては、ヒアリング対象者決定後、本市より申請者へ通知する予
・参加人数は、連合体各社2名は必要かと思います。よろしい 定です。
でしょうか。
・発表時間と質疑は何分を予定していますでしょうか。
・プロジェクタ等での投影は可能でしょうか。
・当日、資料は配布してよろしいでしょうか。可能な場合、17
部準備すればよろしいでしょうか。
・ヒアリングの発表前に準備の時間は設けて頂けますでしょう
か。

募集要項
11(4)

p.18

一般園地への電気の供給について記載がございますが、直近3
月別光熱水費については、提供資料０３を参照してくださ
年間の一般園地の月別電気料金及び、2022年4月度の一般園地 い。
の電気料金をご教示ください。

募集要項
1(1)

別紙1

p.1 別紙1 p.1 1(1)イ利用料金について
イベントの主旨や目的、各施設の配置状況などを踏まえ、占
学びや知見を得られるような講演会と販売を行う場合は全体と 用許可の必要性や公園使用料を本市が決定することとなりま
して「集会」という位置づけにすることは可能でしょうか？ す。

募集要項
1(1)

別紙1

p.1 別紙1 p.2 イ 利用料について
イベント参加者だけでなく、一般利用者も利用できるテントな
どを張る臨時の休憩場などは、集会その他これに類するもの
会費又は入場料を徴収しない場合１００㎡3時間８８０円適
用、露店営業その他これに類するもののための占有１㎡1日２
２０円でしょうか？

募集要項
1(1)

別紙1

p.2 「(注)上記の利用料金は、今後の公園条例及びプール条例の改 大阪市公園条例については、市内地価の変動状況等を踏ま
正に伴い変更となる場合があります」とございますが、指定期 え、３年ごとに公園使用料を改定しております（前回改定令和
間前後において公園条例及びプール条例の改正は予定されてい ３年度）が、今後の改定方針が決定されているものではなく、
ますでしょうか。※供用日・供用時間含む
他の理由による使用料改定が行われる可能性もあります。なお
プール条例については現時点で、条例改正の予定はありませ
ん。

募集要項

別紙1

p.1 別紙1 p.3 イ 利用料について
広告物取扱要綱第5条において広告物の企画等を定めており、
広告物とは、イベント名にスポンサーロゴ等がついていたら、 「（２）表示内容等は、協賛企業名、商品名、マーク及び
利便性を伴うための案内図も広告物でしょうか？
キャッチフレーズとする」としていますが、詳細については表
示内容や形状等により本市が個別に判断します。

募集要項
1(2)

別紙1

p.2 別紙1 p.2 1 管理運営方針 (2)ア 職員の配置基準について
「常勤職員」ついて、勤務日、時間の基準はありませんが、
総括責任者、施設責任者は「常勤職員」で申請団体の「正規雇 別紙１「１(２)職員の配置基準」を満たす必要があります。
用者」である必要があると記載されていますが、働き方が多様
化する中で常勤職員が週休3日、4日という場合や、勤務時間が
限定されている場合も考えられます。「常勤職員」で「正規雇
用者」であって業務に支障をきたさなければ、勤務日時、勤務
体制は不問という認識で良いでしょうか？

募集要項
1(2)

別紙1

p.2 別紙1 p.2 1(2)職員の配置基準について
「専任の常勤職員」とは、もっぱらその任務だけを担当する
「専任の常勤職員」と「職員を常時配置」は同義でしょうか？ 常勤の職員を意味します。一方、「職員の常時配置」とは、常
時、職員を配置することを意味します。
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１５

１６

１７

１８
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２１

２２
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２４

２５

２６

２７
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イベント内容より取り扱いが異なるため、提案時における利
用料金の考え方は、申請者において任意で設定し提案してくだ
さい。
なお、具体的な承認手続きや使用料については、指定管理事
業者選定後、提案のイベント内容を踏まえ本市との協議により
決定します。

臨時休憩所は、「集会その他これらに類するもの」に該当し
ます。なお、公園使用料については、臨時休憩所の配置、動線
計画、利用形態等を踏まえて、本市が決定します。なお、大阪
市公園条例第15条並びに大阪市公園条例及び同施行規則運用要
綱に適合すると本市が判断した場合は、免除する場合がありま
す。

募集要項
1(2)

別紙1

p.3 現時点で、扇町公園内で活動しているボランティア団体の数と 以下のとおりです。
所在、それぞれの活動をご教示ください。
公園愛護会：清掃活動
北区種花の会：年４回特定花壇の植替え。除草、水やり等の日
常管理
公園猫サポーター：飼い主のいない猫の不妊去勢・給餌・清掃
等

募集要項
1(2)

別紙1

p.3 ボランティア団体が使用している花壇があれば、その花壇の場 管理場所については、資料Ⅱ－２ 「維持管理基本水準書」の
所とボランティアの管理頻度をご教示ください。
とおりです。管理頻度については、回答２８を参照してくださ
い。

募集要項
1(2)

別紙1

p.3 別紙1 p.3 イ(ア) 一般園地の職員の配置基準について
公園活用をサポートする職員「コーディネーター」を１名以上
配置することとありますが、現状で該当する職員は何名いらっ
しゃいますでしょうか？

募集要項
1(2)

別紙1

募集要項
1(2)

別紙1

p.3 別紙1 p.3 1(2)イ(ｱ) コーディネーターについて
参考資料６に記載している活動に従事したことのある者を１
コーディネーターの要件について、参考資料6記載の実績を持 名以上配置して頂く必要があります。
つ団体に所属しているものであれば良いという理解でしょう
か？
p.3 公園内設備全体（管理対象施設のみ）の維持管理に関わる設備 関係法令の定めによる範囲内の兼務は可能です。
責任者はプール施設管理技術者の兼務でもよろしいでしょうか

募集要項
1(2)

別紙1

募集要項
2(1)

別紙1

募集要項
2(1)

別紙1

p.4 別紙1 p.4 2(1)イ 維持管理について
大阪市では樹木の寄附等により新たに植樹する場合とあります
が、現状で今年度の予定はございますでしょうか？あればその
内容を開示頂けますでしょうか？

募集要項
2(1)

別紙1

p.4 別紙１ P4２業務内容(1)ウ 保安警備について
「保安警備のため、利用者が安心して利用できる環境確保のた
めに必要な巡回・監視を行うこと」とありますが、説明会資料
14には留意事項として②夜間のスケートボード利用、④ホーム
レスについての記載があります。現状、夜間の巡回警備状況は
どのようになっていますか？また、指定管理事業者による夜間
の巡回警備の必要性をどのようにお考えですか？

募集要項
2(1)

別紙1

p.4 植栽管理計画のための現在使用されている台帳、図面が閲覧時 現時点でお示しできる資料については、図書閲覧時に「扇町
にはございませんでした。ご提供いただける資料はございます 公園樹木台帳」を示しています。なお、閲覧図書については、
でしょうか。
指定管理事業者選定後にあらためて閲覧することが可能です。

募集要項
2(1)

別紙1

p.4 「必要な巡回・監視等を行ってください」について現在の監視 資料Ⅱ「一般園地の管理運営に関する事項」に記載している
状況をご教示ください。
内容のとおり、適時、必要な巡視・監視等を実施しています。

募集要項
2(1)

別紙1

p.4 植栽管理については、維持管理費用額から、高中木、低木につ 現時点では、公園周辺の住民対策等により毎年管理を実施し
いては選択的管理を年間計画することになると思われますが、 ている樹木はありません。
公園周辺の住民対策等で公園緑地植栽管理として毎年管理すべ
き高中木(特に剪定・薬剤散布)があればご教示ください。(阪
神高速、一般住民、地下駐車場、市営住宅、御社、カンテレ
キッズプラザ大阪等の関係)

募集要項
2(1)

別紙1

p.4 別紙1 p.4-5 2(1)エ 危機管理体制について
事故や災害時において、公園利用者の安全確保等に必要とな
大災害が発生した際、大阪市が指示する確保すべき危機管理体 る点検調査・応急対策、復旧を迅速かつ適切に対応するための
制を具体的にご教示ください。
体制を整える必要があります。

募集要項
2(1)

別紙1

p.4 別紙1 p.4-5 2(1)エ 危機管理体制について
災害時等に指定以外の用途で使用することとなった場合とあり
ますが、どのような用途が想定されますか？ご教示ください。

募集要項
2(1)

別紙1

p.4 別紙1 p.5 2(1)エ 危機管理体制について
ＡＥＤの適正配置に関するガイドラインによると、設置が推奨
される施設の具体例に「スポーツジムおよびスポーツ関連施
設」とあります。また資料6 「扇町公園駐車場管理運営業務仕
様書」で扇町公園駐車場に設置することも求められています。
以上の2台で扇町公園の危機管理体制についてAEDの適正配備は
整ったとの理解で良いでしょうか？

現在、「ＡＥＤの適正配置に関するガイドライン（一般財団
法人 日本救急医療財団）」に基づき公園駐車場１台、扇町
プール１台、扇町公園事務所１台計３台配置しております。Ａ
ＥＤの設置については、現在の設置状況や提案内容を踏まえ、
指定管理事業者において適切に設置してください。

募集要項
2(1)

別紙1

p.4 「自動体外式除細動器（以下「ＡＥＤ」という。）の適正配置
に関するガイドラインに基づき、ＡＥＤを適切に設置し管理し
てください。 」について現在公園に配置されているＡＥＤの
資料をご提示ください。

各施設に配置されているAEDは、以下のとおりです。
公園駐車場：HDF-3500（オムロン）
公園事務所内：AED-3100（日本光電）
扇町プール：AED-3100（日本光電）
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現状は配置されていません。

p.3 「電気主任技術者とは別に、設備の運転監視・保安業務及び保 現在、専任の技術者等は配置していないため、把握していま
守点検に対応するため、電気 機械設備の知識・技術力を有す せん。
る必要な人数について」現在配置されている人数をご教示くだ
さい。
p.4 別紙1 p.4 2(1)イ 維持管理について
みどりの質の維持向上を目指して、適正な剪定と樹木更新を
植栽管理に関してみどりの質の維持向上とありますが、今年度 行い、美しいまちなみの形成につながる維持管理に取り組んで
内の計画はどのようになっていますでしょうか？
います。なお、樹木更新については、今年度の計画はありませ
ん。
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現時点で、寄附等の申出はありません。

公園利用者及び周辺住民等からの要望・苦情など、現在、本
市職員が必要に応じ夜間巡回を実施しています。なお、昨年度
はコロナウイルスにかかる緊急事態宣言に伴う夜間巡回を実施
しました。指定管理事業者においても、必要に応じて夜間巡回
を実施してください。

現時点で具体的な想定はありません。

募集要項
2(2)

別紙1

p.5 別紙１ P5 2業務内容（2)イ 公園における行為の許可等につ
いて
指定管理事業者は行為の許可、行為の制限、行為許可の取り消
し権限を有し、自身が行為の主体となる場合は行為の許可は不
要とありますが、現在の扇町公園の使用状況を見て、説明会資
料5の行為許可件数以外の使用は大阪市として行為許可を行う
必要はないという認識でしょうか？また、現在の状況を性格に
把握するためにも、行為許可案件の詳細資料を開示頂けないで
しょうか？
大阪市内、もしくは大阪府内の他の公園で減免受付されている
イベントと同様のイベントを扇町公園で実施する場合は、同じ
基準で公益性が認められるという認識で良いでしょうか？

募集要項
2(2)

別紙1

p.5 別紙１ P5 2業務内容（2)イ 公園における行為の許可等につ
指定管理事業者が行うソフト事業で工作物などを設置するた
いて
めの占用許可を伴わない場合、許可は不要となりますが、魅力
「指定管理事業者が行為の主体となる場合、自身に対する行為 向上事業の実施に際しては、事前に本市の承認が必要となりま
の許可は不要」とありますが、指定管理事業者が行うソフト事 す。
業で工作物などを設置するための占有許可を伴わない場合に限
り、許可は不要で進めても良いということでしょうか？

募集要項
2(2)

別紙1

p.5 別紙１ P5 2業務内容（2)ウ 行為の利用料金の収受について 回答４４を参照してください。
指定管理事業者は「行為の利用料金の減免を公園条例、公園条
例施行規則及び運用要綱の定めるところに従い適正に行う」と
ありますが、扇町公園で減免されたイベントの詳細資料を開示
頂けないでしょうか？
また、大阪市、もしくは大阪府の他の公園で既に減免受付され
ているイベントと同様のものを扇町公園で実施する場合は、同
じ基準で大阪市、大阪府、もしくは各区の協力を受けられ、減
免受付も可能になるという認識で良いでしょうか？

