
大阪府営公園指定管理者（ＰＭＯ型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

番号 受付日 公園名 質問個所 質問内容 回答日 回答内容

1 2021/8/18 浜寺公園

浜寺公園管理
マニュアル
８ページ
プール等の運
営管理

「ア.夏のレクリエーションプールとしての機能を最大限に
発揮するよう、効率的・効果的な運営管理を行ってくださ
い。」、「イ.利用者へのきめ細かなサービス提供などの利
便性の向上に資する利用サービス、レジャー性を高める新
たなサービスの提供など、常に利用促進に取組んでくださ
い。」と記載があります。
プール施設内に、有料のスライダー、コインロッカーがあ
りますが、これは利用料金施設であって、大阪府が設置し
たものでしょうか。

2021/9/3

スライダーのチューブ部分、コインロッカー
については現指定管理者が設置許可を受けて
設置したものであり、大阪府が設置したもの
ではありません。

2 2021/8/18 全公園

府営公園管理
要領　104
ページ　９．
不法占拠対策

現状、違法売店の出店はありますか。
その場合、それに伴うトラブルはありますか。また、どの
場所に出店しているかをお示しください。

2021/9/3

服部緑地：昨年度まではこどもの楽園等にお
いて出店があり、出店の都度、現指定管理者
が指導を行い、トラブル防止に努めておりま
す。昨年度は４月に２日間、６月に４日間、
11月に７日間（各日１店舗）の出店がありま
したが、今年度は出店がありません。
浜寺公園：昨年度までは児童遊戯場付近にお
いて、主に休日に出店があり、出店の都度、
現指定管理者が指導を行い、トラブル防止に
努めております。
二色の浜公園：現状、違法売店の出店はあり
ません。

3 2021/8/18 全公園
募集要項
23ページ
管理責任者

「総括管理責任者（管理事務所長）及び副総括管理責任者
は、指定管理業務実施時において、申請者（グループ申請
の場合は、代表法人を含むいずれかの構成団体）のいずれ
かの正規雇用者（※１）であることが必要です。」と記載
があり、※１として、「出向による場合は、少なくとも指
定管理業務開始時から指定管理業務完了時までは必ず雇用
すること」が要件として記載されています。総括管理責任
者（管理事務所長）及び副総括管理責任者に出向者をあて
る場合は、申請時に、20年を出向期間とする出向協定書
の提出が必要との理解でよろしいでしょうか。

2021/9/3

指定期間が20年と長期にわたることから、出
向者の取扱いについては指定管理業務開始時
から概ね5年以上は必ず雇用することとしま
す。
なお、募集要項を修正しましたので、ご確認
ください。

4 2021/8/18 全公園
募集要項　６
ページ　⑶魅
力向上事業

「新たな公園施設の設置以外にも、指定管理者の投資に
よって、休憩所及びベンチ等の増設や、案内サインの充実
等を実施することも可能です（この場合、府と協議の上、
府が寄付を受け入れることを承認した場合は、公園施設の
設置管理許可の対象とはなりません。）。」と記載があり
ますが、休憩所及びベンチ等の増設や、案内サインの充実
等の実施に要する費用も、定められた金額以上の投資額に
含まれるものとの理解でよろしいですか。

2021/9/3 ご認識のとおりです。
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大阪府営公園指定管理者（ＰＭＯ型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

5 2021/8/18 全公園

募集要項
P05【魅力
向上事業（自
主事業）投資
の年限額】

「(ｱ)ＰＭＯ型指定管理事業は、公園の魅力向上や利用者
サービスの向上のため、一定規模以上で優れた内容の投資
を期待していることから、ソフト事業を除く新たな公園施
設の施設整備及び既存施設の大規模施設改修に関する投資
額は少なくとも以下の金額以上としてください。
　服部緑地：250百万円、浜寺公園：220百万円、二色
の浜公園：80百万円
(ｲ)魅力向上事業のうち、新たな公園施設の設置、既存施
設の大規模改修に関する設備投資は、指定期間開始後、概
ね５年間で実施可能な事業として提案の上、必ず実施して
ください。
また、指定期間開始後、６年目以降の事業についても可能
な限り提案してください。」との記載に関し、大阪府より
示されている各公園投資額において、６年目以降の事業に
係る投資額も含めてもよいとの理解でよろしいでしょう
か。

2021/9/3
大阪府が示す各公園の投資額については、６
年目以降の事業に係る内容を含めることはで
きません。

6 2021/8/20 浜寺公園

募集要項　別
添資料１・魅
力向上事業
（自主事業）
の提案におけ
る各公園の留
意事項 ②各
ゾーン・施設
の留意事項

④水道工事エリアの項目に「水道工事後、広場空間として
返還。その後工作物の制限あり。」との記載に関し、「そ
の後工作物の制限あり。」とは、どのような制限が加わる
のでしょうか。工作物の設置に際し、基礎や地下埋設物の
設置に制限が加わるのでしょうか。制限の内容を具体的に
お示し ください。

2021/9/3

ご認識のとおり、基礎や地下埋設物の設置に
制限が加わります。具体的な制限内容につき
ましては、工事完了後、大阪府と協議してく
ださい。

7 2021/8/20 全公園
様式第２号１
事業計画書案

設問㉔ 提案事業者の財務状況について、記入欄が設けら
れていますが、必要書類の提出のみの理解でよろしいです
か。

2021/9/3 ご認識のとおりです。

8 2021/8/20 全公園

募集要項
様式第２号１
・設問㉕ 運
営管理・維持
管理を 最大
化する支出計
画
設問㉜管理経
費の提案額

設問㉕において「提案価格の算出に際しての経費削減方
策、収支計画及び管理計画の概要を記載してください。」
との記載に関し、設問㉜においても、同じ内容が設問とし
て提示されています。
設問㉕と設問㉜において、記載を求める観点が異なるので
あ
れば、ご教示ください 。

2021/9/3

様式に記載のとおり、設問㉕については経費
削減方策、収支計画及び管理計画について、
取り組み内容の詳細や考え方等を記載してく
ださい。
また、設問㉜については、それらを踏まえた
提案価格と算出の根拠を記載してください。

9 2021/8/20 全公園

事業計画書
様式第２号１
・設問③ 魅
力向上事業
（自主事業）
（ハード整備
２）既存施設
の利活用に関
する提案

「既存の公園施設の大規模な改修を含めた利活用に関する
提案について記載してください ※１。」との記載に関
し、既存の公園施設を改修を行わずに利活用する提案につ
いても、「設問③ 魅力向上事業（自主事業）（ハード整
備）」において記載すればよろしいでしょうか。
また、「１」に関する記載が見当たりませんが、特記事項
があれば、お示しください 。

2021/9/3

既存施設の改修に関わらず、魅力向上事業と
して提案する場合は、設問③に記載してくだ
さい。
また、質問内容を踏まえ、募集要項を修正し
ました。
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大阪府営公園指定管理者（ＰＭＯ型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

10 2021/8/20 全公園

事業計画書
様式第２号
１・設問③
【魅力向上事
業（自主事
業）（ハード
整備）

設問③ 魅力向上事業（自主事業）（ハード整備）におい
て、回答に当たり、以下の項目について、具体的に記載し
てください。
・コンセプト
・配置図・動線計画
・デザイン・イメージ
・施設の平面図、立面図、断面図等の計画図
・同種施設の整備・運営実績
・工程表
・運営計画（業務実施体制、経営内訳表、資金調達計画）
・収支計画
とありますが、平面図、立面図等これら全てを様式第２号
１の中において画像化等を行い記載するとの理解でよろし
いでしょうか。
この場合、様式第２号１の制限範囲内で作成するとの理解
で
よろしいでしょうか。それとも、様式とは別に書面にて提
出 しても構わないでしょうか。

2021/9/3

魅力向上事業等の提案については、図面等の
提出が伴うことから、必要に応じ、別途書面
での提出も可能とします。ただし、様式第２
号１は、別途書面も含めＡ４サイズ換算で
150頁以内としてください。

11 2021/8/20 全公園

募集要項
様式第２号
１・設問④
魅力向上事業
（自主事業）
（ソフト事
業）

「集客力や収益力のあるイベント・プログラム、物品販
売、飲食サービスなどを企画・誘致する具体的な内容を提
案してください。」との記載に関し、物品販売、飲食サー
ビスを行う ために新たな公園施設を設置する場合又は既
存施設を利活用 する場合は、設問④ではなく、設問③
「魅力向上事業自主事業ハード整備」にのみ記載するとい
う理解でよろしいでしょうか。

2021/9/3 ご認識のとおりです。

12 2021/8/20 全公園

募集要項
様式第３号２
①②③魅力向
上事業（自主
事業）収支計
画書

様式中の「計算式」の欄は、表中最下段の「C収支差」の
「BA」を示しているとの理解でよろしいでしょうか。支
出及び収入の各細目ごとに、何かしらの計算式の記入を求
めているのではないという理解でよろしいでしょうか。

2021/9/3 ご認識のとおりです。

13 2021/8/20 全公園

募集要項
様式第３号３
積算根拠（収
支計画）

積算根拠とは、20年を通じ、どのような考え方で支出及
び収入細目たとえば人件費を算出したのか、その考え方を
記述 すればよろしいでしょうか 。
また、「様式第３号３の印刷はＡ４表１ページとしてくだ
さい。」との記載がありますので、魅力向上事業（自主事
業）の事業ごとに、Ａ４用紙の表面１ページに収まる範囲
内での記述でよろしいでしょうか。

2021/9/3 ご認識のとおりです。

14 2021/8/20 全公園
様式第３号４
施設整備費内
訳表

ソフト事業を除く新たな公園施設の施設整備及び既存施設
の 大規模施設改修に関する定められた投資額を上回って
いるかどうかは、魅力向上事業の事業区分ごとに作成した
様式第３号４の「施設整備費合計」の合算金額をもって判
断するとの 理解でよろしいですか。

2021/9/3
様式第３号４を基本としますが、事業の実現
性等については、その他関係書類にて確認し
ます。
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大阪府営公園指定管理者（ＰＭＯ型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

15 2021/8/20 全公園

募集要項
P３ P４【運
営管理業務
利用促進事
業】

「利用促進事業とは、指定管理業務の一環として行う施設
や園地の魅力アップや利用の活性化のための事業です。
・収入が支出を上回らない事業（利益が出ない事業）は、
利用促進事業として、委託料、利用料金収入及び本事業で
得られる収入（以下「利用促進事業収入」という。）を充
てることができます。
・このため、本事業に係る収支については「収支計画書
（様式第３号１）」に記載して ください。」との記載に
関し、指定管理業務の一環として利用促進やサービス向上
を図るための「公園施設（トイレ、大規模健康遊具、散策
路等）の新たな整備」や「既存施設（利用料金施設を含
む。）の改修」を、収入が支出を上回らない事業として行
う場合（例えば、低廉な料金や無料（利用料 金施設の場
合は条例の上限額の範囲内）で提供する等）は、利用促進
事業に該当し、委託料、利用料金収入及び利用促進事業収
入を充てることができるとの 理解でよろしいですか。ま
た、この場合は、設置許可使用料等の納付は不要との 理
解でよろしいですか。

2021/9/3

公園施設の新たな整備や既存施設の改修は、
魅力向上事業（自主事業）での実施を想定し
ており、利用促進事業としての実施は認めま
せん。

16 2021/8/20 全公園

募集要項
・P 5・３ ②
提案 に当
たっての留意
点

法人として既に所有している施設・設備を自主事業に使用
する場合、当該施設・設備に係る投資額の算定については
以下の考え方でよいか。
(1 既に事業の用に供している場合
取得に要した費用調達に係る費用含むのうち、指定管理期
間 開始時事業実施時における 簿価
(2 事業の用に供していない場合
取得に要した費用全額
なお、これらの施設・設備の運搬に係る費用を投資額に含
めてもよいでしょうか 。

2021/9/3 ご認識のとおりです。

17 2021/8/20 全公園

募集要項
P５ P６【魅
力向上事業
（自主事
業）】

募集要項にて記載されている「魅力向上事業（自主事
業）」について、管理要領案P122においては「魅力向上
事業の実施に当たっては、『第５章 自主事業』で定める
事項に加え、以下の事項について留意すること。」と記載
されています。「魅力向上事業（自主事業）」も管理要領
案P61に記載の「指定管理者が、収益性のあるイベント等
を法及び条例で認められた範囲で、自らの責任において行
うことを自主事業といい、収入が支出を上回ることを前提
とする。」が当てはまるとの理解でよろしいか。なお、募
集要項において魅力向上事業では「休憩所及びベンチ等の
増設や、案内サインの充実等を実施することも可能です」
と記載されており、休憩所、ベンチ及び案内サインについ
ては利益を生み出す施設で ないことを鑑みると、魅力向
上事業について、個々の事業においては収入が支出を上回
らないことがあってもよいとの理解でよろしいでしょう
か。

