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特記仕様書（案） 

 

１． 適用 

本業務は、大阪市建設局作成による「業務委託共通仕様書（平成 28年 9月）＜令和 3年 8月 1日

以降契約分より適用＞」に基づくほか、各特記仕様書に基づいて実施しなければならない。 

なお、詳細については、「大阪市建設局ホームページ＞産業・ビジネス＞入札契約情報＞各局等入

札契約情報＞建設局＞入札・契約のお知らせ＞業務委託共通仕様書（平成 28 年 9 月）＜令和 3 年

8月 1日以降契約分より適用＞」 

https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000538650.html 

 

２． 単価適用月日について 

本業務の積算に用いている設計業務委託等技術者単価については、国土交通省より令和 3年 2月 

19 日付で示された「令和 3 年度 設計業務委託等技術者単価」及び「令和 3 年 3 月から適用する公

共工事設計労務単価」を適用しています。 

 

３． 業務目的 

中之島通は、中之島東部エリアの中之島公園中心部に位置し、周辺には鉄道駅が複数存在するとと

もに、市役所、大阪府立図書館、中央公会堂、東洋陶磁美術館などの公共施設が立地する文化集客

エリアであり、多数の方々に利用されている。 

このエリアでは、令和 3 年 5 月に東西道路（中央公会堂前から堺筋区間）の歩行者空間整備が完了

するとともに、令和 4 年度には中央公会堂前道路についても車と歩行者が共存する形でにぎわい・憩い

空間の整備（別図 1）が完了する予定である。整備後には、すでに整備された区間（東西道路）及び隣接

する中之島公園が一体的な空間となり、豊かな緑陰のなかを子どもたちがより自由に憩えるなど、多様

な利用者が活用できる空間となる。 

現在、公民連携で設立した沿道連絡会において、利活用の仕組み等を検討し、大阪のシンボルとなる

中央公会堂を軸とした景観に配慮した空間を踏まえ、日常的なにぎわいの創出や都市魅力、周辺地域

への回遊性の向上に寄与する空間となるように議論を重ねており、当連絡会における議論内容をもとに、

中之島公園の持続可能な運営・維持管理体制を構築する必要がある。 

また、中之島通の歩行者空間整備により新たに創出された一体的な空間の利活用の促進や、将来に

わたり持続可能な運営・維持管理体制を構築が必要となっている。そのため、従来の中之島での年間イ

ベントに加え、新たに一体となった空間を活用した日常的なにぎわい（イベント等）を企画・実施し、そこか

ら得られる広場の運営・維持管理上の課題や周辺地域への波及効果等を検証（可視化）する。 

中之島公園は景観重要公共施設に指定されていることから、日常的なにぎわい創出のためのイベント

の企画にあたっては、中之島地区の景観特性に配慮したものとなるようなマネジメントが必要となる。“持

続可能な運営・維持管理体制の構築”と、“景観と調和したにぎわいづくり”の両方を満たすためのマネジ

メントを進めるためには、『エリアマネジメント方針』の策定が必要である。 

本業務は、この方針策定にどのような基礎資料が必要なのか、その基礎資料を収集するための方法、

収集した資料を最も効果的な活用手法、活用したあとの効果検証方法などの提案、効果検証の実施、

https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000538650.html
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およびその評価ののち、関係機関や地域への説明・意見交換に必要な資料・データ等を作成することを

目的とするものである。 

 

４． 業務内容 

４－１．過年度業務の整理 

以下に示す過年度成果について、内容を十分理解するとともに、整理を行うこと。 

なお、過年度業務の成果については、監督職員から貸与するものとする。 

平成 30年度  中之島線（中之島通）設計等行委託 

平成 30年度  御堂筋・船場地区設計等業務委託 

令和元年度  中之島通周辺設計等業務委託 

令和元年度  中之島通の歩行者空間整備に伴う道路交通環境改善検討業務委託 

令和 2年度    中之島通歩行者空間化に伴う交通影響検証等業務委託 

令和 2年度   中之島通の歩行者空間整備に伴う交通量等調査業務委託 

 

４－２．歩車共存道路における安全性の検証 

令和 4 年度秋には、中央公会堂前道路についても道路と歩行者が共存する形でにぎわい・憩い

空間の整備が完了する予定であるが、中央公会堂前においては、歩行者の乱横断が発生している

など、交通安全面での課題がある。 

本整備においては、車の速度抑制対策や栴檀木橋北詰交差点での流入抑制対策を行うこととし

ており、本業務において、対策効果や課題を検証するとともに、必要に応じて対策案を検討するもの

である。 

 