募集要項
2(2)

別紙1

p.5 別紙１ P5 2業務内容（2)ウ 行為の利用料金の収受について
行為の利用料金は指定管理事業者の収入となるため、本市へ
「行為の利用料金は指定管理事業者の収入となる」とあります 納付する必要はありません。
が、指定管理事業者を除く利用者が支払う「行為の利用料金」 なお、指定管理事業者が行為の主体となる場合、自身に対する
が指定管理事業者の収入になるということでしょうか？指定管 行為の許可は不要となるため使用料は発生しません。
理事業者が「行為の利用料金」を支払う場合は、収入と支出の
両方に計上されることになりますが、それで問題ないというこ
とでしょうか？
もしくは指定管理事業者は「行為の利用料金」を支払う必要が
ないということでしょうか？

募集要項
2(2)

別紙1

p.5 別紙1 p.5 2(2)ウ 行為の利用料金の収受について
前項（イ 公園における行為の許可等）で、指定管理事業者が
行為の主体となる場合、自身に対する行為の許可は不要とあり
ますが、それは同時に、指定管理事業者が行為の主体となる場
合、自身に対する行為の利用料金の収受も不要との理解でよろ
しいでしょうか？また大阪市への納付も不要との理解でよろし
いでしょうか？

募集要項
2(2)

別紙1

p.5 別紙1 p.5 2(2)ウ 行為の利用料金の収受について
指定管理事業者が利用料金を定めることのできる範囲は、別
行為の利用料金は指定管理事業者が定めるとありますが、p.1 紙１ 「１（１）イ 利用料金」となります。なお、当該利用料
の大阪市が規定する「公園の利用料金」に指定管理事業者が定 金とは別に指定管理事業者が管理料等を付加することはできま
める「管理料等」を付加して「行為の利用料金」とできるとの せん。
理解でよろしいでしょうか？
また、「公園の利用料金」が減免になった場合は、付加した
「管理料等」のみを収受しても良いでしょうか？

募集要項
2(2)

別紙1

p.5 (2)ウには「行為の利用料金は、指定管理事業者の収入となり
催事等で工作物を設置する場合、本市への占用許可申請を行
ます」とありますが、参考資料5には「イベント等催事の内容 うとともに、公園使用料を納付する必要があります。なお、募
又は設置工作物に応じて、公園使用料を適用する」とありま 集要項「２(２)ウ 行為の利用料金」とは、「１（１）イ」に
す。「行為の利用料金」と「公園使用料」は何がどう違って、 示す利用料金となります。
それぞれの料金の扱いがどう変わるのか、改めて説明をお願い
します。

募集要項
2(3)

別紙1

p.6 別紙1 p.6 2(3)ア プラットフォームの運営業務について
指定管理事業者が設置・運営する１つのプラットフォームに
「多様な主体との連携及び調整のためにプラットフォームの運 多様な主体が参加して連携する方式を想定しております。
営を行うこと」とありますが、「多様な主体」との連携を行う
ために、１つのプラットフォームに多様な主体が参加して連携
する方式と、様々な主体と個別に連携していく方式のどちらを
想定されていますか？

募集要項
2(3)

別紙1

p.6 別紙1 p.6 2(3)ア プラットフォームの運営業務について
本市（所管部署）がメンバーとして参加する提案も可能で
プラットフォームには、行政（北区役所）もメンバーに加える す。ただし、本市への参加要請については、指定管理事業者選
方がいいでしょうか？地域の商店街代表者、NPO関連など、ど 定後、本市（所管部署）と協議を行う必要がありますが、協議
ういうメンバーで構成することを想定していますか？
の結果、参加要請を辞退する場合がありますので留意してくだ
さい。
プラットフォームの構成は、公園利用者や地域住民、公園の
周辺で働く方々、公園の活用や管理運営の担い手などを想定し
ています。
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行為許可案件の概要は提供資料０１を参照してください。なお
指定管理期間開始後に、新たに許可が必要な行為を確認した場
合は、利用者に対し指導を行う必要があります。判断が難しい
場合は、本市に相談ください。
なお、大阪市公園条例第15条並びに大阪市公園条例及び同施
行規則運用要綱に適合すると本市が判断した場合は、使用料を
免除する場合があります。

お見込みのとおりです。

募集要項
2(3)

別紙1

p.6 別紙1 p.6 2(3)ア プラットフォームの運営業務について
プラットホームの運営については、募集要項「５（３）業務
プラットフォームをNPO法人化して、ファンディングの受け皿 の第三者への委託」に記載する範囲内において、運営業務をＮ
にすることは可能でしょうか？
ＰＯ法人等に再委託することは可能です。

募集要項
2(3)

別紙1

p.6 別紙1 p.6 2(3)ア プラットフォームの運営業務について
プラットホームへの参加要請については、回答５２を参照し
プラットフォームを構成する一員として大阪市様がお引き受け てください。なお、担当部署については、要請内容を踏まえ本
頂けるのでしょうか？またその担当の部局課はどちら様になる 市が決定します。
でしょうか？

募集要項
2(3)

別紙1

募集要項
2(4)

別紙1

p.6 別紙1 p.6 2(3)ア プラットフォームの運営業務について
プラットフォームの運営業務として扇町公園の利用ルールの作
成とありますが、現状の利用ルールをご開示頂けますでしょう
か？
p.6 情報発信について、ホームページを独自で開設する必要はあり
ますか？

募集要項
2(4)

別紙1

p.6 公園内で定例的に行われる行政イベント、民間イベントがあれ 定例的なイベントについては、北区民カーニバル（北区役
ばご教示ください。
所）・メーデー（労働団体）・ワンワールドフェスティバル
（実行委員会）等が毎年行われています。

募集要項
2(4)

別紙1

p.6 屋外プール（屋外、屋内、トレーニング場問わず）利用者へ特
典を付与する。利用時に公園内で使える優待券、割引券等進呈
することは可能でしょうか。

募集要項
2(4)

別紙1

p.7 別紙1 p.7 2業務内容(4)ア について
一般園地での取り組みは、別紙２「４（２）ア（ｱ）、イ
一般園地は都市部における貴重なみどりのオープンスペースと （ｵ）」の記載内容を踏まえ提案してください。
して多くの市民が安全かつ安心して利用できるよう、利用者
サービスの向上と利用促進に努める→一般園地をオープンス
ペースとして利用することを主とした公園運営の提案が重要と
考えていらっしゃいますか？

募集要項
2(8)

別紙1

p.8 別紙1 p.8 (8) ア 管理事務所について
扇町プール内のスペースに限りがあるため、別途、本市及び
扇町プール内のスペースに管理事務所を設置する場合、扇町 現在の指定管理者と協議してください。
プールの次期指定管理開始までの期間、すなわち本件の指定管
理開始期（令和5年4月）から設置は可能でしょうか？

募集要項
2(8)

別紙1

p.8 別紙1 p.8 (8) ア 管理事務所について
管理事務所を設置することができる倉庫について、現地説明会
当時は使用されている様子がありませんでしたが、管理事務所
として使用しない場合は倉庫として利用するとの理解でよろし
いでしょうか？この時、倉庫は指定管理業務を実施するために
必要な施設として、指定管理事業者が無償で利用できるもの
（別紙1 p.8 3 施設の取り扱い）と理解してよろしいでしょ
うか？

募集要項
2(8)

別紙1

p.8 別紙1 p.8 (8) ア 管理事務所について
都市公園法５条１項に基づき、公園施設の設置又は管理をす
別紙1 p.8 、4⑵イ(ｱ)①に示す「利活用拠点機能」として新た る際は、大阪市公園条例第14条で、別表第３に定める使用料を
に管理事務所を設置した場合、設置許可使用料の対象となるの 納付してください。本市に納付する使用料については別紙１
でしょうか？
「５（６）公園使用料」に記載のとおりです。
なお、同条例に基づき、指定管理事業者が設置する公園施設
は原則として使用料が発生しますが、一般の園地と同様に公園
利用者の自由な利用に供する区域については、例外的に使用料
を免除することができます。減免の可否については、利用者へ
の周知や利用可能時間等を踏まえて総合的に判断いたします。
公園施設設置・管理許可制度における公園使用料の考え方は参
考資料４を参照してください。

募集要項
2(8)

別紙1

p.8 別紙1 p.8 (8) ア 管理事務所について
管理事務所で利用料の発生するサービスを提供することは可
管理事務所の運営に当たっては、公園利用者の多様なニーズに 能ですが、収入を伴う事業の用に供する場合は、当該区域の公
応じた質の高いサービスを提供してくださいとあります。
園使用料が発生します。
「利活用拠点機能」として新たに設置した管理事務所で利用料
の発生するサービスを提供することは可能でしょうか？例え
ば、ガーデンチェアやパラソルなどレジャーグッズの貸出な
ど。
また飲料・菓子類の販売等の営業活動を伴った場合は公園使用
料が発生しますでしょうか？

募集要項
2(8)

別紙1

p.8 管理事務所
倉庫を含むその他エリアについては、別紙２「４（２）イ
倉庫またはそのエリアは売店等魅力向上の為に使用することは （ｵ）その他エリア」に記載のとおり、売店等に用途を変更する
可能でしょうか。倉庫エリアでのイベントも使用料は発生する ことはできません。なお、倉庫エリアでのイベントについて
のでしょうか。
は、一般園地と同様にイベント内容に応じて使用料が発生しま
す。

募集要項
2(8)

別紙1

p.8 管理事務所の設置について、令和５年度においては、プール施
設内に設置することが可能でしょうか？

募集要項
2(8)

別紙1

p.8 園内に設置する誘導看板の意匠についての決まりはございます 特に決まりはありませんが、利用者の安全や良好な景観又は
か？
風致等に配慮し、提案してください。なお、設置の際は、事前
に本市と協議が必要となります。
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現在、扇町公園に特化した利用ルールはありません。なお、
一般的な利用ルールは、本市ホームページに記載しています。
https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000370977.htm
l
一般的にはホームページの開設が想定されますが、それ以外
の方法でも提案可能です。

実施時期、方法など提案内容によります。

お見込みのとおりです。

回答６０を参照ください。

募集要項
3

別紙1

募集要項
p.13
5(6)

別紙1

要約すると、『提案する公園施設設置・管理許可使用料（提案
単価）は提案時点の条例単価を上回っていれば、指定管理期間
中変動はない』という認識でよろしいですか
また、提案単価に変動があるのは扇町公園の土地もしくは扇
町公園の建物の価格の上昇もしくは低下その他の経済事情の変
動があった場合との認識でよろしいですか

募集要項
p.13
5(6)

別紙1

提案単価が条例単価を下回った場合は、大阪市の判断により当 回答６８を参照してください。
該使用料単価を提案単価まで減額することができるとあります
が、指定管理者が減額の依頼をすれば、貴市が減額の判断をし
ていただけるとの認識でよろしいですか。また、貴市が減額し
ないと判断するケースがあればそのケースをお教えください

募集要項
2

別紙2

p.1 別紙2 P1 2 魅力向上の事業計画について
「指定管理期間開始後概ね5年間において実施または着手が可
能な事業を対象に提案」とありますが、指定管理開始後5年以
内に提案書に記載されていないソフト事業を実施しても問題は
ありませんか？また、「大阪市との協議により実施不適当と判
断した場合又は管理事業者の責によらない場合を除き、原則、
実施しなければならない」とありますが、大阪市が直接管理さ
れている公園と、指定管理事業者が管理している公園とで、ソ
フト事業の内容に対する大阪市の意向の反映され方はどれくら
い変わるものでしょうか？

募集要項
3(2)

別紙2

p.2 別紙2 p.2-3 3(2) 公園のゾーニングについて
水景施設前園路及び接続部は、別紙２「４（２）イ（ｵ）その
ゾーニングに沿った立案とあります。図示された広場ゾーン 他エリア」に該当するため、既存の公園施設が有する現状の用
で、南西から北東に至る主要動線を自由広場に沿ったライン 途を変更せず、その機能を高めるための整備提案は可能です。
（南西口から進入して直線的に延長となる経路）とし、現水景
施設及び水景施設前園路及び接続部を一体としたエリアの整備
提案は可能でしょうか。

募集要項
3(3)

別紙2

p.4 別紙2 P4 3 提案の前提条件（3)新たな公園施設の設置に関す
る要件 ア 公園施設の種類について
休日に「遊びゾーン」「扇町プール」周辺には数多くの自転車
が駐輪されています。大阪市は扇町公園の駐輪自転車問題をど
う考えていますか？「新たに駐車場を設置することはできな
い」とありますが、大阪市として駐輪自転車問題の改善策を実
施する予定はありますか？