2021/9/3 ご認識のとおりです。
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大阪府営公園指定管理者（ＰＭＯ型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

「②提案に当たっ ての留意点
(ｱ ＰＭＯ型指定管理事業は、公園の魅力向上や利用者サー
ビスの向上のため、一定規模以上で優れた内容の投資を期
待していることから、ソフト事業を除く新たな公園施設の
施設整備及び既存施設の大規模施設改修に関する投資額は
少なくとも以下の金額以上としてください。
服部緑地： 250 百万円、浜寺公園： 220 百万円、二色
の浜公園： 80 百万円
(ｲ 魅力向上事業のうち、新たな公園施設の設置、既存施設
の大規模改修に関する設備投資は、指定期間開始後、概ね
５年間で実施可能な事業として提案の上 、必ず実 施して
ください。また、指定期間開始後、６年目以降の事業につ
いても可能な限り提案してください。
～中略
(ｸ 提案に当たっては、事前に建築基準法等各種関係法令等
の規定を十分確認の上、実現可能な提案内容としてくださ
い。関係自治体による建築基準法に基づく建築確認その他
の事由により、提案内容に関する変更が生じた場合であっ
ても、投資に関する提案額の履行は必須とします。」との
記載に関し、以下についてご教示ください。
・「ソフト事業を除く新たな公園施設の施設整備及び既存
施設の大規模施設改修に関する投資」と、後述の「魅力向
上事業のうち、新たな公園施設の設置、既存施設の大規模
改修に関する設備投資」 は同じことを指しているとの 理
解でよろしいですか。
・ソフト事業を除く新たな公園施設の施設整備及び既存施
設の大規模施設改修に関する投資は、概ね5年間で実施可
能な事業として、少なくとも「服部緑地：250百万円、
浜寺公園：220百万円、二色の浜公園：80百万円」以上
の額を提案し、概ね５年間で必ず実施する必要があるとの
理解でよろしいですか。
・６年目以降の事業については、概ね5年間で実施可能な
事業上記の少なくとも提案すべき投資額の対象にはならな
いが、事業を継続するためのリニュアル費用や新たな事業
を実施するための整備・改修に要する費用、投資した施設
の撤去・処分費用について、投資として提案してよいとの
理解でよろしいですか。
・６年目以降、可能な限り提案を求められた事業について
も、その履行は必須となるのでしょうか。あるいは、社会
情勢の変化により、内容の変更や実施できない場合も想定
されるため、その場合は、６年目以降の事業に係る投資額
等の変更協議に 応じていただけるとの理解でよ ろしいで
しょうか。

（１～２つ目の質問）
・ご認識のとおりです。

（３つ目の質問）
・事業終了時に必要となる設置した施設の撤
去や原状回復に要する費用については、募集
要項で定めた投資金額に含むことはできませ
ん。

（４つ目の質問）
・提案いただいた事業内容やその実現性を基
に、選定委員会での審査を踏まえ、指定管理
者を選定しているため、提案いただいた事業
内容については、原則、実施していただきま
す。
事業提案に当たっては、その点をご留意くだ
さい。

18 2021/8/20 全公園

募集要項
P5 P6【魅
力向上事業
（自主事
業）】

2021/9/3
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大阪府営公園指定管理者（ＰＭＯ型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

19 2021/8/20 全公園

募集要項
P6【新たな
公園施設の設
置管理に関す
る事業】
事業計画書案
P2【設問③
魅力向上事業
（自主事業）
（ハード整
備】

募集要項での「新たな公園施設の設置以外にも、指定管理
者の投資によって、休憩所及びベンチ等の増設や、案内サ
インの充実等を実施することも可能です（この場合、府と
協議の上、府が寄付を受け入れることを承認した場合は、
公園施設の設置管理許可の対象とはなりません）」や、事
業計画書案での「収益施設以外にも、休憩所やベンチ・
テーブル・日よけなどの増設、案内サイン充実などについ
て提案があれば記載してください。」との記載に関し、魅
力向上事業は収入が支出を上回る事業（利益が出る事業）
とされてい ます が、「公園施設（トイレ、大規模健康遊
具、散策路等）の新たな整備」や「既存施設（利用料金施
設を含む。）の改修」などの、収入が支出を上回らない事
業（例えば、低廉な料金や無料（利用料金施設の場合は条
例の上限額の範囲内）で提供する等）についても、魅力向
上事業自主事業に位置付けて実施することは可能との理解
でよろしいですか。また、この場合は、設置許可使用料等
の納付は不要との理解でよろしいですか。

2021/9/3

ご認識のとおりです。
ただし、府が寄付を受けない場合、設置許可
使用料の納付が必要です。
実施に当たっての詳細は、具体的な提案内容
に基づき、大阪府と協議してください。

20 2021/8/20 全公園

募集要項
P6【魅力向
上事業（自主
事業）】

「指定期間開始後、６年目以降の事業についても可能な限
り提案してください。」との記載に関し、６年目以降の事
業の実施年度や投資額が変動した場合、提案内容の変更協
議には応じていただけるとの理解でよろしいですか。ま
た、検討中だが実施の可能性のある事業について、収支計
画に含めずに提案してもよろしいですか。あるいは、事業
実施年度や投資額が確定しているものしか提案できないと
のこと でしょうか。提案にあたり、どの程度の確実性が
求められるか教えてください 。

2021/9/3

提案いただいた事業内容やその実現性を基
に、選定委員会での審査を踏まえ、指定管理
者を選定しているため、提案いただいた事業
内容については、原則、実施していただきま
す。
事業提案に当たっては、その点をご留意くだ
さい。

21 2021/8/20 全公園

募集要項
P06【魅力
向上事業（自
主事業）のリ
スク】

「魅力向上事業は、指定管理者が責任をもって遂行し、施
設設置等に係る費用は全て指定管理者の負担とします。業
務に伴い発生するリスクについてはそれを管理し、発生時
の影響についても自ら負担してください。」との記載に関
し、ここでいうリスクと、業務に伴う需要見込みの誤り等
のリスクを指し、例えば、コロナ禍での府内事業者等への
一般的な要請を超えた、大阪府の指示による営業中止等の
リスクは含まれず、この場合のリスクは府の負担になると
の理解でよろしいでしょうか。

2021/9/3

指定管理者と府の責任分担は、募集要項に記
載しているリスク分担表のとおりです。今回
のコロナ禍は、リスク分担表に該当する項目
がなく、指定管理者と府の協議事項となりま
す。コロナ禍では、指定管理者の負担につい
て、予算の範囲内で対応しています。
＜事例＞
・府有施設の利用をキャンセルした場合の利
用料金は、府が指定管理者に補填
・府有施設の休館に伴い、休館中に得られた
はずの利用料金相当額は、府が指定管理者に
補填
なお、これらの事例は、今後も同様の取扱い
になるとは限りません。
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大阪府営公園指定管理者（ＰＭＯ型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

22 2021/8/20 全公園

募集要項
P06【魅力
向上事業】投
資額履行
※管理要領
P62【新た
なにぎわい施
設の設置】

「提案内容に関する変更が生じた場合であっても、投資に
関する提案額の履行は必須とします。」との記載に関し、
提案額には魅力向上事業（ハード整備）で設けた施設の撤
去費用も含むとの理解でよろしいでしょうか。
この場合、投資額の算出時に盛り込んだ撤去工事に要する
費用（様式第３号４においても項目明記）について、次期
指定管理者への継承や府への寄付等を行うことで不要と
なった結果（管理要領 P62 において、「府と協議のう
え、次期指定管理者に継承する、及び寄付されるものにつ
いてはこの限りではない。」との記載あり）、生じた提案
時の投資額との差異については、履行の必要はないとの理
解でよろしいでしょうか。

2021/9/3

魅力向上事業において、提案による施設を新
たに整備する際に必要となる既存施設の撤去
費用は含むことができます。
なお、事業終了時に必要となる設置した施設
の撤去や原状回復に要する費用については、
募集要項で定めた投資金額に含むことはでき
ません。

23 2021/8/20 全公園

募集要項
P06【魅力
向上事業】投
資額履行

「提案に当たっては、事前に建築基準法等各種関係法令等
の規定を十分確認の上、実現可能な提案内容としてくださ
い。関係自治体による建築基準法に基づく建築確認その他
の事由により、提案内容に関する変更が生じた場合であっ
ても、投資に関する提案額の履行は必須とします。」との
記載に関し、提案時の積算金額と入札等により施工時金額
に差異が生じた場合の取扱いについてお示しください。

2021/9/3

提案内容の変更について、大阪府と協議の
上、大阪府が適当であると認める場合に可能
となります。この場合においても、当初提案
が何らかの事情で実施できない場合、代替の
提案を行うなど、事業計画を変更することで
投資額は応募時の提案額と同額以上としてく
ださい。
なお、差異が生じた場合も、同様の取扱いと
します。

24 2021/8/20 全公園

募集要項 ６
ページ
 (3) 魅力向
上事業③ ア
ア

「新たに公園施設を設置し、管理運営を行う場合は、法第
５条及び条例第11条に基づく公園施設の設置管理許可を
府から受けて、実施していただきます。」と記載がありま
すが、グループ申請の場合の設置管理許可申請者は、当該
施設の所有者となる代表法人又は構成法人のいずれかが申
請者となるとの理解でよろしいですか。

2021/9/3
ご認識のとおりです。
なお、申請者と建物等の財産所有者は同一で
あることを前提としています。

25 2021/8/20 全公園

募集要項 ６
ページ
(3)魅力向上
事業③ ア

「新たな公園施設の設置以外にも、指定管理者の投資に
よって、休憩所及びベンチ等の増設や、案内サインの充実
等を実施することも可能です。この場合、府と協議の上、
府が寄付を受け入れることを承認した場合は、公園施設の
設置管理許可の対象とはなりません。」と記載があります
が、休憩所及びベンチ等の増設や、案内サインの充実等の
実施に伴う収入は発生しませんが、収支計画書 自主事業
様式第３号２ ① の記載は必要との理解でよろしいでしょ
うか。
また、その際は府への寄付の意向があった場合でも提案時
においては寄付を前提としない収支計画を作成しなければ
ならないとの 理解でよろしいでしょうか。
その場合、管理要領案 P61には、「なお、自主事業の収
入には駐車場料金を、支出には使用許可料をそれぞれ含ま
ない。」との記載があるため、設置許可使用料及び管理許
可使用料を収支計画書のうち、様式第３号１、第３号２
①、第３号２ ② 及び 第３号２ ③ のいずれの様式に計上
すればよいか、併せてご教示ください。

2021/9/3

ご認識のとおりです。
自主事業にかかる設置許可使用料について
は、様式第3号２①の支出欄に記入してくだ
さい。
なお、府営公園管理要領（案）を修正しまし
た。
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大阪府営公園指定管理者（ＰＭＯ型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

26 2021/8/20 全公園

募集要項
P08【魅力
向上事業】既
存施設の利活
用

「既存施設（利用料金施設を除く。）の用途変更や機能の
付加を施す提案も可能です。利用料金施設（運動施設等）
は、現在の用途を原則維持するものとします。」との記載
に関し、現在の用途を維持した上で、機能の付加を施す提
案の場合は利用料金施設運動施設等においても改修等を魅
力向上事業として提案を行なうことができるとの理解でよ
ろしいでしょうか。
また、これに係る費用については「ソフト事業を除く新た
な公園施設の施設整備及び既存施設の大規模施設改修に関
する投資額」に計上してもよいとの理解でよろしいでしょ
うか。

2021/9/3 ご認識のとおりです。

27 2021/8/20 全公園

募集要項 ８
ページ
(3)魅力向上
事業 ウ ソフ
ト事業

「公園の活性化や利用者サービスの向上を図るため、民間
企業ならではの創意工夫を活かしたイベント、プログラム
や物品販売、飲食サービスの提供等のソフト事業について
提案してください。」と記載がありますが、物品販売、飲
食サービス提供のために新たな公園施設を設置する場合
は、魅力向上事業のハード整備事業に位置付けるとの理解
でよろしいですか。