（１）  交通状況調査の実施 

調査日は平日 1日（金曜日又は五十日）とし、各調査項目において同日を基本とする。なお、 

調査日については監督職員と協議のうえ決定すること。 

１） 交差点交通量調査 

・ 調査箇所図 1 に示す箇所（交差点 2 箇所）において、交差点交通量調査を実施するこ

と。 

・ 調査分類は 4 車種（大型車、小型車、動力付き二輪車、タクシー）と歩行者、自転車とす

ること。 

・ 調査時間は 7:00～19:00 とすること。 

２） 車両速度調査 

・ 調査箇所図 1 に示す箇所において、速度計測器等を使用し、通過する車両の通行速度

を把握すること。 

・ 調査時間は 8時台、12時台、15時台、18時台の計 4時間とすること。 

３） 歩行者等交通量調査 

・ 調査箇所図 1 に示す箇所（7 箇所）において、歩行者、自転車等の通行量調査（乱横断

含む）を実施する。 
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・ 調査分類は歩行者類（子供連れ利用者、自転車を押して歩いている人、車いすを含む）、

自転車類（リヤカー、荷台付三輪自転車を含む）とする。 

・ 調査時間は 7:00～19:00 とすること。 

４） ビデオ観測 

・ 調査箇所図 1 に示す範囲において、定点カメラ等を設置（5箇所）し、通行状況を観測す

ること。 

・ 調査時間は 7:00～19:00 とすること。 

５） 集計整理 

・ 上記の 1）～3）の実施した内容について、一覧表のほか、図及びグラフ等を用い集計整

理を行うこと。 

・ 上記 1）、3）については、15分単位で集計整理すること。 

・ 上記 2）については、計測車両毎に集計すること。 

・ 上記 4）により撮影した歩行者及び自転車等の乱横断状況等については、動線図等により

図化すること。 

また、対外説明時に使用するため、特に交通安全面に課題のある交通挙動（歩行者の乱

横断、逆走する自転車等）の動画を抽出すること。 

 

（２）  対策効果・課題の検討 

    過年度業務において実施した交通量等調査及び上記（１）の調査結果を基に交通状況を分 

析するとともに、対策効果・課題を抽出すること。 

 

（３）  対策案の検討・立案 

    上記（２）において抽出した課題の解消に向けた対策案を複数（2案程度）立案し比較検討を 

行い、最適な対策案を立案すること。 

 

４－３．にぎわい・憩い空間の創出に向けた検証 

中央公会堂前道路の整備後には、すでに整備された区間（東西道路）及び隣接する中之島

公園が一体的な空間となり、豊かな緑陰のなかを子どもたちが憩えるなど、多様な利用者が活用

できる空間となる。 

本業務において、日常的なにぎわいの創出や都市魅力、周辺地域への回遊性の向上に寄与

する空間となるよう、従来の中之島での年間イベントをはじめ、新たに生まれる一体的な空間にお

いて、日常的なにぎわい（イベント等）を企画実施する。その中で、エリアマネジメント組織や包括

指定管理者制度の導入など、民間活力を踏まえた新たな担い手を目途とした運営・維持管理上

の課題解決にむけた手法を検討するとともに、日常的な賑わいとイベント時（非日常）の賑わいの

あり方、周辺地域への波及効果等を検証（可視化）すること。 

なお、現在別図 2 に示す区間において、日曜日・祝日の 10:00～16:00 の間、車両通行を禁

止している。本業務においては、土曜日を含めた休日のにぎわい空間の創出に向け、別図 3に示

す区間については、春秋を中心に土曜日についても 10:00～16:00 の間、車両の通行止めを実
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施し、道路上に簡易なテーブル・椅子等のファニチャー設置等を行うことを基本とする。 

ファニチャーについては、既製品（レンタル）だけでなく、受注者によるデザイン・製作物でも可能

とする。 

なお、令和４年１０月から令和５年９月までの全ての日曜日・祝日においては、歩車道境界の

ボラードの撤去・設置・安全管理を行う。 

 

（１） 検証計画の作成 

実施内容、スキーム、スケジュール、運営・管理体制、効果の検証方法等を記載した実施

計画書を作成し、監督職員の承認を得ること。 

 