募集要項 別紙2
4(2)ア(ｱ)

p.7 別紙2 p.7 4提案を求める内容(2)ソフト事業及びハード事業に
関する提案 について
【憩い・休息機能】レジャーグッズの貸し出しサービス【遊
び・子育て機能】子どもや子育て世代を対象とした各種教室や
プログラムの実施とありますが、公園内でアウトドア体験やデ
イキャンプ、またはそれに纏わる有料プログラムの実施も施設
を無償で利用できると考えてよろしいでしょうか？

募集要項 別紙2
4(2)ア(ｱ)

p.7 別紙2 P7 4 提案内容(2) ア（ア）一般園地に関する提案につ
いて
「一般園地の既存広場を活用してソフト事業を実施する場合、
プラットフォームを活用して実施ルールを作成するなど、現状
利用との両立を図る取り組みをあらかじめ行うこと」とありま
すが、既存広場全体を使用し、現状の利用者に制限をかけるイ
ベントの開催頻度は大阪市としてどれくらいが適切だと考えて
いますか？

具体的な数値基準は設けていませんが、プラットフォームを
活用して実施ルールを作成するなど、現状利用との両立を図る
取り組みをする必要があります。なお、実施頻度とは別にイベ
ントで発生する音や光や開催時間について、周辺への影響等の
観点から制限を設けることがありますので留意してください。

募集要項 別紙2
4(2)ア(ｱ)

p.7 別紙2 P7 4 提案内容(2) ア（ア）一般園地に関する提案につ
いて
既存広場を使用せずにソフト事業を展開しやすくするために、
主要動線が交差するエントランスゾーンから遊びゾーンに向か
う動線エリアを開放的な空間となるように改修し、隣接する建
物敷地と合わせてソフト事業を展開する空間として運用し、公
園部分の利用料金を規定に従って収めるという提案は可能です
か？

当該エリアは、別紙２「４（２）イ（ｵ）その他エリア」に該
当するため、既存の公園施設が有する現状の用途を変更せず、
その機能を高めるための整備提案は可能です。なお、事業内容
に応じて占用許可手続きが必要となる場合はありますが、隣接
する建物敷地と合わせたソフト事業を提案することも可能で
す。

募集要項 別紙2
4(2)ア(ｲ)

p.7 扇町プールに関する提案について、「大阪市では次のような提 お見込みのとおりです。ただし、教室事業とは限りません
案を期待します」との記載事項の中で、「・プール施設内での が、自主事業という位置付けです。
新たな運動プログラムの実施」とございますが、プール施設内
で実施するプログラム等は、教室事業（自主事業）という認識
でよろしいでしょうか。

６７

６８

６９

７０

７１

７２

７３

７４

７５

７６

p.8 別紙1 p.7 ３施設等の取り扱い について
別紙１「３ 施設等の取り扱い」に記載のとおり、指定管理
指定管理事業者は、指定管理業務を実施するために必要な施 業務を実施する場合は、必要な施設等を無償で利用することが
設、機器、備品等(以下「施設等」 という。)を無償で利用で できます。ただし、魅力向上事業に関する業務を実施する場合
きるものとします。→指定管理者が魅力向上に纏わる指定管理 は、実施内容に応じて使用料が発生する場合があります。
業務を実施する際の施設の利用は無償という認識でよろしいで
しょうか？
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事業期間中における使用料は、変動しないことを基本としま
すが、長期の事業期間において、予期せぬ地価の急上昇等が
あった場合、必要に応じて使用料の見直しを行うことから、現
時点で将来の減額を確約するものではありません。
なお、使用料は、市内の地価等を踏まえ見直しの検討を行い
ます。

別紙２「２ 魅力向上事業の事業計画」に記載しているとお
り、当初事業計画どおり魅力向上事業が遂行されていると本市
が認めた場合は、５年度を待たずして、次期事業計画を提出す
ることができます。なお、イベント等の許可基準については、
指定管理者制度の導入の有無によって判断が変わることはあり
ません。ただし、公園の規模、隣接地の状況など公園の特性に
応じて、イベント等の実施内容に差異が生じる場合がありま
す。

現在、本市が不法駐輪と判断した場合は、ビラによる啓発を行
い、必要に応じて撤去する等の対策を講じています。指定管理
期間開始後は、指定管理事業者に放置自転車対策を行っていた
だきます。当該業務の範囲については資料Ⅱを参照してくださ
い。なお、扇町公園周辺において、現時点で本市が新たに駐輪
場を整備する計画はありません。
また、公園利用者のための新たな自動車駐車場の提案は不可
としていますが、駐輪場の提案は可能となっています。
大阪市の放置自転車対策については本市ホームページに記載
しています。
https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000003525.htm
l
回答６７を参照してください。

募集要項 別紙2
4(2)ア(ｲ)

p.7 ア(ｲ)扇町プールに関する提案について、「大阪市では次のよ
一般園地で実施するプログラム等は、魅力向上事業となりま
うな提案を期待します」との記載事項の中で、「・広々とした す。なお、一般園地内を移動しながら使用する場合の公園使用
屋外空間ならではの運動プログラムの実施」とございますが、 料については、停止時の設備等の占有面積をもとに本市が公園
一般園地で実施するプログラム等は、魅力向上事業という認識 使用料を算定します。
でよろしいでしょうか。なお、一般園地内を移動しながら使用
する場合の使用料等の考え方についてお示しください。

募集要項 別紙2
4(2)ア(ｲ)

p.7 ア(ｲ)扇町プールに関する提案について、「大阪市では次のよ
うな提案を期待します」との記載事項の中で、「・利用時間
外・利用期間外における屋外プールの有効活用」とございます
が、扇町プールの施設内で実施するプログラム等は、自主事業
という認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

募集要項 別紙2
4(2)ア(ｲ)

p.7 ア(ｲ)扇町プールに関する提案について、「大阪市では次のよ
うな提案を期待します」との記載事項の中で、「・スポーツ
グッズの貸出サービス」とございますが、プール施設内で実施
するサービス等は、自主事業という認識でよろしいでしょう
か。

基本的には自主事業であると認識しています。

募集要項 別紙2
４(2)ア(ｲ)

p.7 資料Ⅱ p.2 4(2)ア（ｲ）扇町プールに関する提案について
提案例として「利用時間外・利用期間外における屋外プールの
有効活用」とありますが、利用時間外・利用期間外における運
用基準、利用料金等の規定をご教示ください。

募集要項 別紙2
4(2)イ(ｱ)

p.8 別紙2 p.8 4(2)イ(ｱ) 扇町プール前の水景施設エリア（Ａ区
公園使用料の考え方については、回答６２を参照ください。
域）について
なお、１つの建物内に複数の用途がある場合の公園使用料につ
扇町プール前に立地する水景施設エリア（A区域）に①利活用 いては、各施設の施設の利用時間、利用動線等、利用方法など
拠点機能、②オープンスペース機能、③滞留拠点機能の整備が の運用内容を踏まえ、本市が公園使用料を決定します。
求められています。
一般利用者から料金を徴収できない「案内窓口」「休憩スペー
ス」「トイレ」「授乳室」、料金を徴収できても少額しか期待
できない「更衣室やシャワールーム」が具体的な提案として挙
げられていますが、大阪市への占有料の支払いが発生する基準
を開示して頂けないでしょうか。
例えば、飲食店と同じ棟の建物に一般利用者も使用できる「案
内窓口」「トイレ」「授乳室」などを設置した場合、その部分
にも使用料がかかるのでしょうか？

募集要項 別紙2
4(2)イ(ｱ)

p.8 別紙2 p.8 4(2)イ(ｱ) 扇町プール前の水景施設エリア（Ａ区
域）について
A区域の前面で近接する動線と、さらに動線と自由広場に挟ま
れた外構及び園地部分を併せた周辺エリア一帯を活用して、動
線と滞留拠点との相互移動を維持し、憩い・休息機能をより多
様に提供することを目的に、一体的な空間創出を整備する提案
は可能でしょうか？

募集要項 別紙2
4(2)イ(ｴ)

p.9 別紙2 p.9 (2)イ(ｴ）扇町プールについて
プールに入る前には、シャワーを浴びる等の対策をお願いし
屋外プールとA区域との接続を図る動線機能の設置が求められ ます。なお、現行設備と同等の仕様を求めるものではありませ
ていますが、A区域から広場へのアクセスも容易なことから、 んので、具体的な設備の仕様等については、指定管理事業者選
夏の屋外プールシーズンには屋外プール→A区域→広場→A区域 定後、本市との協議により決定します。
→プールという移動も可能になることを想定すると、新たな動
線に「衛生面」での対策はどこまで必要だとお考えでしょう
か？

募集要項 別紙2
4(2)イ(ｴ)

p.9 別紙2 p.8 4(2)イ(ｴ) 扇町プールについて
「相互利用動線機能」として、扇町プールにおける新たな入退
館システムの導入や出入口の整備などにより、Ａ区域との接続
を図るとありますが、扇町プール利用者の一時退館及び再入館
を認めるとの理解でよろしいでしょうか？

募集要項 別紙2
4(2)イ(ｴ)

p.9 別紙2 p.8 4(2)イ(ｴ) 扇町プールについて
必ずしも誘発するものとは考えていませんが、必要に応じて
提案の具体例として、屋内プールとＡ区域の接続において「一 目隠しを設置するなどの対策を提案することも可能です。
般園地から屋内プールを見学できるような設え」とあります
が、不特定な園地利用者が「屋内プール」を見学できる状況か
らすると、「迷惑防止条例」「児童ポルノ規制法」「ストー
カー規制法」の対象となる行為を誘発する可能性が想定されな
いでしょうか？考え得るトラブル対処についてのご方針をご教
示ください。

募集要項 別紙2
4(2)イ(ｴ)

p.9 別紙2 p.8 4(2)Ｉ(ｴ)扇町プールについて
（例２）一般園地からプール見学できる、とありますが、不審
者による盗撮などの防止対策を講じる場合、必要となる対策の
方針をご教示頂けますでしょうか。

回答８５を参照してください。

募集要項 別紙2
4(2)イ(ｴ)

p.9 イ(ｴ)扇町プールについて、「「相互利用動線機能」として、
扇町プールにおける新たな入退館システムの導入や出入口の整
備などにより、Ａ区域との接続を図る動線設定について必ず提
案してください。」とございますが、Ａ区域と屋内プール及び
屋外プールを接続した場合、防犯面・衛生面など安全性が低く
なる可能性が考えられます。防犯強化・衛生管理徹底のために
は、設備と人員を投入することが必須となるため、コスト増が
見込まれます。
事業者の創意工夫にて「相互利用導線機能」についての提案を
させて頂くことでよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

７７

７８

７９

８０

８１

８２

８３

８４

８５

８６

８７
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【利用時間について】
大阪市プール条例第３条第２項
【利用料金について】
大阪市プール条例第８条第３項

回答７１を参照してください。

お見込みのとおりです。

募集要項 別紙2
4(2)イ(ｴ)

p.9 イ(ｴ)扇町プールについて、（例２）屋内プールとA区域の接続
について、「一般園地から屋内プールを見学できるような設え
とすることで、水泳教室に参加する子どもを見学しながら、
オープンスペースなどで憩うことができる。」との具体例をお
示し頂いておりますが、防犯上、水着の利用者が不特定多数の
人から「見学できる設え」とすることは好ましくないと考えま
す。その場合、事業者の創意工夫にて「相互利用」についての
提案をさせて頂くことでよろしいでしょうか。

募集要項 別紙2
4(2)イ(ｴ)

p.9 別紙2 p.9 4 提案内容(2)ｲ(ｴ) 扇町プールについて
回答８５を参照ください。
屋内プールとA区域との接続で、一般園地から屋内プールの見
学が可能となる設えが例として挙げられていますが、水泳教室
に子どもを通わせる親だけでなく、A区域にいる一般利用者が
屋内プールの中を眺められるようになることが予想されます。
「のぞき見」など、防犯上の問題を大阪市としてはどのように
お考えでしょうか？

募集要項 別紙2
4(2)イ(ｵ)

p.9 別紙2 p.8 4(2)イ(ｴ) その他エリアについて
大型遊具のリニューアルなどの提案を期待するとありますが、
現在の大型遊具の継続使用とリニューアルの方針・計画をご教
示ください。