2021/9/3 ご認識のとおりです。

28 2021/8/20 全公園

募集要項
P19【管理
運営経費】、
各公園管理マ
ニュアル資料
編 １．参考
価格

参考価格において、各費用とも募集期間各年度同額での設
定となっておりますが、厚生労働省における審議会等でも
最低賃金の大幅な引き上げを検討・実施されており収支計
画に大きな影響を与えるものと思われます。これらを受
け、指定管理者募集という公共事業において他地方自治体
等では「複数年にわたる業務委託へのスライド条項（賃金
水準の変動を反映した契約金額の変更」等の導入も行われ
ています。
https://www.chotatsu.city.nagoya.jp/chotatsu_topix
/news_
20191205.pdf
本PMO型指定管理者は指定期間が20年と長期に亘ること
から、募集要項 P46「２）中期評価」における長期計画
書の見直し等の際に協議等は行っていただけるという理解
でよろしいでしょうか。

2021/9/3

本事業における大阪府及び指定管理者の責任
分担は、リスク分担表のとおりです。
　また、募集要項46ページ（２）中期評価に
記載のとおり、評価結果等を踏まえ、必要に
応じ、府と指定管理者の協議により委託料を
見直す場合があります。

29 2021/8/20 全公園
募集要項
・P20・６
保証金

「『簡易な構造の構築物』に該当する場合には、別途、協
議できる」との記載に関し、この場合、協議により保証金
の預託不要になる場合もあるとの理解でよろしいでしょう
か。

2021/9/3
預託の不要ではなく、簡易な構造物の撤去・
処分に必要な金額への見直し等を、想定して
います。
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大阪府営公園指定管理者（ＰＭＯ型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

30 2021/8/20 全公園
募集要項
P20【収益
の還元】

「指定管理業務について、各事業年度の収支合計におい
て、利用料金収入、府が負担する委託料を含む総収入から
総支出を引いた金額について、その金額の 50 ％を府に納
付いただきます。
また、魅力向上事業についても、各事業年度の収支合計に
おいて、総収入から総支出を引いた金額について、その金
額の50 ％を府に納付いただきます。府は納付金を活用し
て、府営公園の改修等に還元します。」との記載に関し
て、以下についてご教示ください 。
・納付金を納付した指定管理者が管理する当該公園の改修
等に対して、納付した金額が還元されるとの理解でよろし
いですか。

2021/9/3
納付金の活用方法については、状況に応じ、
大阪府が判断します。

31 2021/8/20 全公園
募集要項
P 20 【 収
益の還元 】

「指定管理業務について、各事業年度の収支合計におい
て、利用料金収入、府が負担する委託料を含む総収入から
総支出を引いた金額について、その金額の50 ％を府に納
付いただきます。また、魅力向上事業についても、各事業
年度の収支合計において、総収入から総支出を引いた金額
について、その金額の50％を府に納付いただきます。」
との記載に関し、ある事業年度において欠損金が生じた場
合は、税法上同様に翌年度以降において欠損金の繰越控除
は認められるとの理解でよろしいでしょうか。また、繰越
期間は税法上同様の10年という理解でよろしいでしょう
か。

2021/9/3 欠損金の繰り越しは認めません。

32 2021/8/20 全公園
募集要項 20
ページ 収益
の還元

「指定管理業務について、各事業年度の収支合計におい
て、利用 料金収入、府が負担する委託料を含む総収入か
ら総支出を引いた金額について、その金額の50%を府に
納付いただきます。また、魅力向上事業についても、各事
業年度の収支合計において、総収入から総支出を引いた金
額について、その50%を府に納付いただきます。」と記
載がありますが、総収入及び総支出は、申請時に提案した
様式「第３号１、第３号２ ①、第３号２ ②、第３号２
③」の内容に基づいて算出されるものとの理解でよろしい
ですか。

2021/9/3
ご認識のとおり、申請時に提出した書類を基
に、各年度の実績を反映させ、その内容を確
認した上で、算出していきます。

33 2021/8/20 全公園

募集要項
21・22ペー
ジ
指定管理者と
府の責任分担

「リスク分担表」が示されていますが、今般のコロナ禍で
の緊急事態宣言発出等に伴い行われる、大阪府からの指示
による利用料金施設の閉鎖については、『事業の中止・延
期』の『府の責任による遅延・中止』に該当するものとの
理解でよろしいです か。
また、『府の責任による遅延・中止』は負担者が府となっ
ていることから、有料施設の閉鎖等に伴う事業収入の減収
分については、府が負担するとの理解でよろしいですか。

2021/9/3 質問番号２１をご参照ください。

34 2021/8/20 全公園

募集要項 22
ページ
指定管理者と
府の責任分担

「魅力向上事業は、指定管理者が責任をもって遂行し、業
務に伴い発生するリスクについては、それを管理し、発生
時の影響についても自ら負担するものとします。」と記載
がありますが、今般のコロナ禍において、府が魅力向上事
業の実施について公の施設であることによる何らかの要請
又は制限を行うことや、強制的に中止させることはないと
の理解でよろしいですか。

2021/9/3
魅力向上事業についても、府営公園で実施す
る以上、大阪府の要請には従っていただく必
要があります。
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大阪府営公園指定管理者（ＰＭＯ型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

35 2021/8/20 全公園

募集要項
P29
・６．申請に
当たっての提
出書類（１）
提出書類②

「・様式第２号１は、項目ごとの提案をご記入ください。
（Ａ４サイズ換算で150 頁以内、文字の大きさは10ポイ
ント以上）」及び「・様式第２号３は、提案内容のセール
スポイントをＡ３、２枚にまとめ、一目でわかりやすいよ
う、ビジュアル効果を用いたものとすること（文字の大き
さは、10ポイント以上）。」との
記載に関し、10ポイント以上というのは、本文について
のみ適用されると理解し、挿入する図表や写真のタイトル
等は、読み取れる範囲内で表記することは差し支えないと
いうことでよろしいでしょうか 。

2021/9/3
募集要項に記載のとおり、様式第２号１、様
式第２号３ともに、使用する全ての文字の大
きさは、10ポイント以上になります。

36 2021/8/20 全公園

募集要項
P29
【申請に当
たっての提出
書類 収支計
画書】

「（注１）収支計画は、申請する公園における「府からの
委託料」及び「利用料金制を導入した有料施設の収入」、
「行為許可収入」及び「利用促進事業収入」のみで採算が
合うようにしてください（申請する公園における「府から
の委託料」、「利用料金制を導入した有料施設の収入
額」、「行為許可収入」及び「利用促進事業収入」以外の
資金（事業者の内部の資金融通等）があることを前提とし
た価格提案は、収支計画と管理計画の内容との整合がない
ものと判断します。）。
（注２）収支計画と管理計画の内容の整合性を審査するた
め、収支計画書（提案価格算出）の内訳資料（様式は任
意）を提出してください。必要に応じ、これら内訳の詳細
を記した資料の提出をさらに求めることがあります。ま
た、資料の作成に当たっては、対外的な説明責任を果たす
ためにも、わかりやすく積算根拠等を記載してください
。」との記載に関し、ここで言う収支計画は、指定管理業
務として収支計画書（様式第３号１）に記載する収支計画
のことを指しているとの理解でよろしいですか。また、指
定管理業務の収支計画に、魅力向上事業の収益を還元（収
入とし て記載）することはできないとの理解でよろしい
ですか。

2021/9/3

ご認識のとおりです。
なお、様式3号２の作成にあたっても、対外
的な説明責任を果たすためにも、わかりやす
く積算根拠等の記載をお願いします 。

37 2021/8/20 全公園

募集要項
P30
・６ １ ③ 収
支計画書 様
式第３号１
注3

「新たな公園施設の設置管理に関する事業（様式第３号２
①）、既存施設の利活用に関する事業（様式第３号２②）
及びソフト事業（様式第３号２③）に様式を分けるととも
に」との記載に関し、既存施設を利活用し、さらに既存施
設と一体的に新たな公園施設を設置して、一つの事業とし
て運営計画や収支計画を提案する場合、様式を分けずにど
ちらかの様式に統合して作成しても良いとの理解でよろし
い でしょうか。

2021/9/3
ご認識のとおりです。ただし、その場合は提
案内容がわかるように記載してください。
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大阪府営公園指定管理者（ＰＭＯ型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

38 2021/8/20 全公園

募集要項
P30
【財務状況の
概要】

提出書類に掲げられている「財務状況の概要 様式第５
号」について、様式では申請者について「申請者名（グ
ループ応募の場合は、代表法人名）」と記載するよう に
なっています。
代表法人a社と構成法人b社及び構成法人c社とでAグルー
プとして 申請する場合、様式に則ると全ての法人が「Aグ
ループa社」と記載することとなり、いずれの法人の分が
判明しないこととなると思われます。このため、グループ
での応募の際、カッコ内は各法人名を記載するとの理解で
よろしいでしょうか。

2021/9/3 ご認識のとおりです。

39 2021/8/20 全公園

募集要項
P31
【使用印鑑
届】

提出書類として、必要な場合のみとして「㉑使用印鑑届
様式第12号」が明記されていますが、どのような場合に
必要かお示しください。一方、「㉒委任状 様式第13号」
をはじめとして、各様式には押印欄が無 いことから、各
様式に押印は不要との理解でよろしいでしょうか。

2021/9/3

法人の実印以外を協定書に使用する場合等が
想定されます。
なお、各様式の提出に当たっては、押印不要
です。

40 2021/8/20 全公園

募集要項
P34
【不適格事
項】

不適格事項として「提案価格が参考価格を上回る場合」が
掲げられていますが、ここで言う参考価格とは、各公園管
理マニュアルの資料編で示す参考価格の合計欄の金額との
理解でよろしいですか。なお、同資料編で示す参考価格の
支出及び収入の各項目については、大阪府が示す参考価格
を上回る（下回る）ことは差し支えないとの理解で よろ
しいですか 。

2021/9/3

参考価格については、20年間の合計ではな
く、各年度において、提案価格が参考価格を
上回る場合は、失格となります。なお、支出
及び収入の各項目については、ご認識のとお
りです。

41 2021/8/20 全公園
募集要項 34
、35ページ
不適格事項

魅力向上事業（自主事業）において、定められた投資額を
下回る提案をした場合には、不適格事項に該当するものと
して、他の項目の点数にかかわらず、選定の対象から除外
するとの理解でよろしいですか。

2021/9/3 ご認識のとおりです。

42 2021/8/20 全公園

募集要項
P43
【提案があっ
た事業計画等
の説明（プレ
ゼンテーショ
ン・ヒアリン
グ）】

「プレゼンテーションによる説明及び資料は、提出した申
請書類の範囲内としてください。」との記載に関し、プレ
ゼンテーション用資料は、提案内容を超えない範囲であれ
ば、申請書類の様式や書式等の制約を受けずに、別途作成
することは可能であり、それに基づいて説明することも可
能との理解でよろしいでしょうか。

2021/9/3
プレゼンテーションによる説明は、提出した
申請書類を使用してください。
提出した申請書類以外は、認めません。

43 2021/8/20 全公園
募集要項 47
ページ　指定
の取消し 等

今回のPMO型指定管理では、新たな公園施設の設置管理
等、幅広い事業提案が求められており、他業種の構成法人
によるグループ申請を考えています。指定管理期間が20
年と長期となるため、社会情勢の変化等によりやむを得ず
廃業となる構成法人が発生した場合には、指定管理者の指
定が取り消されるとの理解でよろしいですか。

2021/9/3

共同事業体の構成法人が何らかの事情によ
り、構成員から脱退することとなった場合、
残存構成員により業務を履行するためには、
大阪府知事が大阪府議会の議決を経て、再度
指定を行うことが必要です。

44 2021/8/20 全公園

募集要項 P
47
【総合評価の
実施及び次期
指定管理者選
定へ
の反映】

「総合評価の結果が最低評価であった場合には、次回の指
定管理者選定時に減点措置を行います。具体的には、次回
の指定管理者選定時に当該事業者が申請した場合、「管理
に係る経費の縮減に関する方策」を除いた当該事業者の得
点に対して、10％の減点率を乗じることとします。」と
の記載に関し、次回の指定管理者選定時とは、総合評価の
結果が最低評価を受けた当該公園の次期指定管理者選定時
のことを指すとの理解でよろしいですか。

2021/9/3

中期評価と同様に、総合評価の結果が最低で
あった場合についても、当該公園だけでなく
他の府営公園の指定管理者選定時に、減点措
置を行います。
ただし、評価結果の反映については、今後、
制度の見直しを行う可能性があります。
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大阪府営公園指定管理者（ＰＭＯ型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