（２） イベント等の実施 

  １）イベントの実施 

    条件：イベント実施期間：令和４年 11月頃に、1日間実施することとする。 

中央公会堂前広場整備後において、今後の利活用の方向性を検証するため、水都大阪の

シンボル中之島エリアの歴史的・文化的魅力に配慮したイベント等を企画運営する。 

イベント等実施時においては、歩車道境界のボラードの撤去・設置・安全管理を行う。 

イベント実施に係る備品は以下を想定し本業務に含むが、変更が生じた場合は、発注者と

協議の上、設計変更の対象とする。 

・テーブル・椅子等のファニチャー：１０セット 

・イベント用テント（機材保管テント含む）：５セット 

・看板・サイン類：１０枚 

・運営スタッフ（交代員含む）：1０人／日 

・会場備品（消毒液等、軽微なもの） 

        ２）日常的な賑わいづくりの実施 

公会堂前に新たに生まれる一体的な空間の定着を図るため、令和４年１０月から令和５

年９月までの間、他の団体が主催する大規模イベント（中之島まつり、光のルネッサンス等）

の実施日および年始を除く全ての日曜日・祝日においては、歩車道境界のボラードの撤去・

設置・安全管理を行う。 

また、日常的な賑わいの定着やエリアマネジメント意識醸成を図るため、広場周辺におい

て、簡易なテーブル・椅子等のファニチャーを設置・撤去するなど、日常的な賑わいづくりを

実施する。なお、テーブル・イス等は 5セットを想定し、受注者で準備すること。 

実施日は、令和 4年 10月から令和 5年 9月までの 1年間のうち、春秋を中心とする土

曜日に、別図 3 に示す区間を車両通行止にするとともに、ボラードの撤去・設置・安全管理

を行うこと。ただし、１）イベントを実施する場合や他の団体が主催する大規模イベント（中之

島まつり、光のルネッサンス等）の実施日を除く、年間 10日間実施することを基本とする。 

３）写真・動画撮影 

          イベント時、賑わいづくりの実施時には、後述する「５．報告書作成」で使用する写真、動画

を撮影すること。 
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（３） 利活用状況調査 

   中之島エリアおいて開催されるイベント等に併せて歩行者等の実態調査を実施する。 

なお、調査日については監督職員と協議のうえ決定すること。 

１） アクティビティ調査 

・ 調査箇所図 2 に示す範囲において、歩行者、自転車の通行状況について、定期的

（10:00～16:00の 6時間）に巡回を行うとともに写真撮影を行い、状況を記録する。 

・ 調査日は、平日・上記（２）２）により日常の賑わいづくりを実施する土曜日および賑わいづ

くりを実施しない土曜日の計 3日間とする。 

２） アンケート調査 

・ 調査箇所図 2に示す範囲において、歩行者に対し、利用状況や通行しやすさ、満足度等

を確認するためのアンケートを作成し、ヒアリング調査、自記入形式による調査等の方法に

よりアンケート調査を実施すること。 

・ 調査時間は 10:00～16:00の 6時間とする。 

・ 調査日は、平日・上記（２）２）により日常の賑わいづくりを実施する土曜日および賑わいづ

くりを実施しない土曜日の計 3日間とする。 

・ 目標サンプル数は、歩行者 500を基本とする。 

３） ビデオ観測 

・ 調査箇所図 2に示す範囲において、定点カメラ等を設置（3箇所）し、10:00～16:00の 6

時間、イベント時等の歩行者、自転車の状況を把握すること。 

・ 調査日は、平日・上記（２）２）により日常の賑わいづくりを実施する土曜日および賑わいづ

くりを実施しない土曜日の計 3日間とする。 

４） 集計整理 

・ 上記の 1）～3）の実施した内容について、一覧表のほか、図及びグラフ等を用い集計整

理を行うこと。 

 

  （４） 道路区域等変更に係る資料作成 

歩行者空間整備工事完成に併せて、道路区域及び隣接する公園区域を変更するために必

要な図面及び資料の作成を行うこと。 

A＝3,500㎡とする。 

    なお、令和 4年秋頃の完成を予定しているため、区域変更に必要となる図面及び資料は、監督

職員が指示する時期までに提出すること。 

①作業計画 ②現地踏査 ③公図等転写連続図作成 ④境界確認 ⑤土地境界確認書作成 

⑥補助基準点の設置 ⑦境界測量 ⑧境界点間測量 ⑨面積計算 ⑩用地実測図原図作成 

⑪用地現況測量（建物等） ⑫用地平面図作成 ⑬土地調書作成 

 