募集要項 別紙2
4(2)イ(ｵ)

p.9 別紙2 p.8 4(2)イ(ｴ) その他エリアについて
現時点で、新型コロナウイルス感染防止の観点による利用方
「大地の声」「地中の電話」「大木の声」3遊具の利用につい 法の変更及び施設改修等の計画はありません。
て、送話口に接触する当該遊具の利用方法では、新型コロナウ
イルス感染防止の観点からも敬遠されているのが現状です。当
該遊具の利用実態と今後の利用方針をお聞かせください。

募集要項 別紙2
4(2)イ(ｶ)

p.9 「Ａ区域、Ｂ区域及び周辺エリア内において不要となる既存施
設については、原則として全て撤去することを前提に設計して
ください。」の周辺エリアは公園管理対象区域全域をさすもの
として考えてよろしいでしょうか。対象区域内で除外してはい
けない既存施設があればご教示ください。

周辺エリアの範囲は、別紙２「別図1（1）全体図、（3）B区
域及び周辺エリア拡大図」に示す「Ｂ区域の周辺エリア」をさ
します。なお、既存施設の取り扱いについては、別紙２「４
（２）イ ハード事業に関する提案」に記載のとおりですが、
事業実施の際は、事前に本市との協議が必要となります。

募集要項 別紙2
4(2)イ(ｶ)

p.9 「②排水計画 現在、A区域内にある水景施設については、雨
水流出調整に関する実施基準（大阪市建設局）に基づき、公園
内（扇町プールの雨水も含む）の雨水を一定量貯留する計画と
なっています。さらに、ご提案いただく新たな公園施設の整備
により、現状の計画雨水量及び汚水量を上回った場合等は、新
たに雨水貯留が必要となる場合があります。
なお、雨水貯留機能を有する当該水景施設は、尊寿すべき許
容流出係数などについて、再度、同実施基準に基づき計画雨水
量及び汚水量を精査し、大阪市建設局下水道部と協議の上で、
園内の排水機能に支障をきたすことのない範囲において、廃止
や構造の変更等が可能です。」と、あります。
A区域の水景池を設置した当時の雨水計算の資料はございま
すか。
扇町公園全体の雨水量及び、分散させた貯水槽の分量、場所
がわかるものはございますか。
また、当計画で、A区域の水景池を埋め立てるプラン（添付資
料①）がございます。
さらに、B区域の表面仕上げを土からインターロッキング等
に変更するプラン（添付資料②、添付資料③）がございます。
雨水桝の配置計画のために排水本管の詳しい資料はございま
すか。
上記内容資料の閲覧を希望します。
合わせて、上記内容についてご説明をいただけますか。

扇町公園の集水区域は、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの３区域に分けられおり
（提供資料０４を参照してください。）、現在の公園施設の面
積や雨水流出係数及びオリフィスの構造において、扇町公園全
体の最大貯留量は2,868㎥、となっています。
その内、当該水景施設はⅢ区域の雨水流出抑制施設に位置付
けられており、最大貯留量は938㎥（当該施設の面積1,900㎡、
流出係数1.00、貯留量機能950㎥）となっています。
なお、本事業者公募に際し、現時点で遵守すべき「雨水流出
調整に関する実施基準（大阪市建設局）」や雨水整備率等を用
いて、再度、排水計算を行った結果、扇町公園全体の必要貯留
量は、約1,300㎥となっており、Ⅰ、Ⅱ区域の雨水貯留施設の貯
留機能のみで、扇町公園全体の最大貯留量を満たすことが可能
です。
指定管理事業者は、これらの計算結果を基に、提案する公園
施設の計画を踏まえ、再度、排水計算を行い、本市（公園管理
者や建設局下水道部等）と必要な協議を行ってください。ま
た、Ⅲ区域の排水計画においては、ゲリラ豪雨等の対策のた
め、可能な範囲で貯留機能の確保に努めてください。
扇町公園内の排水本管は、本市（建設局下水道部）が公園内
に占用している公共下水道施設であり、本市ホームページ等
で、公共下水道台帳の閲覧が可能です。

募集要項 別紙2
4(2)イ(ｶ)

p.9 「②排水計画 また、A区域内の躯体等が不要となった場合
お見込みのとおりです。活用のない当該水景施設に関連する
は、原則として撤去することを前提としていますが、当該協議 躯体、ポンプ設備、浄化設備、照明設備等は、指定管理事業者
やゲリラ豪雨対策など雨水を一時的に貯留する地下貯留槽等 による撤去を前提としています。また、当該水景施設の資料
（砕石貯留槽や再生プラスチック製貯留槽など）として活用す は、施設関係図書閲覧時に閲覧図書としています。
る場合は、躯体等の存置を前提とした提案も可能とします。ま
た、存置する躯体等の対象範囲については、ご提案いただく整
備内容や具体的な設計協議内容等を踏まえ大阪市が決定しま
す。」
上記の内容について「躯体等」とは、附属する設備関係を含め
ているのでしょうか。前提としている撤去の範囲をご教示いた
だけますか。

８８

８９

９０

９１

９２

９３

９４

９５

募集要項 別紙3
別紙3 p.1 参考：事業収支スキームイメージについて
参考：事業収支スキー （資料5で）仮設工作物等の設置に伴う占用許可は指定管理事
ムのイメージ
業者が行うことのできる管理の範囲外であるとのことですが、
占用許可使用料の収受はこのスキームには含まれないとの理解
でよろしいでしょうか？

現時点でお示しできる方針や計画はありません。

回答５０を参照ください。

募集要項 別紙4
リスク分担一覧表

法令等の変更 指定管理事業者が行う管理運営業務に影響を 不可抗力の自然災害等による本件業務の変更、中止、延期の
及ぼす法令等の変更
発生は、本市または指定管理事業者のいずれにも起因するもの
不可抗力 自然災害等による本件業務の変更、中止、延期 でないため、当該リスク分担については協議事項としてます。
上記は協議事項との記載がありますが、指定管理事業者はリ
スク分担負担者の責が無いと考えます。ご見解をご教示願いま
す。

募集要項 別紙4
リスク分担一覧表

共通 物価変動 収支計画に多大な影響を及ぼす場合
現在、具体的に想定している事象はありません。実際に事象
維持管理運営段階 維持管理・運営経費の膨張 収支計画に が発生した場合に個別に対応いたします。
多大な影響を及ぼす場合
上記は協議事項との記載がありますが、具体的に想定されてい
ることをご教示願います。

９６

９７

お見込みのとおりです。
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９８

募集要項 別紙4
リスク分担一覧表

「施設、機器の不備による事故」は協議事項との記載がありま
すが、具体的に想定されていることをご教示願います。

募集要項 別紙４
※1 自然災害（地
震・台風等）等不可抗
力への対応

3（2）③不可抗力の「自然災害等による本件業務（魅力向上業 ※１の規定は、自然災害（地震・台風等）を対象としたもの
務を除く。）の変更、中止、延期」については協議事項となっ であり、記載事項以外の事象については、回答９７を参照くだ
ています。※1 自然災害（地震・台風等）等不可抗力への対応 さい。
の④で、「大阪市は、指定管理事業者に対する休業補償は行い
ません。」とございますが、新型コロナウイルス感染症拡大な
どのパンデミックと称される事象については、該当しないとい
う認識でよろしいでしょうか。（豪雨や台風等で事業が一時的
に中止した場合は本件に該当するとの認識）

募集要項 別紙4
※4 公園・公園施設
の維持管理・運営に伴
う施設等の損傷リスク
への対応

補修・修繕費の負担区分について1件当たりの基準金額が示さ
補修・修繕費の年間総額は業務代行料に含まれており、不足
れておりますが、補修・修繕費の年間総額は、業務代行料に含 が生じた場合でも、精算いたしません。
まれるのでしょうか。
また、過不足が生じた場合は、年度毎にご精算頂けるとの理解
でよろしいでしょうか。

募集要項 別紙４
※４ 公園・公園施設
の維持管理・運営に伴
う施設等の損傷リスク
への対応

不可抗力の「自然災害等による本件業務（魅力向上業務を除
く。）の変更、中止、延期」については協議事項となっていま
す。※1 自然災害（地震・台風等）等不可抗力への対応の③で
は、「プール水を消防利水として利用するなど」との記載がご
ざいますが、プール水を利用した場合においては、その費用に
ついて市が負担するという認識でよろしいでしょうか。

募集要項
第８条

別紙５

別紙5 扇町公園及び大阪市立扇町プール管理運営業務基本協
占用許可使用料は、別紙５「管理運営業務基本協定書 第７
定書について
条」の業務代行料から縮減するものに含みません。
p.4 第1章第8条（占用許可）で占用許可を申請し、その許可を 指定管理事業者が納付した占用許可使用料は、指定管理事業
大阪市から受け、公園条例に規定された公園使用料を大阪市に 者の費用に計上することとなります。
納付しなければならないとありますが、前条第2項で規定され
る許可使用料の精算手続きとは異なるとの理解でよろしいで
しょうか？また納付した占用許可使用料は指定管理事業者の費
用に計上するとの理解でよろしいでしょうか？

募集要項
第55条

別紙５

別紙5 扇町公園及び大阪市立扇町プール管理運営業務基本協
提案内容によっては手続等必要になりますが、冬季の扇町
定書について
プール屋外エリアについては利用促進につながる催事をお願い
p.19 第8章第55条（目的外使用許可等）で施設の目的外使用許 いたします。
可が規定されています。例えば冬期休止中の扇町プールの屋外
プールエリアを、A区域と連携した催事で使用することは、こ
の目的外使用に該当するでしょうか？
許可を受けた時の所定の使用料はどのように規定されるかをご
教示ください。

別紙５及び別紙６

貴市からお示し頂いております基本協定書・年度協定書につい お見込みのとおりです。ただし、別紙５、別紙６に示す協定
ては、事業者選定後に貴市と指定管理事業者候補者との間で双 書が基本となります。
方合意の上、締結するという認識でよろしいでしょうか。

資料Ⅰ-１

プレイウォール（1基）の設置位置の図示をお願いいたしま
す。

資料Ⅰ-１

ゲートボール場にある仮設便所は管理対象でしょうか。
また、汲取り式の場合、年間汲取り量の実績をご教示願いま
す。
公園北東（関西テレビ建物西側）に設置されているクライミン
グウォール 6基（大×3基、小×3基）は、管理対象外でしょう
か。
対象内である場合、メーカー（又は点検業者）をご教示願いま
す。

９９

１００

１０１

１０２

１０３

１０４

１０５

１０６
資料Ⅰ-１
１０７

管理対象施設です。汲取り式ではありません。（公共下水）

管理対象外施設です。

資料Ⅱ p.1
１（１）①

警備を実施し事件事故の防止に努める事とありますが、警備員
配置体制や配置時間等の指定はないという認識で宜しかったで
しょうか？

資料Ⅱ p.1
１（１）①

ボランティア団体による清掃が行なわれる場合には用具の貸
公園愛護会による清掃は、毎月第２日曜に実施しています。
与、ゴミ回収等の協力を行なうこととありますが、過去3 年分 なお、事務所からの用具の貸与はありませんが、ごみの回収を
のボランティア清掃実施実績を開示頂けますでしょうか？
行っています。実績については、提供資料０５を参照してくだ
さい。

資料Ⅱ p.1
１（１）②

警備及び巡回についての現在の維持管理での警備員と巡回員の 週３回５分から１０分程度、巡回員２名で園内を見回ってい
巡回頻度及び時間帯、警備員及び巡回員の滞在時間、各巡回員 ます。
数をご教示ください。

資料Ⅱ p.2
１（１）②ア

「巡回員又は警備員の配置を行い」とありますが、警備員登録
されていない運営スタッフ等による巡回でもよろしいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

資料Ⅱ p.2
１（１）②ア

巡回警備実施中にパトロールカーを公園敷地内に無償で駐車可
能なスペースが有りますでしょうか。

管理倉庫エリア内での管理車両を駐車することは可能です。

１１１

１１３

扇町公園施設一覧にあるプレイウォールは、現在、撤去され
ているためありません。資料Ⅰ－１のとおり現状優先としてく
ださい。

扇町倉庫（管理者等：大阪市建設局）がございますが、本事業 現在、扇町書庫は、本市が使用しており、本事業２年目以降
1年目は扇町プールが対象外となっていることから、別紙1の も指定管理業務対象外施設です。
「別図 倉庫の位置図」にある倉庫と置き換える措置は可能で
しょうか。

１１０

１１２

お見込みのとおりです。

資料Ⅰ－２
１０８

１０９

具体的に想定しているものはありません。
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お見込みのとおりです。

資料Ⅱ p.2
１（１）②イ

資料Ⅱ p.2 1(1)②イ 公園内進入車両（自動車、自動二輪車
等）対策について
自転車の通行に関する対策が見受けられませんが、特段の対策
は必要ないとの理解でよろしいでしょうか？園地内を通過する
自転車と公園利用者との安全確保と公園利用の適正化につい
て、現状では公園利用者の不安を訴える声があります。大阪市
の見解をお聞かせください。