45 2021/8/20 全公園

管理要領
P60
【 帳簿等の
保存 】

「指定管理 者は、管理業務協定書及び本要領に基づき作
成した帳簿等を協定期間満了後５年間保存するとともに、
廃棄に当たっては所管の土木事務所の承認を受けなければ
ならない。」との記載に関し、指定期間20年における全
ての帳簿が保存すべき対象ということでしょうか。それと
も、中期計画書５年単位で終了後５年間保存するとの理解
でよろしいでしょうか。
指定期間全ての書類を保存する場合、最大25年間の保存
が必要となり、保存対象が膨大になり保管場所の確保が困
難になることが 想定されますが、その場合は保存に際し
ては書面以外での保存も可能との理解でよろしいでしょう
か。

2021/9/3
実施に当たっての詳細は、事業開始後の状況
を踏まえ、別途、所管の土木事務所より指示
します。

46 2021/8/20 全公園

府営公園管理
要領 61
ページ
自主事業

「なお、自主事業の収入には駐車場料金を、支出には使用
許可料をそれぞれ含まない。」と記載がありますが、「使
用許可料」とは何を指しますか 。

2021/9/3

公園施設の設置許可使用料や占用許可使用料
が想定されます。
質問内容を踏まえ、府営公園管理要領（案）
を修正しました。

47 2021/8/20 全公園

府営公園管理
要領（案）
P61【自主
事業】

「自主事業の収入には駐車場料金を、支出には使用許可料
をそれぞれ含まない。」との記載に関し、駐車場料金収入
及び使用許可料支出は、指定管理業務の事業収支（様式第
3－１）に計上するとの理解でよろしいですか。

2021/9/3

指定管理業務については様式第３号１に記載
し、魅力向上事業（自主事業）については、
別途、様式第３号２に記載してください。
なお、質問内容を踏まえ、府営公園管理要領
（案）を修正しました。

48 2021/8/20 全公園

管理要領案
P61
【 自主事業
とは 】、募
集要項 P7
【魅力向
上事業（自主
事業）】

管理要領案における「なお、自主事業の収入には駐車場料
金を、支出には使用許可料をそれぞれ含まない。」との記
載に関し、募集要項においては「新たに設置する公園施設
の面積に応じた、設置許可使用料を府に納付いいただきま
す。」と記載されています。管理要領案における「支出に
は使用許可料をそれぞれ含まない。」場合、どのように支
出を行なえばよいのかお示しください 。

2021/9/3

魅力向上事業（自主事業）にかかる設置許可
使用料については、様式第3号２の支出欄に
記載してください。
質問内容を踏まえ、府営公園管理要領（案）
を修正しました。

49 2021/8/20 全公園

府営公園管理
要領案・
P61
・第５章自主
事業 １ 自主
事業とは

「自主事業として位置付けた事業は、事業実施後、事業内
容が利用促進事業に適合すると認められる場合に限り、土
木事務所と協議の上、利用促進事業に変更することができ
る。」との記載に関し、収入が支出を下回る場合で、その
内容によっては、利用促進事業に変更することができ、委
託料、利用料金収入及び当該事業で得られる収入を充てる
ことができるという理解でよろしいでしょうか。
また、年度途中にそのことが判明し、設置許可使用料を納
付していた場合、還付していただけるのでしょうか。それ
とも、そのことが判明した次年度以降、利用促進事業扱い
となり、それに伴い、設置許可使用料も納付不要となるの
でしょうか 。

2021/9/3

実施に当たっての詳細は、具体的な提案内容
に基づき、大阪府と協議してください。
なお、利用促進事業、魅力向上事業のいずれ
においても、設置許可を受け事業を実施する
場合は、設置許可使用料の納付が必要です。

50 2021/8/20 全公園

府営公園管理
要領（案）
P127
【 保証金の
算出方法 】

「・保証金を上記の未払い等の債務に充当してもなお不足
が生じた場合、ＰＭＯ型指定管理者は、府の請求により直
ちにその不足額を発注者に支払わなければならない。」と
の記載に関し、発注者とは誰を指しますか。

2021/9/3 大阪府になります。
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大阪府営公園指定管理者（ＰＭＯ型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

51 2021/8/20 全公園

管理要領
（案）
P128
【 収益等に
対する還元
】

「・ＰＭＯ型指定管理事業において、ＰＭＯ型指定管理者
は事業報告書等により収支が確定した後、府と協議の上、
収益等に対する還元の額の支払い計画書を作成しなければ
ならない。
・府は、支払い計画書の内容に従い、受注者に対し、収益
等に対する還元の額の請求を行う。
・ＰＭＯ型指定管理者は、府から請求があった場合、その
日から 30日以内に支払わなければならない。」との記載
に関し、毎会計年度終了後60日以内に提出する事業報告
書により収支が確定した後、どれくらいの期間及び手続き
で支払い額が確定するのでしょうか。

2021/9/3
実施に当たっての詳細は、事業開始後の状況
を踏まえ、別途、所管の土木事務所より指示
します。

52 2021/8/20 全公園

府営公園管理
要領（案）
P128
【 収益等に
対する還元
】

「・府は、支払い計画書の内容に従い、受注者に対し、収
益等に対する還元の額の請求を行う。」との記載に関し、
受注者とは誰を指しますか。

2021/9/3 PMO型指定管理者になります。

53 2021/8/20 全公園

浜寺公園管理
マニュアル資
料編１．参考
価格
服部緑地管理
マニュアル資
料編１．参考
価格
二色の浜公園
管理マニュア
ル資料編１．
参考価格

令和5年度～令和24年度まで、各年度同額で1年分の参考
価格が示されていますが、指定期間が20年と長期に及ぶ
ため、この間の様々な変動要素なども勘案して算定されて
いるとの理解でよろしいですか。その場合、どのような形
で勘案しているか、具体にお示しください 。

2021/9/10

府営公園管理要領（案）及び服部緑地管理マ
ニュアル（案）に記載する業務内容、管理・
サービス水準を履行するために必要な経費に
ついては、参考価格に適切に計上しておりま
す。
経費の計上にあたっては、実勢価格や平成29
～令和２年度実績を参考に積み上げておりま
す。過年度の指定管理者の実績については、
事業報告書にてご確認下さい。過去5年分の
事業報告書は、大阪府庁の府政情報セン
ター、都市計画室公園課及び鳳土木事務所都
市みどり課で閲覧できます。
なお、業務の実施においては、天候や利用状
況、植物の生育状況により実施すべき項目や
作業量は変動しますが、管理要領、管理マ
ニュアルに基づき、適切に履行下さい。

54 2021/8/20 全公園

浜寺公園管理
マニュアル資
料編１．参考
価格
服部緑地管理
マニュアル資
料編１．参考
価格
二色の浜公園
管理マニュア
ル資料編１．
参考価格

１年分の参考価格のみが示され、20年間において各年度
同額とされていますが、人件費の高騰や物価の上昇は一切
考慮されないものですか。
また、この場合、参考価格を上回る提案は失格とされてい
ますが、これは、各年度でのことなのか、20年間の総合
計金額としてなのか、どちらでしょうか。

2021/9/10

質問番号53をご参照ください。
また、提案価格については、20年間の合計で
はなく、各年度において、参考価格を下回る
よう提案してください。
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大阪府営公園指定管理者（ＰＭＯ型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

55 2021/8/20 全公園

浜寺公園管理
マニュアル
資料編 ９．
維持管理対象
数量表
服部緑地管理
マニュア ル
資料編 10
．維持管理対
象数量表
二色の浜公園
管理マニュア
ル 資料編
９．維持管理
対象数量表

維持管理対象数量表中の 各工種について、それぞれにお
いて示されている対象数量は、作業１回当りの対象数量で
しょうか。それとも年間当りの標準作業量でしょうか。そ
の判別がつくよう、備考欄に「作業１回当りの対象数量」
または「年間当りの標準作業量」の区分を明記した資料を
お示し ください 。

2021/9/10

維持管理対象数量表の対象数量について、頻
度を示している工種は作業１回あたりの対象
数量であり、頻度を示していない工種は年間
の対象数量となっています。

なお、浜寺公園管理マニュアル資料編９.維持
管理対象数量表（浜寺公園）について、一部
対象数量に誤りがありましたので修正しまし
た。

また、二色の浜公園管理マニュアル資料編９.
維持管理対象数量等（二色の浜公園）につい
て、資料表題及び一部対象数量に誤りがあり
ましたので修正しました。

56 2021/8/20 浜寺公園

浜寺公園管理
マニュアル
２ページ
飲食店及び売
店等の運営

Ⅲ飲食店及び売店等の運営について、「(1) については、
利用者の 利便性向上のため、プール開設期間中は、原則
指定管理者の利用促進事業として運営してください。」と
記載されていますが、プール開設期間以外の期間について
も、利用促進事業扱いとなるのでしょうか。それとも自主
事業扱いとなるのでしょうか 。

2021/9/3
実施にあたっては大阪府と協議になります。
プール開設期間以外の期間につきましても、
自主事業、利用促進事業とも実施可能です。

57 2021/8/20 浜寺公園

浜寺公園管理
マニュアル
P11　【子
供汽車代替に
ついて】
P13
【ゴーカート
代替につい
て】

「今後、車両の老朽化により子供汽車の運営が困難となっ
た場合、園内の移動機能を有した代替施設の提案を行って
ください。」、「※今後、ガソリン車の廃止等によりゴー
カートの運営が困難となった場合、交通遊園の利用サービ
スを検討・継続できる代替施設の提案をしてください。」
との記載がありますが、これは、募集申請時の事業計画と
して提案するものではなく、指定を受けた後の指定管理期
間中に、老朽化及びガソリン車の廃止等により各利用料金
施設の運営が困難となった際に、指定管理者として大阪府
に提案するという理解でよろしいでしょうか。
また、利用料金施設であることから本提案及び協議に基づ
き 、大阪府の負担により更新等の代替を行うとの理解で
よろしいでしょうか。

2021/9/3

ご認識のとおり、子供l汽車やゴーカートにつ
いては、指定管理期間中に運営が困難となっ
た場合に、指定管理者から代替機能の提案を
お願いします。また、更新等代替機能の確保
にかかる費用については、大阪府との協議に
より決定するものとします。
なお、代替機能については、申請時にご提案
いただいても構いません。また、指定管理者
の事業として機能確保いただくことを妨げる
ものではありません。

58 2021/8/20 浜寺公園

浜寺公園管理
マニュアル・
P13
・ ４）その
他施設 ウ

「現在の指定管理者が行っている自主事業（電池自動車
コーナー、オートコーナー遊具、ムーンカート及び交通遊
園入口に展示している「ラピート実物模型」など）につい
ては、公園の利用促進や利用サービスの向上の観点から、
継続して実施するように努めてください。なお、運営に当
たっては、許可申請及び使用料を納付してください。」と
の記載に関し、無料または収入が支出を上回らない形で運
営する場合は、許可申請及び使用料の納付は不要との理解
でよろしいでしょうか。

2021/9/3

事業内容を踏まえ、無料または収入が支出を
上回らない場合は利用促進事業の扱いとなり
ますが、設置許可申請及び使用料の納付は必
要です。
ただし、実施に当たっては、事前に大阪府と
協議を行ってください。
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大阪府営公園指定管理者（ＰＭＯ型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

59 2021/8/20 浜寺公園

浜寺公園管理
マニュアル・
P27
・ ④ プール
イ 清掃　対
象面積

浜寺公園管理
マニュアル
資料編 ９．
維持管理対象
数量表

現地施設案内時に、プール敷地内に芝生地があったように
見受けられましたが、浜寺公園管理マニュアル P27にも
維持管理対象数量表にも芝生地管理の項目がありません。
芝生地管理ではなく、草地管理として実施すればよろしい
でしょうか。その場合、その 数量はP27の除草面積ある
いは維持管理対象数量表中の除草工の中のいず れの項目
に含まれるのか、ご教示ください 。

2021/9/3

プール敷地内の芝生地管理については、管理
マニュアルP27の3.施設管理業務(１)４プー
ル　イ ⅵ） 10プールサイド植栽地除草（機
械除草）1,488 ㎡に含みます。草地管理とし
て計上していますが、指定管理期間中に管理
上の問題が生じる場合には、大阪府との協議
により取扱いを決定いたします。

60 2021/8/20 浜寺公園

浜寺公園管理
マニュアル
P31
・⑧児童遊戯
場

大阪府営公園
公園施設安全
管理要領」
P11
遊戯施設・門
扉・ハートフ
ルゲート点検

浜寺公園管理マニュアルでは「遊具、健康器具の外に、
ハートフルゲートや各種門扉の点検についても、遊具点検
に合わせて実施してください。（定期点検、精密点検
共）」との記載になっていますが、大阪府営公園公園施設
安全管理要領では、門扉及びハートフルゲートは精密点検
の実施対象とはなっていませんので、定期点検のみの実施
でよろしいでしょうか。