（５） 修正設計 

過年度実施した中央公会堂前広場及び中之島公園（中央公会堂前から難波橋区間の東側） 

における広場設計（3,000㎡程度）について、有識者によるデザイン検討会議での意見を踏まえ
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て、修正設計を実施する。 

検討にあたっては、関係機関協議において活用することを念頭に３Dパースを作成すること。 

修正内容は監督職員と協議の上、決定する。 

 

  （６） 課題の抽出及び対策案の立案 

     １） 課題の抽出 

上記（１）～（３）を踏まえ、運営・維持管理上の課題及び、周辺への波及効果等の課題を

抽出・整理すること。 

２）対策案の検討・立案 

     上記１）において抽出した各課題の解消に向けた対策案を複数（3案程度）立案し比較検 

討を行い、最適な対策案を立案すること。検討にあたっては、過年度検討結果や「中之島

公園再整備基本計画」を踏まえ、中之島公園の歴史的・文化的魅力の向上に十分配慮す

ること。 

 

４－４． 関係者会議等運営 

 現在、公民連携で設立した沿道連絡会において、当該エリアにおける利活用の仕組みや、良好

な環境、地域の価値を維持・向上させるための方策を検討している。本業務においては、沿道連

絡会における会議運営及び資料作成を行うとともに、イベント等の実施にあたり必要な各関係先と

の協議・申請資料の作成をおこなうものである。 

 

（１） 沿道連絡会の会議運営・資料作成 

沿道連絡会の運営・会議資料の作成を行うこと。会議回数は２回を想定しているが、数量に 

変更が生じた場合は監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。 

 

（２） 関係機関協議及び資料作成 

     公物管理者等（４者）及び地元との関係機関協議は各 1回程度（計 5回）を想定しているが、数

量に変更が生じた場合、監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。 

      

４－５． エリアマネジメント方針（素案）の作成 

 日常的なにぎわいの創出や都市魅力、周辺地域への回遊性の向上に寄与する空間をめざし、持

続可能な運営・維持管理体制を構築するためのエリアマネジメント方針の素案を策定する。 

作成にあたっては、上記 4-3、4-4を踏まえ検討するとともに、全国事例把握やサウンディング調査、

有識者へのヒアリングを実施すること。有識者への謝金等は本業務に含む。 

また、エリアマネジメント方針（素案）には、エリアマネジメント組織の活動内容や、指定管理者公募

条件等の整理を含むものとする。 
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５． 報告書作成 

１）報告書 

・本業務の検討内容をとりまとめた報告書を作成する。 

・チューブファイル２部とする。 

２）事業概要書 

・過年度及び当該年度の有識者ヒアリング等、デザイン検討及び会議の経緯・資料を整理した冊子を

作成する。 

３）動画 

・事業やイベント等について対外発表する動画（１～２分程度）を作成する。 

・過年度に作成している動画も活用し、本業務で実施するイベント・日常の賑わいづくり実施時に撮影 

する動画を組合せて作成・編集すること。 

  

６．  打合せ協議 

原則として業務着手時においては、管理技術者、成果品納入時においては管理技術者・照査技術

者が立ち会うこととする。また、打合せ内容については毎回議事録を作成し速やかに提出すること。 

中間打合せについては、10 回を計上しているが、監督職員と協議のうえ、打合せ回数を変更できる

ものとする。ただし、受注者側の理由によるものは設計変更の対象とはしない。本市監督職員が特に指

示する場合は、現地での立会を行うものとする。 



現在

Ｒ４年度秋頃（予定）

中央公会堂前

中央公会堂前道路 整備

※イメージ図

東西道路 整備

中央公会堂前

位置図

別図１

中之島通の歩行者空間整備イメージ



別図２

現在：日曜日・祝日の10:00～16:00 車両通行止め



別図３

土曜日・日曜日・祝日の10:00～16:00 車両通行止め

ボラード

中央公会堂前道路 整備イメージ



№2
凡例

交差点交通量調査箇所

車両速度調査

歩行者等交通量調査

ビデオ調査

№1

乱横断等横断位置
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調査箇所図１



凡例

アクティビティ調査

アンケート調査

ビデオ調査

調査箇所図２