回答７２を参照ください。

資料Ⅱ p.2
１（１）②ウ

資料Ⅱ p.2 1(1)②ウ 放置自転車対策について
催事開催に伴い（仮設）駐輪場の設置等を行う場合は、本市と
協議の上行うこととありますが、当該の（仮設）駐輪場の設置
は占用許可の対象と理解すべきでしょうか？

お見込みのとおりです。

資料Ⅱ p.2
１（１）②ウ

資料Ⅱ p.2 1(1)②ウ 放置自転車対策について
催事開催に伴い（仮設）駐輪場の設置等を行う場合は、本市と
協議の上行うこととありますが、扇町公園は催事開催時に限ら
ず、日常的に自転車での来園者が多く（特に土休日）、駐輪実
態も無秩序で公園利用者の安全確保の観点からも対策が必要と
感じます。大阪市では今後、駐輪場を本設する予定はございま
すでしょうか？催事開催以外の放置自転車対策についての方
針、並びに利便増進施設である自転車駐輪場の設置等の指針を
ご教示ください。

回答７２を参照ください。

１１７

資料Ⅱ p.2
１（１）②ウ

１１８

資料Ⅱ p.2
１（１）②エ

「自転車等の放置禁止区域内」の範囲を明示頂けますでしょう 公園内全域が放置禁止区域となっています。
か？
https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000002965.htm
l
ホームレス対策として園内巡回(夜間含む)は時間や頻度等の指 お見込みのとおりです。
定はないという認識で宜しかったでしょうか？

１１４

１１５

１１６

資料Ⅱ p.3
１（１）②ク

管理報告書の作成について、1 日の業務内容等の日報等を作成
することとありますが、日報の書式の指定はなく、提案者側に
て書式を整備する認識で宜しいでしょうか。

資料Ⅱ p.3
１（２）

園内にある遊具の維持管理について現状の管理状況をご教示く 資料Ⅱ－２「維持管理基本水準書<扇町公園>」に記載してい
ださい。（一般遊具、排水管？状の遊具？鉄パイプφ120内外 る水準で管理しています。修繕実績は「机上説明会資料１０」
で話せる？遊具等）
を参照してください。

資料Ⅱ p.4
２（５）

後日請求するとあるが、根拠となる電力、水道、ガスメーター
は各事業者によるものが存在する認識でよろしいか？合わせて
過去3年間の光熱水量実績(費用実績)をご教示ください。同様
に各料金についても現状の清算方法をご教示ください。また海
外情勢により燃料費をはじめ高騰が続く見込みであるため、指
定管理料の増額を柔軟なご検討願いたいがいかがでしょうか。

資料Ⅱ-１ p.5
３（２）②

遊具の修繕について、「原則、当該の遊具製造業者等による修
繕を実施すること」とありますが、各遊具の製造業者等をご開
示願います。

提供資料０７を参照してください。

資料Ⅱ-１ p.5
３（２）④

溜まった土砂等は適切に除去するとありますが、除去した土砂
等の処分方法の指定がありましたらご教示ください。

関係法令を遵守し適正に処理してください

１２３

１２４

資料Ⅱ-１ p.5
３（２）④

園内の人目につかない任意の場所にコンテナ等を設置し、除去 場所等については、具体的な配置計画等を踏まえ本市が決定
した土砂を一時的に溜め置くことは許容されますでしょうか。 します。

資料Ⅱ-１ p.5
３（２）④

産業廃棄物処分にかかる想定費用を算出するため、側溝清掃・ 各作業に伴う処分量及び処分費については、他の公園と合わ
集水桝清掃・管渠清掃における処分汚泥量の過去3 年間分の実 せて処分する契約となっているため、扇町公園のみの処分量・
績をご教示頂けますでしょうか。
処分費は把握していません。

資料Ⅱ-１ p.6
３（２）⑦

土入れについて、直近3回分の実施年度をご開示願います。

資料Ⅱ-１ p.6
３（２）⑦

不陸整正について、直近3回分の実施年度をご開示願います。
また、常時解放施設につき作業時は一部規制等が必要と考えら
れますが、現行の作業方法・作業時間帯をご教示願います。

不陸整正については、回答１２６を参照してください。
９時～１７時で部分的な閉鎖を行い作業を行っています。

資料Ⅱ-１ p.6
３（２）⑦

広場整備の貴市実施の作業記録について開示ください

回答１２６を参照してください。

資料Ⅱ-１ p.6
３（２）⑨

資料Ⅱ-1 p.5 3(2)管理水準⑨「扇町公園子ども見守りカメ
カメラ画像の提供は不可となります。子ども見守りカメラ設
ラ」について
置、運用及び管理に関する要領 第３条第２項（２）において、
当該のカメラ映像の提供を受けて、防犯に利用することは可能 提供について定めています。
でしょうか？

資料Ⅱ-１ p.6
３（２）⑨

「「扇町公園子ども見守りカメラ」の点検・点検内容は以下の
とおりとし、原則外観点検のみとする。」は点検のみで本カメ
ラによる防犯機能は貴市によるものとする認識でよろしいで
しょうか

お見込みのとおりです。

資料Ⅱ-１ p.6
３（２）⑥

一般園地における日常点検が必要な該当建物は便所1 箇所のみ
でしょうか。

お見込みのとおりです。

資料Ⅱ-１ p.6
３（２）⑨
資料Ⅱ-１ p.8
４（２）３）

点検頻度の指定はございますでしょうか。

施設点検に合わせて実施してください。

１１９

１２０

１２１

１２２

１２５

１２６

１２７

１２８

１２９

１３０

１３１
１３２
１３３

便所の消耗品について・・・年間消費量をご教示ください。
（トイレットペーパー、洗剤等）
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お見込みのとおりです。

供給事業ごとにメーターがあり、各供給事業者からの請求に
基づき支払っています。過去の光熱水費実績については提供資
料０６を参照してください。
また、海外情勢による燃料費の高騰に関する代行料の取り扱
いについては、別紙４「リスク分担表」の記載のとおり、収支
計画に多大な影響を及ぼす場合は、協議事項となります。

降雨時に水溜まり等の確認を行い、概ね年５回程度、土の補
充等を実施しています。

トイレットペーパー、洗剤等については、他の公園の清掃も
含まれており、公園ごとの使用量は把握していません。

資料Ⅱ-１ p.7
４（２）２）

園内清掃について、現行指定管理者にて実施している清掃時
間・配置人数について、参考までにご教示頂けますでしょう
か。

資料Ⅱ-１ p.7
４（２）３）

便所清掃に携わる清掃員は男女の指定はございませんでしょう
か。

資料Ⅱ-１ p.7
４（２）２）

現行の配置体制（勤務日、時間、人数）をご開示願います。
園内清掃については、回答１３４を参照してください。な
また、上記体制の中で、公園駐車場トイレの清掃も実施されて お、駐車場トイレは、園内清掃と別に実施しています。
いるのでしょうか。

資料Ⅱ-１ p.7
４（２）２）

「公園内の落ち葉や紙類をはじめ、缶、ガラスびん等のごみを
拾い集め、回収すること。その際、缶、ガラスびん、ペットボ
トル等の資源ごみと資源ごみ以外に分別し、所定の場所に集積
するとともに」の扇町公園における所定場所をご教示くださ
い。

倉庫エリアでの集積を想定しています。

資料Ⅱ-１
４（２）

P.7

過去3 年間分の一般廃棄物量の実績をご教示頂けますでしょう
か。

回答１２５を参照してください。

資料Ⅱ-１ p.8
４（２）３）

作業時にトイレットペーパーの補充をその都度行うこととあり
ますが、過去3 年間分のトイレットペーパー使用量の実績をご
教示頂けますでしょうか。

回答１３３を参照してください。

資料Ⅱ-１ p.8
４（２）５）

過去3 年間で発生した不法投棄物等の品目や数量の実績をご教 品目については、家電・家具・衣装ケース等多種になりま
示頂けますでしょうか。
す。
数量については、回答１２５を参照してください。

資料Ⅱ-１ p.8
４（２）５）

直近3年度分の不用物の処理量をご開示願います。

回答１２５を参照してください。

資料Ⅱ-１
４（２）

p.8

塵芥の処分量についての年間実績(費用)をご教示ください。
（巡回清掃費用・剪定、除草ごみ）
粗大ごみに係る処分量(費用)の年間実績をご教示ください。
（産廃ごみ・不法投棄）

回答１２５を参照してください。

資料Ⅱ-１
５（１）

p.8

⑴台風等の災害時には緊急点検・調査等を実施するとあります 実施方法等の指定はありません。体制については、回答４０
が、実施方法等の指定はございませんでしょうか。
を参照してください。

資料Ⅱ-１
５（２）

p.8

⑵貴市が実施する定期点検・訓練・清掃等に協力することとあ 防火水槽等の点検実施日と園内作業が重複しない為の協力に
りますが、具体的な協力内容をご教示頂けますでしょうか。 なります。

資料Ⅱ-１
５（３）

p.8

「図面関係については、CADデータにて作成・更新するこ
現況の図面データについては、指定管理事業者選定後に提供
と。」について公園園地のＣＡＤデータは、貴市財産となるも しますので、随時更新するようにしてください。
のであり新規の図面作成については、指定管理者業務外と考え
ますので、作成のうえ提供いただけないでしょうか

資料Ⅱ-１
５（３）

p.8

既存施設」の竣工図等のデータ一式のご提供は可能でしょう
か。また、既存施設が法適合している旨の分かる許可証（検査
済証等）等の資料提供は可能でしょうか。

指定管理事業者選定後に提供します。

資料Ⅱ-１
５（３）

p.8

点検等を通じ、平面図・数量調書等を作成すること。なお、図
面関係については、CADデータにて作成・更新することとあり
ますが、現況の公園CADデータの提供を受けることは可能で
しょうか？

回答１４５を参照してください。

資料Ⅱ-１
５（４）

p.8

⑷地域団体やボランティア団体等と連携し、清掃活動や花壇の 各団体の活動内容は、回答２８を参照してください。
維持管理等を行なうこととありますが、実績をご教示頂けます 指定管理期間開始後においても継続的にこれらの地域団体や
でしょうか。また本指定管理開始後においても継続的に連携の ボランティア団体等と連携する必要があります。
必要が想定される活動がありましたらご教示頂けますでしょう
か。

資料Ⅱ-１
５（４）

p.8

貴市が公園活動を認めているボランティア団体、地域団体及び 以下のとおりです。
活動内容、サポート体制をご教示ください。
公園愛護会：清掃活動に関する活動費の交付を行っていま
す。
北区種花の会：花苗の提供を行っています。
公園猫サポーター：制度の啓発等を協働して行います。

資料Ⅱ-１
５（４）

p.8

「地域団体やボランティア団体等と連携し、清掃活動や花壇の
維持管理等を行うこと」について現在のボランティア活動の実
績をご教示ください。

回答１４８を参照してください。

資料Ⅱ-１
５（４）

p.8

地域団体やボランティア団体等と連携し、清掃活動や花壇の維
持管理等を行うこととありますが、現況で清掃活動や花壇の維
持管理等を行って頂いている地域団体やボランティア団体等を
ご教示ください。

回答１４８を参照してください。

１３４

１３５

１３６

１３７

１３８

１３９

１４０

１４１

１４２

１４３

１４４

１４５

１４６

１４７

１４８

１４９

１５０

１５１

11 ページ

月曜日～金曜日（土日祝及び12/29～1/3は除く）６時間勤務
４名園内清掃を実施しています。なお、現行は、指定管理者制
度を導入していません。
指定はありません。

資料Ⅱ-１
５（６）

p.9

１５２

１５３

⑹上記に記載のない施設や設備についても貴市の指導に基づき 現時点で判明している施設や設備はございません。なお、費
適切な保守点検、維持管理を行うこととありますが、現時点で 用負担については、原則、指定管理事業者の負担となります。
判明した施設や設備があれば詳細をご教示頂けますでしょう
か。また、本提案時に判明していなかった施設や設備があった
場合は貴市にて費用負担頂けますでしょうか。

資料Ⅱ-1
５（６）

p.9

修繕のついて過去3年間の内容、実績(費用)をご教示くださ
い。

机上説明会資料１０を参照ください。

資料Ⅱ-2

p.3

各遊具の精密点検（適宜）について、直近3回分の実施年度を
ご開示願います。

精密点検は実施しておりません。

資料Ⅱ-2

p.3

清掃作業により発生した砂礫・汚泥等は持ち帰り処分でしょう
か。過去の同作業における処分量の実績がございましたらご教
示願います。また、公園敷地内に廃棄可能な場所がありました
らご教示願います。