2021/9/3
ご認識のとおりです。
質問内容を踏まえ、管理マニュアルを修正し
ました。

61 2021/8/20 浜寺公園

浜寺公園管理
マニュアル P
35
【浜寺公園内
の遊具につい
て】
募集要項　別
添 資料７
【施設修繕計
画予定】

浜寺公園内の遊具について「利用頻度が多く、遊具の劣化
損傷が激しい状況である」との記載がありますが、募集要
項別添資料７【施設修繕計画予定】においては、遊具改修
の計画が掲げられておりません。
募集要項別添資料７【施設修繕計画】において、服部緑地
及び二色の浜公園では遊戯場の改修計画等が明記されてお
りますが、浜寺公園においても指定管理者による修繕等の
対応にも限界があるものと思われるため、劣化損傷の激し
い現状を受け、改修等の計画は今後想定されておられます
でしょうか。

2021/9/3

遊戯場については、平成22～27年に3箇所
の遊戯場の改修をしており、現時点において
具体的な改修計画はありません。今後、大規
模改修の必要が生じた場合は、指定管理者と
大阪府との協議により決定いたします。

62 2021/8/20 浜寺公園

浜寺公園管理
マニュアル
P37
【追加開設及
び改修の予
定】

「指定管理期間中に本公園の一部区域または施設につい
て、府の施設改修事業等により、管理業務の内容を見直す
場合があります。（改修予定施設 参考資料⑨「施設修繕
計画」参照」との記載に関し、追加開設の予定が記載され
ていませんが、「【資料１】魅力向上事業（自主事業）の
提案における浜寺公園の留意事項」には、青少年センター
跡地について「開設区域編入予定であるため、提案可
能。」との記載があります。追加開設の予定があるとの理
解でよろしいでしょうか。

2021/9/3 ご認識のとおりです。
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大阪府営公園指定管理者（ＰＭＯ型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

63 2021/8/20 浜寺公園

浜寺公園管理
マニュアル
資料編　図面
・図面11-
07-2 花壇位
置図（拡大
図）

平成29年4月公募時の浜寺公園管理マニュアル 資料編 花
壇管理 区域図に比べ、花壇箇所数が減っているように見
えますが、「９．維持管理対象数量表」では、平成29年
4月公募時に比べ、一年草花壇及び宿根草花壇共に数量が
増加しています。花壇の管理区域を判読しかねますので、
再度、精細な図面をお示しください。

2021/9/10
図面11-07-2花壇位置図（拡大図）につい
て、別添平面図をご確認ください。

64 2021/8/20 浜寺公園

浜寺公園管理
マニュアル
資料編
９．維持管理
対象数量表

薬剤散布工として、高木2,500本が示されていますが、こ
れは、具体的には、管理マニュアル P25 イ に示される、
特にサクラや クロガネモチに対して、必要に応じて適宜
実施すると説明された 薬剤散布を想定した数量ですか。
施肥工として、高木施肥400本が示されていますが、こ
れは、具体的には、管理マニュアルP23 ⑥ 土づくりに示
される、クロマツの樹勢を維持するために適宜実施すると
説明された施肥を想定した数量ですか。

2021/9/3

薬剤散布工については、特にサクラやクロガ
ネモチへの害虫発生が多いためそれらの数量
を元に計上しておりますが、園内全域の樹木
を対象とし必要に応じて実施してください。
また、高木施肥については、クロマツの樹勢
維持を含め園内全域を対象に計上しています
が、他の樹木についても必要に応じて施肥を
実施してください。

65 2021/8/20 浜寺公園

浜寺公園管理
マニュアル
資料編
9-2．維持管
理対象数量表
【特殊庭園
（ばら庭
園）】

「追肥の「（４月）」「（６月）」「（９月）」の項目
」との記載に関し、当該箇所は灰色で記載されています
が、特別な意味が
あるのか、ご教示 く ださい 。

2021/9/3 特別な意味はありません。

66 2021/8/20 浜寺公園

浜寺公園管理
マニュアル
資料編
9-3．維持管
理対象数量表
【特殊庭園
（ばら庭園）
樹木・芝生管
理工】

「砂浜整地工」と「刈込み」の間の工種名が記載されてい
ません 。工種名をご教示ください 。
また、「ヤナギ（0 30 ）」と「枝垂サクラ 30 以上）」
の項目が灰色で記載されていますが、特別な意味があるの
か、ご教示ください。

2021/9/3

「砂浜整地工」と「刈込み」の間の工種名に
ついて記載が漏れておりました。工種名は
「剪定工」です。
また、「ヤナギ（0～30）」と「枝垂サクラ
30 以上）」の項目が灰色で記載されている
ことに、特別な意味はありません。
質問内容を踏まえ管理マニュアルを修正しま
した。

67 2021/8/20 浜寺公園
府営公園管理
要領（案）
P5

〇（３）事務所職員の業務内容
・来園者や周辺住民からの各種要望及び苦情への対応と記
載されているが、以前に生じた各種要望及び苦情をお聞か
せください。

2021/9/3

過年度の事業報告書を、大阪府庁の府政情報
センター、都市計画室公園課及び鳳土木事務
所都市みどり課で公表しておりますので、そ
ちらをご参照ください。

68 2021/8/20 浜寺公園
府営公園管理
要領（案）
P5

〇（４）施設窓口職員の業務内容
・大阪府オーパススポーツ施設情報システム（以下「オー
パス」という。）の運用と記載されているが、運用使用料
金は府が全額負担されるとの認識で宜しいでしょうか。ま
た、違う場合は使用料金をお聞かせください。

2021/9/3 ご認識のとおりです。

69 2021/8/20 浜寺公園
府営公園管理
要領（案）
P17

〇②使用時間
時間の変更を行う場合は、使用期間の変更と同様とする。
と記載されているが、使用時間・期間の変更を行った際、
自主事業としての取り扱いではなく付帯設備事業での事業
の実施という認識で宜しいでしょうか。

2021/9/3 ご認識のとおりです。
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大阪府営公園指定管理者（ＰＭＯ型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

70 2021/8/20 浜寺公園
府営公園管理
要領（案）
P18

〇駐車場は現在駐車場として使用されていない箇所を駐車
場としての提案をしても構わないか。府としての意見をお
聞かせください。

2021/9/3

新たな駐車場に関する提案は可能とします
が、提案に当たっては、駐車場を設置する箇
所の現在の利用状況や、既存の公園駐車場の
利用状況・利便性等を踏まえた、新たな駐車
場の必要性や理由についても、あわせて提案
してください。
なお、実施に当たっての詳細は、大阪府と協
議が必要です。

71 2021/8/20 浜寺公園

【資料6】適
化法の規定に
かかる主な規
制対象施設一
覧

本資料では主たる施設について記載していますが、下表の
施設以外にも処分制限対象施設があります。と記載されて
いるが、詳細な他施設をお聞かせください。

2021/9/10

事業提案の内容や規模により変わるため、大
阪府からより詳細な施設をお示ししません
が、新たに設置・改修する施設について、事
前に府と協議し、承認を得たうえで実施いた
だくことになります。提案内容の実施を確約
するものではなく、必要に応じで修正が必要
となる場合があります。

72 2021/8/20 浜寺公園
【資料7】施
設修繕計画予
定

施設の利用状況や予算状況及び申請者の提案内容によって
変更する場合がありますと記載されているが、各施設の具
体的な修繕内容・時期をお聞かせください。

2021/9/3

令和３年度事業の内容については次のとおり
です。
プール：変形大プール周辺の舗装等の改修及
びプール南館更衣室の屋根防水
中央花壇周辺：既存噴水を撤去し、新たに親
水施設を整備
トイレ：ばら庭園南トイレの洋式化
なお、令和４年度以降の事業については【資
料７】に記載のとおり、施設の利用状況や予
算状況及び申請者の提案内容によって変更と
なる場合があるため、現時点で詳細をお示し
することは困難です。

73 2021/8/20 浜寺公園
参考価格(浜
寺公園)

1P、参考価格として計上されている運営管理費について
(1)人件費
　・管理事務所職員　　24,517
　・運営管理業務要員　30,429
(2)事務所運営費　28,282
(3)光熱水費　27,203
上記の詳細をお聞かせください。
1P、参考価格として計上されている維持管理費について
(1)人件費　維持業務要員　27,681
(2)清掃費　39,887
(8)その他施設管理運営費　交通遊園　32,340
上記の詳細をお聞かせください。

2021/9/10 質問番号53をご参照ください。
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大阪府営公園指定管理者（ＰＭＯ型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

74 2021/8/20 浜寺公園

【資料１】魅
力向上事業
（自主事業）
の提案におけ
る浜寺公園の
留意事項

①園内全域における留意事項
(1)松林において、維持管理上やむを得ない場合を除き原
則伐採は不可。とあるが、具体的な松林の範囲を記した場
所の確認はどの資料を参照すれば良いか教えてください。
②各ゾーン・施設の留意事項
(1)にぎわい創出ゾーン　　レストハウス用地に於ける温
泉の位置・泉質についてお聞かせください。また、再生可
能状態になっているかもお聞かせください。
(2)徒渉池用地　　別施設への転換可（撤去含む）と書か
れているが、撤去の際には指定管理者側の負担と考えて宜
しいでしょうか？
(3)未使用プール2面は別施設への転換可と書かれている
が、今後も２面プールは必須設置であるとの見解宜しいで
しょうか。また、それは屋外であることが必須でしょう
か。
(4)水道工事エリア　　・水道工事後、広場空間として返
還。と書かれてあるが、返還時の土地の状態をお聞かせく
ださい。
(5)現バックヤードエリア　　別施設への転換可能だが、
資機材倉庫機能に留意すること。と書かれているが、必要
面積(㎡数)をお聞かせください。
(6)スポーツ・レクゾーン①　　・ストックヤード整備予
定とあるが、具体的な面積(㎡数)をお聞かせください。

2021/9/3

①(1)【資料１】魅力向上事業（自主事業）の
提案における 浜寺公園の留意事項の箇所図に
おいて、歴史景観保全ゾーン①②の範囲が松
林の主な範囲です。
②各ゾーン・施設の留意事項について
(1)温泉について、府では把握しておりませ
ん。
(2)徒渉池について、別施設への転用提案をい
ただく場合、撤去費用も含め整備・改修費用
は全て指定管理者の負担となります。
(3)未使用プールについて、【資料１】魅力向
上事業（自主事業）の 提案における 浜寺公園
の留意事項の箇所図に示す賑わい創出ゾーン
③の未使用プール２面については別施設への
転用が可能です。その他のプールについては
機能維持を原則としますが、屋内化への改修
などは可能です。ただし、改修等に際して
は、事前に大阪府との協議が必要です。
(4)水道工事エリアについては、原則、更地返
還となりますが、一部水道管理用として占用
施設が設置される可能性があります。なお、
返還時の形態は、別途大阪府と水道事業者に
おいて協議のうえ決定する予定です。
(5)現バックヤードエリアについて、現在資機
材を格納している建物のべ面積は、47.79Ｍ
2です。
(6)スポーツ・レクゾーン①について、ストッ
クヤードの整備予定面積は約2,000Ｍ2です
が、整備に当たっては変更となる場合があり
ます。

75 2021/8/20 浜寺公園
Q-1管理ﾏﾆｭｱ
ﾙ　P6、資料
編2外注実績

職員体制には、外注業務に係る人員は記載されていないと
のことですが、外注業務の園内清掃・便所清掃業務の委託
年額、人数・勤務時間・1週間の勤務時間及びﾛｰﾃｰｼｮﾝ表
をご教示ください。

2021/9/3

外注業務については、過年度の事業報告書を
参考にしていただくなどして、公園管理を実
施するために必要な提案をお願いします。事
業報告書については、大阪府庁の府政情報セ
ンター、都市計画室公園課及び鳳土木事務所
にて閲覧に供しています。

76 2021/8/20 浜寺公園
Q-4資料編
9維持管理対
象数量表

質問75と重複するかもしれませんが、清掃管理は園内清
掃Ｂと便所清掃Ａは、外注業務（ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ委託）と
の解釈でよろしいでしょうか？

2021/9/3

外注業務については、過年度の事業報告書を
参考にしていただくなどして、公園管理を実
施するために必要な提案をお願いします。事
業報告書については、大阪府庁の府政情報セ
ンター、都市計画室公園課及び鳳土木事務所
にて閲覧に供しています。
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大阪府営公園指定管理者（ＰＭＯ型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

77 2021/8/20 浜寺公園

Q-5資料編
9、図面11-
08、図面
11-09、図
面11-15

①園内清掃・便所清掃の移動業務用に車両等を使用されて
ますでしょうか？使用されている場合は、車両台数、大き
さ等ご教示ください。
②作業従事者の更衣室、休憩室、資機材庫、ｺﾞﾐ置場はど
ちらにあるかご教示ください。
③図面11-15禁煙箇所以外の喫煙可能箇所に灰皿は設置
されてますでしょうか？設置されている場合の灰皿数量を
ご教示ください。

2021/9/3

①園内の園路は来園者が安全に利用できるよ
う極力車の使用は控えるよう配慮の上、申請
者ご自身で必要と考える内容をご提案くださ
い。
②現在の指定管理者は、管理事務所及びバッ
クヤード内に適宜設けています。
③園内に灰皿は設置されていません。

78 2021/8/20 浜寺公園
Q-6管理ﾏﾆｭｱ
ﾙ　P34、
35

①	ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ場のｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝのｺﾞﾐ収集は園内清掃業務範囲で
しょうか？
その場合のｺﾞﾐ収集方法はどのようにされてますでしょう
か？
②	清掃従事者の通勤使用のﾊﾞｲｸ・車輛駐車場はありますで
しょうか？

2021/9/3

①ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ可能エリアのｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝのｺﾞﾐ収集
は園内清掃業務の範囲です。ｺﾞﾐの収集方法に
ついては申請者で必要と考える内容でご提案
ください。
②公園自体に清掃従事者専用の駐車場はあり
ません。

79 2021/8/20 浜寺公園

Q-7管理ﾏﾆｭｱ
ﾙ　P26、資
料編
図面11-12-
1、図面11-
12-3～6

管理事務所、管理棟、北ﾃﾆｽｺｰﾄ、浜寺ﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰの清掃は園
内清掃とは別途対応との解釈でよろしいでしょうか？
現行の清掃作業基準表（面積・床材・作業回数）、作業時
間・作業人数をご教導ください。

2021/9/3

管理事務所、管理棟、北ﾃﾆｽｺｰﾄ、浜寺ﾊﾟｰｸｾﾝ
ﾀｰなどの建物清掃については。園内清掃とは
別途対応となります。なお、建物清掃に関し
て特に作業基準等は定めておりません。申請
にあたっては、従業員や利用者が常に快適に
利用できる環境維持が可能なご提案をお願い
します。

80 2021/8/20 浜寺公園
Q-8管理ﾏﾆｭｱ
ﾙ　P27

ﾌﾟｰﾙ開設期間前清掃及びﾌﾟｰﾙ開設期間中清掃業務は、園内
清掃と別途でﾌﾟｰﾙ等の運営管理会社様が実施されているの
でしょうか？
その場合の清掃業務に関する費用をご教示ください。

2021/9/10
質問53をご参照ください。
なお、ﾌﾟｰﾙ清掃業務については、園内清掃と
は別途対応となります。

81 2021/8/20 浜寺公園

Q-9管理ﾏﾆｭｱ
ﾙ　P28～
29、資料編
2外注実績表

①ﾌﾟｰﾙの循環ろ過機、ﾎﾟﾝﾌﾟ等の給排水衛生設備機器ﾘｽﾄ
（機器名、ﾒｰｶｰ名、型式、容量、数量をご教示ください。
②直近の点検報告書の開示をお願いします。
③循環ろ過機、ﾎﾟﾝﾌﾟ等の年間点検回数（例えば開業前、
開業中、終了時など）のご教導をお願いします。
④ろ材入替詳細（ろ材名、数量、委託金額等）をご教示く
ださい。

2021/9/10

①浜寺公園管理マニュアルP27-28　ウ．循
環ろ過機等運転・点検管理の項目に容量、数
量は記載しております。
②③鳳土木事務所で閲覧できます。ただし、
現地保管のため、閲覧を希望される場合は事
前に都市みどり課までご連絡調整ください。
④近年では、H27に整形プールのろ過機2機
のろ材入替えを実施しており、砂利2.5ｍ3、
アンスラサイト21ｍ3の入替で約8,000千円
を支出しています。

82 2021/8/20 浜寺公園
Q-10管理ﾏ
ﾆｭｱﾙ　P32
～34

①親水設備、消防設備、給水設備、排水設備、下水道設
備、電気設備の機器名、ﾒｰｶｰ名、型式、容量、数量と年間
実施回数をご教示ください。
②各設備機器の直近点検報告書の開示をお願いします。

2021/9/10

大阪府営公園公園施設安全管理要領に基づい
て点検等を行ってください。消防設備および
電気設備の数量等については、浜寺公園管理
マニュアル(資料編)8.電気消防設備点検対象数
量表(浜寺公園)を参照ください。
なお、関係図書及び点検報告書は、鳳土木事
務所で閲覧できます。ただし、現地保管資料
があるため、閲覧を希望される場合は事前に
都市みどり課までご連絡調整ください。

83 2021/8/20 浜寺公園
Q-11資料編
2外注実績表

①運営管理費の内、駐車場管理でｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰへの委託
年額と、業務対応（人数、勤務時間、年間労働時間等）の
詳細をご教示ください。

2021/9/3

過年度の事業報告書を、大阪府庁の府政情報
センター、都市計画室公園課及び鳳土木事務
所都市みどり課で公表しておりますので、そ
ちらをご参照ください。
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84 2021/8/20 浜寺公園
Q-12管理ﾏ
ﾆｭｱﾙ　P29

①ﾌﾟｰﾙ開設期間中の警備はﾌﾟｰﾙ運営管理会社様の対応なの
でしょうか、ご教示ください。
②上記期間中の警備費用をご教導お願いします。

2021/9/10
①特に指定しておりません。
②質問回答53をご参照ください。

85 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（1）特殊庭園管理業務    留意事項
　・高度で密度のある維持管理継続の為、『特殊庭園管理
計画書』・『特殊庭園管理事業実施書』のR1、R2年の実
績を教えてください。

2021/9/10
鳳土木事務所で閲覧できます。ただし、現地
保管のため、閲覧を希望される場合は事前に
都市みどり課までご連絡調整ください。

86 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（1）特殊庭園管理業務   　ばら庭園　　1）ばら庭園管
理の趣旨
　・約300種、6,500株の品種、規格、平面図を教えて
ください。

2021/9/10
鳳土木事務所で閲覧できます。ただし、現地
保管のため、閲覧を希望される場合は事前に
都市みどり課までご連絡調整ください。

87 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（1）特殊庭園管理業務   　ばら庭園　　1）ばら庭園管
理の趣旨
　・重量感のある松林を借景とし、…とありますが、周辺
の松林を含めたばら庭園にかかわる（周辺、園内）樹木、
山野草、草花等のR1、R2年の管理実績（剪定、薬剤散
布、施肥、除草）及び平面図を教えてください。

2021/9/10

過年度の事業実施計画書及び事業報告書を、
大阪府庁の府政情報センター、都市計画室公
園課及び鳳土木事務所都市みどり課で公表し
ておりますので、そちらをご参照ください。
なお、平面図については鳳土木事務所で閲覧
できます。ただし、現地保管のため、閲覧を
希望される場合は事前に都市みどり課までご
連絡調整ください。

88 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（1）特殊庭園管理業務   　ばら庭園　　1）ばら庭園管
理の趣旨
　・6つのゾーン及び中央花壇のコンセプトについて、
R1、R2年のコンセプトに沿った維持管理はどのように大
阪府が評価（良い点、改善点等）されているのか教えてく
ださい。

2021/9/3

大阪府公園課ホームページ「指定管理者制度
等」の【実施状況のモニタリング（点検）結
果】をご参照ください。
（ホームページリンク先）
https://www.pref.osaka.lg.jp/koen/shitei
kanri/index.html

89 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（1）特殊庭園管理業務   　ばら庭園　　1）ばら庭園管
理の趣旨
　・6つのゾーン及び中央花壇のコンセプトを維持させる
ために、高度で密度の高い維持管理とありますが、大阪府
が考えている高度で密度の高い維持管理を具体的に費用も
ふくめて教えてください。

2021/9/3
高度で密度の高い維持管理の内容について
は、現地の状況や管理マニュアル等を参考
に、申請者においてご提案ください。

90 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（1）特殊庭園管理業務   　ばら庭園　　2）管理基準の
概要　　ア.年間管理計画書
　・将来の予測をたてながら、…とありますが、大阪府が
考える将来の予測とはどのようなものか教えてください。

2021/9/3
維持管理において、時代のニーズを踏まえた
長期的な視点をもつといったことが考えられ
ます。

91 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（1）特殊庭園管理業務   　ばら庭園　　2）管理基準の
概要　　イ.「ばら庭園」管理体制について
　・R1、R2年の日常作業の管理体制、管理内容を教えて
ください。

2021/9/3

過年度の事業実施計画書、事業報告書を、大
阪府庁の府政情報センター、都市計画室公園
課及び鳳土木事務所都市みどり課で公表して
おりますので、そちらをご参照ください。

92 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（1）特殊庭園管理業務   　ばら庭園　　2）管理基準の
概要　　イ.「ばら庭園」管理体制について
　・必要に応じて詳しい知識を有する人材を活用してくだ
さいとありますが、R1、R2年はどのような内容でどのよ
うな知識を得たか教えてください。

2021/9/10
ボランティアの育成講習に講師として招いた
実績があります。
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93 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（1）特殊庭園管理業務   　ばら庭園　　2）管理基準の
概要　　イ.「ばら庭園」管理体制について
　・新しい品種・管理技術・諸材料について、R1、R2年
はどのような事をしたか教えてください。

2021/9/3
耐病性、耐暑性に優れた品種の導入等を行っ
ています。

94 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（1）特殊庭園管理業務   　ばら庭園　　2）管理基準の
概要　　イ.「ばら庭園」管理体制について
　・管理台帳、管理カルテについて、どのようなもので、
どのように更新しているか、R1、R2年の実績を教えてく
ださい。

2021/9/3
府が指定管理者に提供している管理台帳等
は、管理マニュアルの付属資料のとおりで
す。

95 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（1）特殊庭園管理業務   　ばら庭園　　2）管理基準の
概要　　イ.「ばら庭園」管理体制について
　・植物を常に最良の状態で管理…とありますが、現地説
明会でのバラ株の状態は、花があっても葉が大半落ちてい
たり、実が付いたままのものがあり、最良の状態には見え
ませんでした。無農薬栽培で、どこまでの状態を「最良の
状態」とお考えですか。

2021/9/3
常に鑑賞に値する状態を保つ必要があるもの
と考えています。

96 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（1）特殊庭園管理業務   　ばら庭園　　2）管理基準の
概要　　ウ．バラ管理
　・中央花壇、6つのゾーンについてそれぞれの趣旨に
沿った育成管理とありますが、R1、R2年の管理実績（問
題点、改善点、新しく行った事他）を教えてください。

2021/9/10

【中央花壇】ばら庭園への導入部分として、
華やかさを演出してばら庭園へと来園者を導
きました。
【まちの景】ばら庭園のエントランスエリア
であり、HT,FL,CL系のバラのそれぞれの魅力
を様々な仕立て方で演出しました。
【山間の景・里の景】回遊式庭園の中に、日
本古来の「繧繝模様」を基本にした花の配色
の調和を見せました。
【山の景・海辺の景】日本に自生するバラの
野生種を、それぞれの生育環境に沿った情景
の中で見せました。
【湖沼・水路の景】バラの古典品種を配植す
るとともに、水生動植物の良好な生育環境を
維持しました。

97 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（1）特殊庭園管理業務   　ばら庭園　　2）管理基準の
概要　　ウ．バラ管理
　・品種相互の共生の可否や花の配色の調和・不調和、植
栽環境の適・不適合の判断し、管理してください。とあり
ますが、R1、R2年の管理実績を教えてください。

2021/9/10
老木化したバラについて、耐病性・耐暑性の
高い品種への植替えを推進しています。

98 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（1）特殊庭園管理業務   　ばら庭園　　2）管理基準の
概要　　ウ．バラ管理
　・満開時の花数を追求するのではなく、より長期間花を
楽しめるような生育管理とありますが…、R1、R2年の管
理実績（どのよう事に気を付けたか、開花時期）を教えて
ください。

2021/9/10
バラの生育状況にあわせて、剪定や施肥の時
期を工夫するなどしています。
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99 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（1）特殊庭園管理業務   　ばら庭園　　2）管理基準の
概要　　ウ．バラ管理
　・満開時の花数を追求するのではなく、より長期間花を
楽しめるような生育管理とありますが…、現地説明会での
四季咲き性バラには、実が付いたままのものがありまし
た。開花時期の花がら摘み等管理実績をを教えてくださ
い。