処分量については、回答１２５を参照してください。
場所については、回答１３７を参照してください。

資料Ⅱ-2

p.3

直近3年度分のごみの回収量、回収頻度、民間会社に委託して
いる場合は、委託先及び委託金額をご開示願います。

資料Ⅱ-2

p.3

直近3年度分の衛生消耗品（ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ等）の年間購入金額又
は補充量をご開示願います。

資料Ⅱ-2

p.3

照明制御については24時間ソーラータイマーで常夜灯と間引
公園灯設備の照明について、現行の運用方法（点灯・消灯時
灯の２系統になります。時刻については、日の入・日の出時刻
刻、タイマー制御、デイライトセンサー併用 等）をご教示願
が季節により変動します。
います。

資料Ⅱ-2

p.3

・各水景施設の設備概要（機器仕様、濾過システムフロー図
等）を開示願います。

資料Ⅱ-2

p.3

資料Ⅱ-2

p.3

現在は、各水景施設の設備は停止されていると思われます
現在、休止中（廃止予定）であり点検を実施していないた
が、点検は実施されていますでしょうか。また、各設備は正常 め、正常に稼働できるかは把握していません。
稼働し、運用に支障がないものとの理解でよろしいでしょう
か。
点検整備の回数について、当該資料では「2回/年」とありま 「1回/年」の点検が必要となります。なお、資料Ⅱ-2の訂正
すが、資料Ⅱ-3（5）「点検整備基準表」では「1回/年」とあ を行いましたので、詳細は、本市ホームページで確認してくだ
さい。
ります。どちらが正しいでしょうか

資料Ⅱ-2

p.3

仮に、指定管理事業期間中に水景施設を使用しない場合、点 資料Ⅰ-１「扇町公園施設一覧表」に記載している「北西エン
検整備は不要との理解でよろしいでしょうか。
トランス」については、現在一部稼働中であり、施設更新を予
定しているため、点検整備は必要となります。また、「南西エ
ントランス」「プール前」については、本市では再稼働する予
定はないため、休止中の機械設備の点検整備は不要です。
指定管理事業者により再稼働の提案があった場合、再稼働以
降は機械設備の点検整備を実施していただきます。なお、躯体
等の構造物については、存置する場合は、通常の点検及び維持
管理をしていただきます。

資料Ⅱ-2

p.3

排水施設点検補修について、「集水桝」「側溝等清掃」「管
それぞれの該当箇所の数量をまとめた資料はございません。
渠」の記載がありますが、それぞれ該当箇所と数量が分かる資 該当箇所の位置が分かる資料については、指定管理事業者選定
料をご教示頂けますでしょうか。併せて「側溝等」と「管渠」 後に扇町公園平面図データーを提供します。
の定義もご教示頂けますでしょうか。
「側溝等」及び「管渠」の定義については、「側溝等」は公
園内や道路側の路面排水の為に、コンクリートやモルタル等で
作られた溝を意味します。「管渠」については、公園内の地下
に埋設している、ヒューム管や硬質塩化ビニル管等の排水管を
意味します。

資料Ⅱ-2

p.3

公園灯設備の絶縁抵抗測定について、制御盤の設置場所が分か 公園灯設備の絶縁抵抗測定については、高圧キュービクル内
る資料をご教示頂けますでしょうか。
とします。

資料Ⅱ-2

p.3

器具・制御盤・鉄柱点検や点灯確認、巡視点検は地上からの目
視点検による方法でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

資料Ⅱ-2

p.3

事務所・便所など建築物の電気設備という記載がありますが、
本公園における該当建築物は便所1箇所のみでしょうか。

便所１箇所のほか、地下駐車場２箇所の計３箇所あります。

資料Ⅱ-3 p.1
２（１）②

電気主任技術者の管理範囲で「管理対象外施設である施設も含
む」とありますが、P2 3.設備の概要 には、上記管理対象外施
設の設備も含まれていますでしょうか。
含まれていない場合、管理範囲となる全ての設備概要をご開示
願います。

一般園地内においては、管理対象外施設はありません。

資料Ⅱ-3 p.1
２（３）①

電気主任技術者業務については電気保安法人への外部委託でも 電気保安法人への外部委託は可能です。また、「常駐配置」
については、適正に保安管理業務が行えれば良いため、常駐の
良いでしょうか。
また、「常駐配置」の定義をご教示願います。（例えば、配置 必要はありません。資料Ⅱ-3の訂正を行いましたので、詳細
は、本市ホームページで確認してください。
時間・配置日数等）

資料Ⅱ-3 p.1
２（３）⑥⑦

対象設備がありましたら、機器仕様をご開示願います。

１５４

１５５

１５６

１５７

１５８

１５９

１６０

１６１

１６２

１６３

１６４

１６５

１６６

１６７

１６８

１６９
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回収量については、回答１２５を参照してください。
回収頻度については、週２回です。
他の公園と合わせて収集・処分を行っているため、個別の委
託金額は把握していません。
回答１３３を参照してください。

当該水景施設の資料は、施設関係図書閲覧時に閲覧図書とし
ています。なお、閲覧図書については、指定管理事業者選定後
にあらためて閲覧することが可能です

資料Ⅱ－３「（３）⑥⑦」については、対象設備はありませ
ん。

１７０

資料Ⅱ-3
２（４）

p.1

「建築基準法」に基づく建築物・建築設備・防火設備の点検と 点検対象の建物については回答１７０を参照してください。
ありますが、対象建物がありましたら、建物概要・対象設備機 建物概要・対象設備機器の仕様等については下記のとおりで
器の仕様等をご開示願います。
す。なお、仕様等の詳細については、指定管理事業者選定後に
ご提供します。
【建物概要】
①一般車両用駐車場
鉄筋コンクリート造（地上１階、地下２階）
建築面積：85.76㎡
延床面積：5,276.45㎡
②大型車両（バス）用駐車場
鉄筋コンクリート造（地上１階、地下２階）
建築面積：19.83㎡
延床面積：1,095.42㎡
【対象設備機器の仕様等】
受変電設備、消防設備、中央監視設備、エレベーター設備、換
気設備、排水ポンプ、給排水衛生設備、シャッター設備、自動
扉、身体障がい者用便所、入口防潮板、空気調和設備（ルーム
エアコン、給気ファン、排気ファン、排煙ファン等）、電気設
備（電灯、非常照明、誘導灯等）、防排煙設備

資料Ⅱ-3 p.2
２（４）⑤

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に
基づく簡易点検及び定期点検については扇町プールにおいて実
施しますが、一般園地での当該点検対象建物はございますで
しょうか。

一般園地にはございません。

資料Ⅱ-3 p.2
２（４）⑤

フロン排出抑制法に基づく定期点検の対象機器がございました
ら、対象設備の台数・機器仕様をご開示願います。

対象機器は一般園地にはありません。

資料Ⅱ-3
３（１）

p.2

資料では見受けられませんが、公園に非常用発電機設備の設
非常用発電機設備について現時点では設置はしておりません
置は無いとの理解でよろしいでしょうか。当該設備が設置され が、令和５年度に設置工事を行い、運用を開始する予定です。
ており管理対象となる場合は、機器仕様をご開示願います。
機器仕様については、設置工事発注前のため開示することは
できませんが、当該設備は公園事務所のみを対象とした非常用
施設であるため、指定管理者制度による管理の対象外となりま
す。

資料Ⅱ-3
７（５）

p.3

17時から24時までは８灯中２灯点灯し、24時からは消灯して
「大型公園灯2基については、現在の運用を維持すること」と
ありますが、現在の運用（維持管理の内容を含む）について詳 います。
細をご教示願います。
大型公園灯2基について現在の運用を維持するとありますが、
回答１７５を参照してください。
現在の運用についてご教示頂けますでしょうか。
週1回の点検と記載されている項目について、危険作業を理由
危険作業を理由に停電が必要な箇所があれば別途協議としま
に停電が必要な項目については必ずしも週1 回の実施でなくて す。
もよいという理解で宜しかったでしょうか。
8 消防設備、10 扉装置は公園設備としては対象設備なしで
お見込みのとおりです。
しょうか。

１７２

１７４

１７５
１７６

資料Ⅱ-3 p.3
７（５）
資料Ⅱ-3（３）

１７７

１７８

資料Ⅱ-3（３）
8 消防設備等
10 扉装置
資料Ⅲ p.1
２（１）③

１７９

１８０

資料Ⅲ p.2
２（２）②

資料Ⅲ p.3
３（２）③
１８１

１８２
１８３
１８４

１８７

資料3 p.1 2(1)③ 休館日及び開館時間等の変更について
開館期間、開館時間の変更について明示されていますが、基準
の変更までには至らず、一時的に期間外、時間外の利用（例え
ば、夏季営業前後の週末だけの屋外プール営業、日没後の屋外
プールを解放してA区域と連携したイベント等）を規定する基
準があればご教示ください。

特にありません。

オーパスシステムについて、指定期間中にシステム変更や改修 システム変更の予定はありません。改修の際は基本的に市が
の予定があればご教示ください。なお、システム変更又は改修 費用負担します。
がある場合は、市が費用負担するという認識でよろしいでしょ
うか。
施設の集約促進業務について、広報活動にホームページの作成 お見込みのとおりです。
を含むとありますが、扇町公園と一体的なホームページを制作
し、その中に扇町公園・扇町プール・駐車場の内容が含まれて
いれば良いとの認識よろしいでしょうか。

資料Ⅲ p.3
３（２）⑥

施設の警備に関して、現行指定管理者の警備員配置ポスト数や 本市として基準はありませんので、申請者において提案して
時間帯をご教示頂けますでしょうか。
ください。

資料Ⅲ p.6
３（６）①イ（ア）
資料Ⅲ p.7
３（６）④

(ア)については特定建築物定期調査の点検報告を意味されてま お見込みのとおりです。
すでしょうか。
日常清掃について、屋外プール開館時（7月1日から8月31日）
平日が３人に対し、屋外プール開館期間中は２名×３時間増
は、現行、増員されているのでしょうか。その場合、増員時間 員の５人体制です。
数/日をご開示願います。

資料Ⅲ p.7
３（６）④

日常清掃・定期清掃・特別清掃の範囲・面積・実施頻度・作業 床材の洗剤は特に指定ありません。また、アリーナが年４
内容等が分かる資料をご教示頂けますでしょうか。
回、玄関ホール及びトイレ、卓球場、屋外プールサイド、屋内
プールサイド、更衣室が年２回です。なお、建物の延べ床面積
が4,356㎡です。

資料Ⅲ p.7
３（６）④

定期清掃を実施するにあたり床材ごとの指定薬剤、年間実施回 床材の洗剤は特に指定ありません。また、アリーナが年４
数の指定はございますでしょうか。
回、玄関ホール及びトイレ、卓球場、屋外プールサイド、屋内
プールサイド、更衣室が年２回です。

資料Ⅲ p.7
３（６）④

定期窓ガラス清掃の実施方法について、現状の清掃方法をご教 窓ガラスの清掃には、脚立、ハンドポール、スライダー（渡
示頂けますでしょうか。（ロープによる作業、高所作業車によ り廊下のガラス清掃時）を使用しています。
る作業など）

１８５

１８６

地下駐車場２箇所が点検対象です。

資料Ⅱ-3 p.2
２（４）④

１７１

１７３

建築基準法に基づく建築物・建築設備・防火設備の点検につい
ては扇町プールにおいて実施いたしますが、一般園地での当該
点検対象建物はございますでしょうか。
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１８８

１８９

資料Ⅲ p.7
３（６）④

資料Ⅲ p.7
３（６）④

資料Ⅲ p.7
３（６）④
１９０
資料Ⅲ p.7
３（６）⑤
１９１

１９２

１９３

１９４

１９５

１９６

１９７

１９８

可動式スライダーが設置されています。届かない場所等につ
いては、スライダー又はハンドポールを使用しています。

過去に施工した実績はありません。

（１）約16t（45ℓ×365日）
（２）実績なし
（３）不明です（指定管理者で作業していない）

直近3年度分の衛生消耗品（ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ等）の年間購入金額又 トイレットペーパーについて、2021年度は約1,500個、2020年
は補充量をご開示願います。
度及び2019年度は約700個です。また、ごみ袋が45ℓ大透明7,500
枚、半透明2,500枚、黒5,000枚、消毒液30ℓ、手洗い石鹸20ℓ
（いずれも3年間分）です。

資料Ⅲ p.7
３（６）⑤
資料Ⅲ

消耗品の補充について、過去3 年間分の実績をご教示頂けます 回答１９１を参照してください。
でしょうか。
指定期間前後で、市において設備機器等の更新や大規模修繕・ 一般園地においては、令和４年度に工事を予定していますが、
改修工事等の予定をご教示ください。
詳細の内容については現時点でお示しできません。
扇町プールにおいては、令和４年度は、温水ボイラー改修工
事及び各種改修工事の設計業務を予定しています。
資料Ⅲ-１
建築基準法に基づく建築設備・防火設備の点検を行なうと記載 お見込みのとおりです。
２（３）③
がありますが、建築物の点検も対象でしょうか。
資料Ⅲ-1 p.E1-1
発電機3基について点検実施内容をご教示頂けますでしょう
点検は大阪ガスにて大阪市仕様書に基づき実施しています。
受変電設備点検整備内 か。
容
２．その他
資料Ⅲ-1 p.M2-1
槽内浮遊異物、汚泥物の廃棄処分とありますが、排出量の過去 1170 kgです
排水槽設備点検整備内 実績をご教示頂けますでしょうか。
容
１（１）ア
資料Ⅲ-1 p.M6-1
ドレンパン・排水口の清掃とありますが、分解し洗浄するとコ 本市としては、１年に１回の清掃を代行料に積算しておりま
空気調和設備点検整備 ストのご負担増が見込まれますので、3 年に1 回の実施等のご すので、１年に１回お願いします。
内容
提案を差し上げてもよろしいでしょうか。
１（１）イ
資料Ⅳ p.2
園地内ハード整備において、協賛企業を募り、スポンサードに 魅力向上事業にかかるハード整備の資金調達手段として実施
2(2)③
より得た原資にてハード整備を行うことは可能か？またその することは可能ですが、別紙２「２魅力向上事業の事業計画」
際、協賛企業名の露出は可能か？
に記載のとおりスポンサーが集まらない場合でも提案事業を実
施する必要があります。魅力向上事業にかかる施設名の中に協
賛企業名を記載することは可能です。

資料Ⅳ
第２条

p.3

１９９

２００

定期清掃の窓ガラス清掃時に稼働スライダーの使用可否をご教
示頂けますでしょうか。
また、せり出し箇所など構造が複雑な箇所の清掃方法をご教示
いただけますでしょうか。
扇町プール施設内において過去に防滑作業を実施した箇所はご
ざいますでしょうか。
実施された場合、実施時期、回数、工法をご教示頂けますで
しょうか。
産業廃棄物処理業務の内訳（単位:t）をご教示頂けますでしょ
うか。
(1)一般廃棄物 (2)産業廃棄物 (3)再生資源ごみ

資料4 p.3 広告物取扱要綱について
本市への施設等寄贈（寄附）については、市民の皆様方の
第2条(3) で定義される「広告物」は第3項の「寄贈者が公園管 個々のお申し出により各々対応していることから、その対象と
理者の承認を得て、自己の名称等を当該寄贈物件に表示する場 なる施設など、寄贈（寄附）のルール等を定めた規定はありま
合」に該当する場合は除くとありますが、この寄贈物件につい せん。
ての規定をご教示ください。
本市が、お申し出のあった施設等の寄贈（寄附）を受けるか
否かについては、本市における当該施設等の必要性などを考慮
のうえ、個別に判断します。

募集要項 資料Ⅴ
資料 p.3 5 工作物の設置を伴う場合の取り扱いについて
催事等で工作物を設置する場合、本市への占用許可申請を行
５ 工作物の設置を伴 申請された行為に工作物の設置を伴う場合、占用許可へ切り替 うとともに、公園使用料を納付する必要があります。この場
う場合の取り扱い
えて、大阪市が申請に対する行政処分を行った時、この利用料 合、行為の許可は、占用許可に包含されるため、指定管理事業
金の収受について「行為の利用料」は指定管理事業者の収入と 者の収入となる行為許可料は発生しません。
し、「占用許可使用料」を大阪市に納付するとの理解でよろし
いでしょうか？

募集要項 資料Ⅴ
７ 適用対象外施設
２０１

資料 p.4 7 適用対象外施設について
扇町プールを使用する提案は可能です。手続き・利用料金の
行為許可の適用対象施設から扇町プールが除外されています 考え方については、回答１９を参照してください。
が、時間外、期間外の利用及びA区域との相互利用を申請した
とき、扇町プールを行為許可の適用対象として認めて頂けます
でしょうか？

２０２

募集要項 資料Ⅴ
資料 p.5 10 台帳の整理及び保存について
定型様式はありませんが、現在公園管理者が使用してる形式
10 台帳の整理及び保 過去5年に遡って保存されている「行為許可の申請等に関わる は、提供資料０８を参照してください。
存
台帳」をご開示頂けますか？

２０３

資料Ⅵ p.1
１（３）

２０４

資料Ⅵ p.2
２（３）
資料Ⅵ p.2
２（３）

２０５

空気調和設備について、フロン排出抑制法に基づく定期点検の 扇町公園駐車場にはありません。
対象機器がございましたら、対象設備の台数・機器仕様をご開
示願います。
土日祝（不定期）及びゴールデンウイーク時等における、直近 過去３年間の交通誘導員の配置実績はありません。
3年度分の交通誘導要員等の配置実績（日数・時間・人数）を
ご開示願います。
要員について必ず常駐していなければならない曜日、時間の指 昼間時間帯については、駐車場内の常駐職員又は一般園地・
定はございますでしょうか。
扇町プール職員等による対応など、バス駐車場の対応や苦情対
応、緊急時等に速やかに有人による対応が可能な体制としてく
ださい。
夜間時間帯については、資料Ⅵ 「２（３）公園駐車場の利
用に関する業務（公園駐車場運営事項標準）」に記載のとおり
です。
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資料Ⅵ p.2
２（３）

営業時間を24時間にするここは可能ですか、24時間が不可の場 資料Ⅵ「２（３）公園駐車場の利用に関する業務（公園駐車
合、営業可能な時間をお教えください
場運営事項標準）」の営業時間に記載のあるように、本市との
事前協議を行うとともにスクエア駐車場の管理運営会社に事前
報告が必要です。なお、必須営業時間帯は普通車：8時～23時、
大型車：9時～17時となり、縮小は不可となります。

資料Ⅵ p.2
２（３）

ゲート式の100台程度の駐車場で無人運営した場合に利用者の
バス駐車場予約時の開閉の対応や緊急時の迅速な対応等があ
利便性について支障を生じさすケースは何を想定されています ります。
か
『利用者が少ない夜間時間帯において、利用者の利便性に支障 回答２０５を参照ください。
が生じないと認められる場合は、無人とする提案をすることが
できる』とありますが、大阪市の指定管理料を下げるために
も、夜間時間帯以外においてもコールセンター等に利用者から
問い合わせいただくことなどで、無人とする提案は可能です
か。
上記が不可の場合、どのような対応をすれば無人とすることが
可能かお教えください。
因みに民間で100台未満の自走式のゲート式の時間貸し駐車場
を運営する場合は、無人対応する方法を考え無人対応していま
す。

２０６

２０７

資料Ⅵ p.2
２（３）

２０８

資料Ⅵ p.2
２（３）

現状の最大料金990円は付近の駐車料金に比して著しく均衡を
現在の料金設定については、現事業者決定時において、駐車
失する料金設定でないと考えてよいか。
場の稼働状況、規模、立地条件、近隣駐車場の料金等を勘案
ちなみに『カンテレ駐車場』、『北区役所』の最大料金は
し、シミュレーションを行ったうえで決定しており、著しく均
1,800円です
衡を失する設定ではないと考えています。
なお、本事業者募集においては、あらためて『カンテレ駐車
場』、『北区役所』など周辺駐車の料金を等を勘案し駐車場金
を提案してください。

資料Ⅵ p.2
２（３）

資料6 扇町公園駐車場管理運営業務仕様書について
料金設定の考え方については、回答２０９を参照してくださ
p.2 2(3) 【公園駐車場運営事項標準】に記載の駐車料金と現 い。なお、現状の駐車料金については、資料Ⅵの訂正を行いま
状は異なります（220円/30分、駐車後24時間最大990円、22時 したので、詳細は、本市ホームページで確認してください。
～8時最大550円）。近隣駐車場、特に接続している「スクエア
駐車場」の料金体系が異なり（100円/15分、全日最大料金
1,800円）、均衡がとれていません。これは利用者に混乱を招
き、トラブルの要因にもなりかねません。現行の料金体系（仕
様書とは異なる）となった経緯等をご教示ください。

資料Ⅵ p.3
２（５）

自動二輪専用箇所の設置場所はどこを想定されていますか,ま
駐車場管理区域内の設置を想定していますが、必ずしも専用
た、設置する場合は違法駐車が想定されますが、有料化は可能 の駐車場を設けなければならないものではなく、自動二輪車専
ですか
用の駐車スペースを設けるよう努めてください。自動二輪車に
また、その場合、公園施設設置使用料は必要となりますか
ついても、普通自動車の利用料金の範囲内であれば、料金を設
定することは可能です。なお、駐車場管理区域内であれば新た
な使用料は必要ありません。

資料Ⅵ p.3
２（６）

大型車について、過去の日ごとの利用実績を開示ください
平均滞在時間も開示ください

過去３年分の大型車の利用実績については、提供資料０９を
参照して下さい。R1年度は月別、R2年度およびR3年度は日別と
なっています。なお、平均滞在時間は、把握していません。

資料Ⅵ p.2
２（13）

資料6 扇町公園駐車場管理運営業務仕様書について
p.4 2(13) 公園施設等での催事に伴う公園駐車場利用で、扇
町公園内公園施設において催事を行う際に、催事主催者等から
公園駐車場利用に当たって、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
するとありますが、催事主催者等との協議で駐車料金について
割引等の考慮を行ってもよろしいですか？

催事の主催者は公園管理者とは異なり、その利用料金等につ
いては、利用者が公平・平等に利用できるよう十分に配慮する
とともに本市が指定する駐車場管理運営事項の範囲内で、催事
の主催者と事業者が協議のうえ、双方の合意に基づいて決定し
ていただくこととなります。

資料Ⅵ p.2
２（14）

資料6 扇町公園駐車場管理運営業務仕様書について
扇町公園の維持管理作業を継続して行うことはありません
p.4 2(14) 公園管理車両等の取り扱いで都市公園の維持保存 が、本市発注の改修工事などにおいて使用する場合がありま
作業のため、本市公園管理車両等が公園駐車場に乗り入れる場 す。
合とありますが、大阪市公園管理車両等が扇町公園にて維持保
存作業を継続して行うことがあるとの理解でよろしいでしょう
か？
エレベーターの維持管理について製造メーカー以外のフルメン 仕様書記載のとおりです。製造メーカーによるフルメンテナ
テナスもしくはPOGメンテナンスにて実施することは検討可能 ンス契約により実施してください。
でしょうか。

２０９

２１０

２１１

２１２

２１３

２１４

２１５

資料Ⅵ p.5
２（17）
資料Ⅵ p.6
３（４）

『公園駐車場入出庫口付近に、新たに駐車券発行機、自動料金 精算機を設置するのであれば、入出庫管理について人的対応
精算機などの駐車場管制設備を設置する場合は本市と事前協議 を行う必要はありません。
を行うこと。ただし、入出庫受付又は駐車料金精算について有
人対応を行い場合はこの限りではない』とありますが、これは
公園駐車場入出庫口付近に、新たに駐車券発行機、自動料金精
算機などの駐車場管制設備を設置する場合は有人対応を行わな
いことが可能と考えていいのでしょうか

資料Ⅵ p.7
５（１）

資料6 扇町公園駐車場管理運営業務仕様書について
p.7 5(1) 非常災害時の付近住民の避難場所とするとあります
が、当地下駐車場は一避難場所に指定された扇町公園と同等の
扱いとの理解でよろしいでしょうか？

２１６

２１７
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お見込みのとおりです

資料Ⅵ-１ p.1
２．対象設備概要

総合盤・ＩＴＶ設備のメーカー、機器仕様、及び現行の点検 ＩＴＶ設備のメーカー及び機器仕様については、提供資料１
仕様をご開示願います
０を参照してください。点検仕様については、月次報告書とし
て、閲覧時に閲覧図書としています。なお、閲覧図書について
は、指定管理事業者選定後にあらためて閲覧することが可能で
す。