2021/9/3

過年度の事業実施計画書、事業報告書を、大
阪府庁の府政情報センター、都市計画室公園
課及び鳳土木事務所都市みどり課で公表して
おりますので、そちらをご参照ください。

100 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（1）特殊庭園管理業務   　ばら庭園　　2）管理基準の
概要　　ウ．バラ管理
　・イベントについて、過去の実績（内容、良かった点、
問題点、来園者数等）を教えてください。

2021/9/3

過年度の事業実施計画書、事業報告書を、大
阪府庁の府政情報センター、都市計画室公園
課及び鳳土木事務所都市みどり課で公表して
おりますので、そちらをご参照ください。

101 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（1）特殊庭園管理業務   　ばら庭園　　2）管理基準の
概要　　ウ．バラ管理
　・イベントを開催される場合、…開花時期の調整を行っ
てください、とありますが、春バラの開花時期に関して
は、気候や気温に左右されるため、剪定での開花調整はほ
とんどできないので、秋バラの開花のみ調整を行う、と考
えてよいですか。

2021/9/3
バラ関連のイベント開催時は春バラについて
も、開花調整を図ってください。

102 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（1）特殊庭園管理業務   　ばら庭園　　2）管理基準の
概要　　ウ．バラ管理
　・バラの樹高及び開花位置（主に高さ）の調整とありま
すが、大阪府が考える樹高、開花位置を教えてください。
また、品種によって異なると考えますので全品種の考え方
を教えてください。

2021/9/3
バラの生育状況や開花実績などを踏まえ、来
園者が見て美しいと感じる最良の開花位置と
なるよう、申請者においてご提案ください。

103 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（1）特殊庭園管理業務   　ばら庭園　　2）管理基準の
概要　　ウ．バラ管理
　・元肥、追肥についてR1、R2年度の管理実績（肥料
名、株当たりの量、時期、やり方）を教えてください。

2021/9/3

過年度の事業実施計画書、事業報告書を、大
阪府庁の府政情報センター、都市計画室公園
課及び鳳土木事務所都市みどり課で公表して
おりますので、そちらをご参照ください。

104 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（1）特殊庭園管理業務   　ばら庭園　　2）管理基準の
概要　　ウ．バラ管理
　・『総合的病虫害・雑草管理』の手法を取り入れた管理
とありますが、取り入れた経緯を教えてください。

2021/9/10
平成17年度に農林水産省より示された総合的
病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）実践指針を踏ま
え、取り組んでいるものです。

105 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（1）特殊庭園管理業務   　ばら庭園　　2）管理基準の
概要　　ウ．バラ管理
　・『総合的病虫害・雑草管理』について、R1、R2年度
の管理実績（効果測定、検証発展）を教えてください。ま
た、耐病性品種の導入の実績を教えてください。

2021/9/10

令和2年度の管理実績となりますが、フェロ
モントラッフの設置による害虫の捕獲数量と
して、10月、1月の2回計測で、マメコガネ
を約9.7L、ハスモンヨトウを約2L捕獲しま
した。
また、耐病性品種については、外部のコンテ
ストなどの評価をもとに選定・導入していま
す。

22



大阪府営公園指定管理者（ＰＭＯ型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

106 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（1）特殊庭園管理業務   　ばら庭園　　2）管理基準の
概要　　ウ．バラ管理
　・バラ園管理の上で、病害虫防除が必須ですが、『総合
的病害虫・雑草管理』では化学農薬を全く使用しないとい
うことでしょうか。病気に対しても、殺菌剤等の化学薬剤
の散布をしないのでしょうか。

2021/9/3
農林水産省『総合的病害虫・雑草（IPM）実
践指針』に基づき、極力農薬の使用を削減す
る管理を行ってください。

107 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（1）特殊庭園管理業務   　ばら庭園　　2）管理基準の
概要　　ウ．バラ管理
　・バラ園管理の上で、病害虫防除が必須ですが、『総合
的病害虫・雑草管理』では、病気に対しても効果があるの
でしょうか。現在行われている手法で、病気に効果がある
ものを教えてください。

2021/9/10
特定防除資材や食品添加物質などの天然物質
の散布により、病害に対し一定の予防防除効
果があったと考えております。

108 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（1）特殊庭園管理業務   　ばら庭園　　2）管理基準の
概要　　ウ．バラ管理
　・中耕除草について、現地説明会の時も旺盛に雑草が生
育していたと思いますが、大阪府はどのように考えている
か教えてください。

2021/9/3

中耕除草は、バラの根の発育と除草の２つの
目的が必要な時期に行ってください。除草の
みが必要な時は、人力除草、機械除草などを
組み合わせるなど、申請者においてご提案く
ださい。

109 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（1）特殊庭園管理業務   　ばら庭園　　2）管理基準の
概要　　ウ．バラ管理
　・潅水について、潅水の時期、回数、やり方、問題点に
ついて教えてください。

2021/9/10

過年度の事業実施計画書及び事業報告書を、
大阪府庁の府政情報センター、都市計画室公
園課及び鳳土木事務所都市みどり課で公表し
ておりますので、そちらをご参照ください。
なお、令和３年度については事業実施計画書
のみ公表しています。

110 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（1）特殊庭園管理業務   　ばら庭園　　2）管理基準の
概要　　ウ．バラ管理
　・土壌管理と植替等の長期的な計画とありますが、過去
の計画、実施内容（年間450株の更新含む）を教えてく
ださい。

2021/9/3

過年度の事業実施計画書、事業報告書を、大
阪府庁の府政情報センター、都市計画室公園
課及び鳳土木事務所都市みどり課で公表して
おりますので、そちらをご参照ください。

111 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（1）特殊庭園管理業務   　ばら庭園　　2）管理基準の
概要　　ウ．バラ管理
　・土壌管理と植替等の長期的な計画とありますが、山間
の景～里の景(棚田)の土壌について、水はけが一部悪いよ
うに見受けられます。また山の景のタカネイバラの状態も
良くないようですが、土壌改良等の対策は行われているの
でしょうか。また今後の予定はありますか。

2021/9/10

事業実施計画書に基づき適宜実施しており、
今後も実施する予定です。
なお、過年度の事業実施計画書については、
大阪府庁の府政情報センター、都市計画室公
園課及び鳳土木事務所都市みどり課で公表し
ておりますので、そちらをご参照ください。

112 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（1）特殊庭園管理業務   　ばら庭園　　2）管理基準の
概要　　ウ．バラ管理
　・バラの野生種の育成や挿し木による増株について、過
去の実績を教えてください。

2021/9/10

バラの野生種の育成や挿し木による増株は、
特殊庭園専門技術者の業務の例示です。バラ
の管理育成など専門技術者のノウハウを活か
しバラ庭園の管理を実施してください。

113 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（1）特殊庭園管理業務   　ばら庭園　　2）管理基準の
概要　　ウ．バラ管理
　・防草シートよるマルチングを行い化粧を行なうとあり
ますが、化粧に使う材料は何を考えていますか、又、化粧
する効果（景観阻害）の為だけなのか教えてください。

2021/9/3

過去の実績として、PE製防草シート及び栗石
を使用しており、景観維持に加えて、地表温
度の上昇防止と実生の発生防止を図っていま
す。
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114 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（1）特殊庭園管理業務   　ばら庭園　　2）管理基準の
概要　　ウ．バラ管理
　・春季用と秋季用のラベル作成について、どのような内
容なのか教えてください。またバラのラベルを、春と秋と
入れ替えするのでしょうか。

2021/9/3
ラベル作成については例示のため、来園者へ
のバラの情報提供方法について柔軟にご提案
ください。

115 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（1）特殊庭園管理業務   　ばら庭園　　2）管理基準の
概要　　カ．施設管理
　・現場説明時に水生植物が旺盛に生育していましたが、
大阪府のイメージを教えてください。

2021/9/3
浜寺公園管理マニュアルP21　カ．施設管理
（「ばら庭園」）④　を参照ください。

116 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（1）特殊庭園管理業務   　ばら庭園　　2）管理基準の
概要　　カ．施設管理
　・現場説明時に、池にスイレン、ハナショウブが生育し
ていましたが、これらの維持管理（株分け、植付等）もバ
ラ園管理費用として参考価格に反映しているのでしょう
か。

2021/9/10 質問回答53をご参照ください。

117 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（1）特殊庭園管理業務   　ばら庭園　　2）管理基準の
概要　　キ．案内ボランティア
　・案内ボランティアのR1、R2年の活動実績を教えてく
ださい。また、管理ボランティアとしての活動はされてい
ないのでしょうか。

2021/9/3

ばら庭園案内ボランティアの活動実績として
は、
R1年：春 23日、秋 25日
R2年：春 コロナのため中止、秋 26日
となっています。なお、管理ボランティアと
しての活動はしていません。

118 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（1）特殊庭園管理業務   　ばら庭園　　2）管理基準の
概要　　ク.野生種管理
　・野生種管理のR1、R2年の管理実績（採取場所の履
歴、バックアップ、生体展示、調査、許可、追跡調査、専
門家鑑定等）を教えてください。

2021/9/3
長野県某所において、野生種のバラを調査及
び採取した実績があります。

119 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（1）特殊庭園管理業務   　ばら庭園　　2）管理基準の
概要　　ク.野生種管理
　・野生種の調査、研究、追跡調査、専門家鑑定等の費用
について、どれくらいお考えでしょうか。またバラ園管理
費用として参考価格に反映しているのでしょうか。

2021/9/10 質問回答53をご参照ください。

120 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（1）特殊庭園管理業務   　ばら庭園　　2）管理基準の
概要　　ク.野生種管理
　・野生種のバックヤードでの管理実績について教えてく
ださい。

2021/9/3

過年度の事業報告書を、大阪府庁の府政情報
センター、都市計画室公園課及び鳳土木事務
所都市みどり課で公表しておりますので、そ
ちらをご参照ください。

121 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（2）主要植物管理業務   　松林
　・『主要植物管理計画書』・『事業実施計画書』の
R1、R2年の実績を教えてください。

2021/9/3

過年度の事業実施計画書、事業報告書を、大
阪府庁の府政情報センター、都市計画室公園
課及び鳳土木事務所都市みどり課で公表して
おりますので、そちらをご参照ください。

122 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（2）主要植物管理業務   　松林　　1）松林管理の趣旨
　・景観上の配慮、公園利用者の快適性、安全性につい
て、指定管理者の限られた予算内(参考価格内）ですべて
対応できるとお考えですか。

2021/9/10 質問回答53をご参照ください。
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123 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（2）主要植物管理業務   　松林　　2）管理基準の概要
　・約4,000本の松林管理図、管理簿について、管理内
容、実績（平面図、規格、数量、治療実績他）を教えてく
ださい。

2021/9/10

適期に薬剤散布や剪定を実施しています。ま
た、必要に応じて危険木の診断・補修や伐
採、支柱補強、苗木の補植などを実施してい
ます。

124 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（2）主要植物管理業務   　松林　　2）管理基準の概要
　・剪定　　数量表には　500本/年とありますが、松林
管理図をもとにどのように考えて現在管理をされているの
か教えてください。又、過去の実績を教えてください。

2021/9/10
主園路沿い、遊戯場周辺、スポーツ施設周辺
など、利用者が集中する区域を優先し、計画
的に剪定しています。

125 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（2）主要植物管理業務   　松林　　2）管理基準の概要
　・薬剤散布　約4,000本対象に最低2回とありますが、
各幹周別で、薬剤の施工量及び薬剤を教えてください。ま
たこの規格通りに現在行われているのでしょうか。

2021/9/3

過年度の事業実施計画書、事業報告書を、大
阪府庁の府政情報センター、都市計画室公園
課及び鳳土木事務所都市みどり課で公表して
おりますので、そちらをご参照ください。

126 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（2）主要植物管理業務   　松林　　2）管理基準の概要
　・薬剤散布　約4,000本のうち薬剤樹幹注入について、
各幹周別で、薬剤の施工量及び薬剤を教えてください。

2021/9/10

樹木の大きさや使用する薬剤によって施工量
が変わりますので、使用する薬剤の用法容量
に基づいてください。なお、特に使用する薬
品は指定しておりません。

127 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（2）主要植物管理業務   　松林　　2）管理基準の概要
　・薬剤散布　約4,000本のうち現在治療中の数量、規格
を教えてください。

2021/9/10 現在、治療中のマツはありません。

128 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（2）主要植物管理業務   　松林　　2）管理基準の概要
　・薬剤散布　約4,000本のうち、引継ぎまでに新たに発
見した場合は、大阪府で処理していただけるのか教えてく
ださい。

2021/9/3
公園管理の一環として、指定管理業務に含ま
れていますので、大阪府で処理は行いませ
ん。

129 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（2）主要植物管理業務   　松林　　2）管理基準の概要
　・伐採処理　　伐採した場合、補植するとありますが、
数量表には記載がありません、参考価格にどのように反映
しているのか教えてください。

2021/9/10 質問回答53をご参照ください。

130 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（2）主要植物管理業務   　松林　　2）管理基準の概要
　・老木等の対応及び処理　定期的な点検、薬剤処理、保
護、方杖更新・新設、調査の費用は、数量表には記載があ
りません、参考価格にどのように反映しているのか教えて
ください。

2021/9/10 質問回答53をご参照ください。

131 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（2）主要植物管理業務   　松林　　2）管理基準の概要
　・老木等の対応及び処理　老木等は何本あるか教えてく
ださい。又、要観察と判定されている松の追跡調査の実績
を教えてください。

2021/9/10

指定管理者が独自に行った令和元年度の調査
では、推定樹齢140年以上のものが37本あ
ります。これらのマツについては、日常巡視
等において継続観察しています。
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132 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（2）主要植物管理業務   　松林　　2）管理基準の概要
　・土づくり　　土づくりを行ったR1、R2年の実績を教
えてください。

2021/9/3

過年度の事業報告書を、大阪府庁の府政情報
センター、都市計画室公園課及び鳳土木事務
所都市みどり課で公表しておりますので、そ
ちらをご参照ください。

133 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（2）主要植物管理業務   　松林　　2）管理基準の概要
　・苦情　　R1、R2年の苦情の実績（件数、内容、処置
等）を教えてください。

2021/9/3

植物関係の苦情については、事業報告書で公
表しております。
過年度の事業報告書を、大阪府庁の府政情報
センター、都市計画室公園課及び鳳土木事務
所都市みどり課で公表しておりますので、そ
ちらをご参照ください。

134 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P17-
24
3章.維持管理
1.管理業務

（2）主要植物管理業務   　松林　　2）管理基準の概要
　・衰弱木の調査、対策　　R1、R2年の調査、対策の実
績を教えてください。又、大阪府が実施する対策を教えて
ください。

2021/9/10

衰弱木の調査については、定期的に重点巡視
項目に設定するなど日常巡視等において継続
観察しています。必要に応じて、根の発根を
促すための環状剥皮やエアレーションなどに
より樹勢回復に努めています。
なお、樹木管理については、指定管理業務と
なっています。

135 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P24
3章.維持管理
2.植物管理業
務

Ⅰ.留意事項
・地球温暖化による気温の上昇、環境の変化について、現
在、大阪府が浜寺公園で取り組んでいる対策を教えてくだ
さい。

2021/9/10

温室効果ガス吸収源対策として、浜寺公園の
整備を図っています。
また、施設等の省エネルギー化のために必要
な費用を、省エネルギー化によって節減され
たエネルギーコストの一部から償還するＥＳ
ＣＯ事業により、ＬＥＤ照明への更新を行っ
ています。

136 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P24
3章.維持管理
2.植物管理業
務

Ⅰ.留意事項
・ソメイヨシノが植栽後30年以上経過し、樹勢の衰退等
が目立つとありますが、これまでの管理実績（樹勢回復
等）を教えてください。又、樹勢回復等の費用は、数量表
には記載がありません、参考価格にどのように反映してい
るか教えてください

2021/9/10 質問回答53をご参照ください。

137 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル　P35
4章.安全対策

（2）近年の台風による大規模被害
・協議の上対応を行ったとありますが、どのように対応さ
れたのか教えてください。又、今後このような災害は起こ
りうると考えますが、参考価格の中ではどのように反映さ
れているか教えてください。

2021/9/10

台風通過直後より、指定管理者が被害状況を
調査し、これに基づき、主園路沿いなどの大
径木処理は府が行い、その他の倒木や枝折れ
の処理や施設の修繕は概ね指定管理者が実
施、改修工事を必要とする施設被害は府が復
旧工事を行いました。
なお、募集要項P20【業務分担表】に記載の
とおり、災害復旧にかかる応急復旧は指定管
理者業務に含んでおり、参考価格には、維持
管理業務要員に災害時の応急対応要員を計上
しています。

138 2021/8/20 浜寺公園
管理マニュア
ル資料
1.参考価格

内訳　支出　・維持管理費　（3）植物管理費、（4）特
殊庭園管理費の内容（項目、工種、細工種、頻度、形状
等、単位、数量）を教えてください。

2021/9/10 質問回答53をご参照ください。

139 2021/8/20 浜寺公園
管理マニュア
ル資料
2.外注実績書

・維持管理費　園内維持管理の作業内容（内容、数量、回
数他）を教えてください。

2021/9/10
園内全域の除草作業や剪定などの樹木管理を
行っています。

26



大阪府営公園指定管理者（ＰＭＯ型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

140 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル資料
10.維持管理
対象数量表

・植物管理　草地管理　除草工について
対象数量は1回当りの数量と考えればよいか教えてくださ
い。又　図面11-06　除草区域図が見えにくいので、
はっきりした図面を公表してください。

2021/9/10

除草工の対象数量については、質問回答55を
ご参照ください。また、図面11-06について
は、現在公表している以上の鮮明な図面はご
ざいません。

141 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル資料
10.維持管理
対象数量表

・植物管理　樹木管理　剪定工について
黒松、高木、刈込の形状等がぬけていますので教えてくだ
さい。又、緑地全体管理図面、樹木一覧表等の公園台帳を
公表していただけますか。

2021/9/10

各種剪定の想定している規格は以下の通りで
す。
マツ：幹周81～100㎝
高木：幹周81～100㎝
刈り込み：高さ1.5m未満
なお、代表的な規格を示すもので、上記以外
の規格の高木の管理も必要です。
また、天候や利用状況、生育状況により、作
業内容は変動することがあります。

公園管理図面等については、鳳土木事務所で
閲覧できます。閲覧を希望される場合は事前
に都市みどり課までご連絡調整ください。

142 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル資料
10.維持管理
対象数量表

・植物管理　樹木管理　薬剤散布工について
黒松、高木の形状等がぬけていますので教えてください。
散布歩掛はかなり違うと思うので、形状にあった数量も教
えてください。又、1本当りの薬剤の使用料、薬剤名、希
釈率を教えてください。

2021/9/3

高木については、H=4.5ｍ程度で計上してい
ます。黒松については、樹高が高く手間が変
わってくるため、割増金額にて計上していま
す。
また、薬剤については、登録農薬を使用して
ください。使用料、希釈率については薬剤の
使用要領に記載のとおりとしてください。

143 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル資料
10.維持管理
対象数量表

・植物管理　樹木管理　薬剤樹幹注入工について
黒松の形状等　50㎝～160㎝未満とありますが、あまり
にも形状の幅が大きいと考えます。適切な形状、数量を教
えてください。又、1本当りの薬剤の使用料、薬剤名を教
えてください。

2021/9/10 質問回答126をご参照ください。

144 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル資料
10.維持管理
対象数量表

・植物管理　樹木管理　施肥工について
高木・低木施肥工の形状等の記載がありません。適切な形
状、数量を教えてください。又、1本当りの使用量、使用
材料名を教えてください。

2021/9/3

1本当り化成肥料0.25kg計上しております
が、使用材料については対象の樹木によって
異なるため、現場条件に合わせて使用してく
ださい。

145 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル資料
10.維持管理
対象数量表

・植物管理　樹木管理　施肥工について
低木施肥工の数量が必要に応じてとあります、どのように
考えればよいか教えてください。

2021/9/3
日常管理業務の一環として、必要に応じて適
宜実施して下さい。

146 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル資料
10.維持管理
対象数量表

・植物管理　樹木管理　樹木撤去工について
高木・高木伐根・低木の形状等の記載がありません。適切
な形状、数量を教えてください。

2021/9/3

樹木撤去工の高木・高木伐根については、幹
周60cm～90cmの樹木を想定しております
が、現場対応は状況に応じた柔軟な対応をお
願いします。なお、低木については特に形状
等を規定しておりません。

147 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル資料
10.維持管理
対象数量表

・植物管理　樹木管理　樹木撤去工について
低木の数量が必要に応じてとあります、どのように考えれ
ばよいか教えてください。

2021/9/3
日常管理業務の一環として、必要に応じて適
宜実施して下さい。
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148 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル資料
10.維持管理
対象数量表

・植物管理　樹木管理　潅水について
潅水については細工種、形状等がぬけていますし、対象数
量が必要に応じてとあります、この言葉はどのように考え
ればよいか教えてください。又、1.参考価格（3）植物管
理費には費用は計上されていないと考えればよいのか教え
てください。

2021/9/10 質問回答53をご参照ください。

149 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル資料
10.維持管理
対象数量表

・植物管理　樹木管理　冬季養生、支柱撤去、支柱取替に
ついて
細工種、形状等がぬけていますし、対象数量が必要に応じ
てとあります、この言葉はどのように考えればよいか教え
てください。又、1.参考価格（3）植物管理費には費用は
計上されていないと考えればよいのか教えてください。

2021/9/10 質問回答53をご参照ください。

150 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル資料
10.維持管理
対象数量表

・植物管理　樹木管理　剪定枝リサイクルについて
チップ化　420m3とありますが、どのようなもの（剪定
枝、幹、根、草等）をどれだけチップ化したのか教えてく
ださい。又、チップ化した資材の使い道を教えてくださ
い。

2021/9/10

公園内で処理した伐採木、剪定枝等をチップ
化しております。
現指定管理者においては、チップ化した資材
を園内での無償配布、樹林地内の道の整備等
に活用しております。

151 2021/8/20 浜寺公園

管理マニュア
ル資料
10.維持管理
対象数量表

・花壇管理　花壇管理工　1年草花壇、宿根草花壇につい
て
R1、R2、R3年の使用品名、規格、数量、納入時期、管
理上の問題点を教えてください。（年間花壇計画表　実
績）

2021/9/3

過年度の事業実施計画書及び事業報告書を、
大阪府庁の府政情報センター、都市計画室公
園課及び鳳土木事務所都市みどり課で公表し
ておりますので、そちらをご参照ください。
なお、令和３年度については事業実施計画書
のみ公表しています。

152 2021/8/20 浜寺公園
植物管理全体
を通じて

・浜寺公園の公園台帳（樹木平面図、樹木一覧表、電子
データ）は、あるのか教えてください。なければ、引継ぎ
用に令和4年度中に作成されるのか教えてください。

2021/9/10
過去に作成した樹木台帳がございますが、引
継ぎ用に新たに作成又は更新する予定はござ
いません。

153 2021/8/20 浜寺公園
植物管理全体
を通じて

・ナラ枯れ対策の実績等があれば教えて下さい。 2021/9/3 ナラ枯れ対策の実績はありません。

154 2021/8/20 浜寺公園
大阪府営公園
公園施設安全
管理要項

Ⅱ.各公園施設の点検基準　　P-12　（12）公園内の樹
木点検
　・浜寺公園では倒木、落枝による来園者への被害が及ぶ
恐れのない箇所はどこか、教えてください。

2021/9/3
倒木、落枝による来園者への被害が及ぶ恐れ
のない箇所はないという認識で管理をお願い
します。

155 2021/8/20 浜寺公園
大阪府営公園
公園施設安全
管理要項

Ⅱ.各公園施設の点検基準　　P-12　（12）公園内の樹
木点検
・①日常点検、②定期点検、③専門点検において、今まで
に異常のあった樹木とその対応策を教えてください。全体
平面図への記載資料を教えてください。（いつ、どこで、
どの木が、どうなったか、どうしたかなど）

2021/9/10

日常点検、定期点検において発見した枯枝や
枯木について、発見の都度、除去・伐採を
行っています。なお、浜寺公園は専門点検の
対象外です。

156 2021/8/20 浜寺公園
大阪府営公園
公園施設安全
管理要項

Ⅱ.各公園施設の点検基準　　P-12　（13）公園内の樹
木点検
・現場説明会時に園内を確認したところ越境木、園内の支
障木が見受けられました。令和4年度内に対策を講じてい
ただけると考えればよいのか教えてください。

2021/9/3
日常管理業務の一環として対応しているもの
で、今後も現地の状況により順次、対応して
まいります。

157 2021/8/20 浜寺公園
大阪府営公園
公園施設安全
管理要項

Ⅱ.各公園施設の点検基準　　P-12　（13）公園内の樹
木点検
・令和5年4月までの引継ぎにおいて、異常を見つけ場
合、大阪府の方で対応していただけるのか教えてくださ
い。

2021/9/3
公園管理の一環として考えており、大阪府で
は対応いたしません。
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