資料Ⅵ-1
３（１）

巡視点検について月1回の巡回点検について2名の指定がござい
ますが、1名にて巡回実施にすることは検討可能でしょうか。

２１８

２１９

２２０

２２１

２２２

２２３

記載のとおり月1回の巡視点検は2名で行ってください。

資料Ⅵ-1 P.9
汚水槽の容量をご開示願います。また、槽内スカムの量の実績 汚水槽の有効容量は5.8㎥です。なお、槽内スカムの量の実績
業務仕様書 ３.設備の をご開示願います。
については、把握しておりません。
概要
資料Ⅵ-1 P.10
業務仕様書

パイプシャッターのメーカーをご開示願います。

資料Ⅵ-2「設備管理業 資料では見受けられませんが、公園駐車場に非常用発電機設備
務仕様書」P2
の設置は無いとの理解でよろしいでしょうか。
当該設備が設置されており管理対象となる場合は、機器仕様を
ご開示願います。
参考資料１
園駐車場】

【扇町公 普通車、大型車とも
ます

日別の利用台数、売上の開示をお願いし

株式会社鈴木シャッター製です。

お見込みのとおりです

R1年度R2年度の普通車・大型車の日別利用台数および売上
は、提供資料１１を参照してください。R1年度は月別、R2年度
およびR3年度は日別となっております。

参考資料１

扇町公園プール利用者用の駐輪場に違法駐輪が横行し、放置自 現行の扇町公園プール利用者（公園利用者も含む）のための
転車も散見されることから、駐輪場の有料化を考えています 駐輪場を有料化することは可能です。ただし、料金の設定につ
が、有料駐輪場を整備した場合、公園施設設置許可使用料の対 いては、別途、本市と協議が必要となります。
象となりますか
公園使用料の考え方については、回答６２を参照してくださ
い。

参考資料１

魅力向上事業で施設を建設する場合に付置義務駐輪場の整備が 有料駐輪場は使用料の対象となります。
必要となり、違法駐輪対策として有料化を考えていますが、有
料駐輪場とした場合、公園施設設置許可使用料の対象となりま
すか
放置自転車対策の一環でシェアサイクルの設置を計画していま 放置自転車対策の一環でのシェアサイクルは認められませ
すが、公園施設設置許可使用料の対象となりますか
ん。なお、園内交通システムとして有料のシェアサイクルを導
入する場合は公園使用料が発生します。

２２４

２２５
参考資料１
２２６
参考資料３

参考資料3 扇町公園施設保全計画（予定）について
回答１９３を参照してください。
令和４年度～令和７年度に予定されている施設保全計画のう
ち、令和4年度の予算が整った計画がありましたら、ご教示く
ださい。また、その詳細の内容をご開示頂けますでしょうか？

参考資料３

記載の工事予定は、市にて実施予定との理解でよろしいでしょ
うか。
また、本工事にて機器等の仕様が変わり、点検等の費用も変更
となる場合、別途協議頂けるとの理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

参考資料５

参考資料5 イベント等催事における公園使用料の考え方 につ
いて
「指定管理事業者が行為の主体となる場合、自身に対する行為
の許可は不要」とありますが、指定管理事業者が行うソフト事
業で工作物などを設置するための占有許可を伴わない場合に限
り、基本的には無償で行うことが可能という事でしょうか？

占用物を伴わないものについては、許可は不要です。

参考資料７

令和5年から5年間のネーミングライツ終了後の6年目以降の
ネーミングライツ候補者も今回の応募時に必要でしょうか？

不要です。

参考資料７

ネーミングライツ
・商流について。１、２のどちらか？もしくは、その他の商流
か？
１、 ネーミングライツ協賛費用：広告主⇒大阪市
ネーミングライツ契約に伴う付帯経費：広告主⇒広告代理業者
２、 ネーミングライツ協賛費用：広告主⇒広告代理業者⇒大
阪市
ネーミングライツ契約に伴う付帯経費：広告主⇒広告代理業者
・ネーミングライツ契約は、
大阪市ー広告主の契約か、もしくは
大阪市ー広告代理業者ー広告主の3者契約か？
・ネーミングライツに関する応募書類
応募書類は、公園の指定管理応募書類に準じるとあるが、具体
的にどの書類が必要か、明確な規定をいただきたい。
・ネーミングライツ応募資格
既に、大阪市に業務ごとの入札応募資格を有している事業者し
か応募できないという認識でよいか？ネーミングライツに手を
挙げる事業者のほとんどすべては入札資格を有していないのが
実情と思われる。

２２７

２２８

２２９

２３０

２３１

参考資料７
２（1）
２３２

P.1

応募資格において、本市と契約等を希望する法人」及び「仲介
業務を行うことができる広告代理を営む法人」が該当します
が、これらの法人は、指定管理事業者の連合体の構成員又は協
力団体という認識でよろしいでしょうか。本事業に応募しない
団体の応募は不可という認識でよろしいでしょうか。
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・商標について
１です
・ネーミングライツ契約は、大阪市広告主の2者です。
・ネーミングライツに関する応募書類は公園指定管理応募の段
階では様式12の申込書をご提出ください。
・参考資料17に記載のとおり、ネーミングライツパートナーの
応募資格に入札応募資格は必要ありません。

本事業に応募しない団体でもかまいません。

参考資料７
３（2）

パートナーメリットとして、愛称による施設名称看板、施設内
看板等を設置できるとございますが、企業広告等は別で「大阪
市経済戦略局スポーツ施設行政財産広告掲出要領」に基づいた
申請が必要でしょうか。
なお、「大阪市経済戦略局スポーツ施設行政財産広告掲出要
領」が検索できませんでしたので、PDFファイル等でご開示頂
けますようお願いいたします。

提供資料１２を参照してください。

参考資料７
９②

参考資料7 p.4 9 ② その他について
ネーミングライツパートナーの愛称使用後とありますが、愛称
使用開始後との理解でよろしいでしょうか？

お見込みのとおりです。

様式集

様式集において「提案事業者名の記載は正本のみとし、副本に
は記載しないとともに、他に事業者名表示があれば、黒塗りす
るなどし、提案事業者が特定できる記載は行わないこと」とあ
りますが、提案事業者である代表企業・構成企業以外の委託先
等については事業者名の記載をしてもよろしいでしょうか。

事業者の記載は行わないでください。

２３３

２３４

２３５

机上説明会資料
９ No.１

資料 現在ウクライナ情勢等の影響によりエネルギーコストが急増し
ている状況です。
貴市より、社会情勢の変化や指定管理の対象施設の状況、魅力
向上事業に関する業務の収支状況も勘案しながら協議の場を5
年毎に設けるとの回答と頂いておりますが、著しい物価変動等
については、都度ご協議させて頂くという認識でよろしいで
しょうか。（別紙４ リスク分担表 共通「物価変動」の協議事
項）

お見込みのとおりです。

机上説明会資料
９ No.18

資料 貴市からの回答の「その他、扇町プールの新たなプログラムや
サービス、（中略）全て魅力向上事業となります。」とござい
ますが、現指定管理者が実施している屋内・屋外プールの教室
やスタジオの教室は、全く同じ事業ではなく類似した事業を展
開するという認識のもと、内容変更や数の追加については「目
的事業」に該当するという認識でよろしいでしょうか。

内容によりますので都度ご相談ください。

机上説明会資料
９ No.19

資料 貴市より「業務代行料基準額は、扇町公園の管理運営実績など お見込みのとおりです。なお、扇町プールの利用料金収入に
を基に積算していますが、積算根拠をお示しすることはできま ついては、机上説明会資料「１７ 利用料金収入実績」の訂正
せん。」とご回答頂いておりますが、扇町プールについては、 を行いましたので、詳細は、本市ＨＰで確認してください。
事業報告書が開示されており、その実績を基に業務代行料基準
額（上限額）を積算しているという認識でよろしいでしょう
か。

机上説明会資料
９ No.26

資料 貴市より「新型コロナウイルスの影響による補償等につきまし
ては、その時々の対応となりますので、事業開始後に状況に応
じての対応となります。」と回答を頂いております。開示頂い
た現指定管理者の事業報告によると、精算金が発生しており、
新型コロナウイルスの影響等による補填（補償）をしていると
推察しますが、次期指定管理事業期間においても同様の対応を
して頂けるという認識でよろしいでしょうか。
また、業務代行料基準額については、利用者数がコロナ前に回
復する前提で積算されているという認識でよろしいでしょう
か。

ケースによりますので、都度ご相談ください。

机上説明会資料
９ No.25

資料 貴市より「扇町プールネーミングライツの応募は必須ではあり
ませんが、～」との回答を頂いております。指定管理者等の配
点表では、管理経費の縮減の項目にて「価格点評点（大阪市が
負担する業務代行料及び扇町プールネーミングライツパート
ナー契約金額に基づき採点）」と記載がありますが、業務代行
料の提案額による配点と、ネーミングライツの配点や採点方法
について、具体的にお示しください。（例えば、業務代行料30
点、ネーミングライツ10点など）

価格点評点として一体で判断させていただきます。

２３６

２３７

２３８

２３９

２４０

公表資料外の質問
樹木類

イルミネーション等の軽量器具を樹木に直接デコレーションす イルミネーション等の軽量器具を樹木に直接デコレーション
ることは可能でしょうか。
することは可能ですが、樹木保護の観点から、必要に応じて養
生等の十分な対策を講じてください。また、イルミネーション
等の軽量器具の設置や保守点検、撤去・緊急時の対応に関し
て、企画書や実施計画書等を作成の上、関係部署と十分な協
議、調整を行ってください。

公表資料外の質問
モニュメント塔

イルミネーション等の軽量器具をモニュメント塔に直接デコ
レーションすることは可能でしょうか。

公表資料外の質問
モニュメント塔

モニュメント塔を広告や案内等の掲示に利用することは可能で イベント等催事に伴って、工作物等を設置される場合は、都
しょうか。
市公園法第6条に基づく占用許可申請が必要となり、公園施設を
破損し，又は汚損するおそれがないなどの要件を満たせれば占
用は可能です。広告物の占用にあたっては、広告物取扱要綱を
参照してください。

公表資料外の質問
自由公園 駐車

自由公園で催事を開催するとき、この開催期間中に催事関係車 車両を止め置くことは望ましくありませんが、別途占有許可
両をバックヤード（機材、資材等の保管倉庫）として自由公園 が必要となります。
内に留め置くことは可能でしょうか？

２４１

２４２

２４３

２４４
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イルミネーション等の軽量器具の占用許可又は設置許可が必
要となります。また、景観の問題や構造上の問題等から提案時
に個別協議が必要となります。

公表資料外の質問
公園管理車両
２４５

２４６

２４７

公表資料外の質問
公園での許可のない収益事業について
現時点で、有料スポーツ教室等の収益事業については、把握
自由公園 無許可の収 本来、公園での許可のない収益事業は禁止されているはずです しておりませんが、広場を独占して競技を行う場合、行為許可
益事業
が、扇町公園では許可なく複数の有料スポーツ教室が開催され が必要となると考えます。引き続き、そのような行為を確認し
ています。これは規制されるべきと考えますが実際には放置さ た場合は、必要な指導を行います。
れている状況です。今後こうした許可のない収益事業をどう取
り扱われるかご見解をお聞かせ下さい。

公表資料外の質問
サイン看板

子供たちを受動喫煙から守りたいと考えていますが、「ここは 公園内喫煙対策に関するサイン看板等の内容については、事
禁煙です」等のサイン看板等の設置は可能でしょうか？
前に本市と協議を行ってください。

公表資料外の質問
放送設備

園地内に管理及び防犯等の案内を目的とした放送設備はござい 放送設備は設置しておりません。また、放送設備の設置方針
ますか。公園の機能として放送設備の設置方針がありました もありません。
ら、ご教示ください。

ページ掲載外
寄付建造物

公園南西に設置されております「ライオンズクラブ」による時
計塔は老朽化しておりますが、撤去等のご予定はございますで
しょうか

ページ掲載外
寄付建造物

「ライオンズクラブ」は保守点検は指定管理業務に入りますで ライオンズクラブの寄贈物件に関する保守点検等は、指定管
しょうか
理業務に入ります

２４８

２４９

２５０

現状、扇町公園専用の公園管理車両は存在しますでしょうか？ 扇町公園専用の公園管理車両は存在しません。
公園事務所が運用する公園管理車両を必要に応じて借用（共
公園管理車両の借用（共用）は出来ません。
用）させて頂くことは可能でしょうか？また指定管理事業者が 指定管理事業者が公園管理車両を配備した場合、倉庫エリア
公園管理車両を配備した場合、管理事務所に相当する園地内に であれば駐車可能です。
駐車することは可能でしょうか？
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現在の撤去予定はありません。

