
住吉公園　便益施設等整備運営事業（P-PFI型施設整備）の募集に係る質疑に対する回答

番号 受付日 質問個所 質問内容 回答日 回答内容

1 2021/8/5

公募設置等指針 5Ｐ
第2 章 事業の実施条件等
3. 公募対象公園施設に係る基本的条件
（１）整備に関する条件

エリア①にある売店についてですが、売店を除いた範囲で提案
した場合、売店については大阪府の方で運営される事業者を募
集されるのでしょうか。もしくは、売店の撤去を大阪府の方で
行う可能性はありますでしょうか。

2021/8/20

エリア①の売店について、現時点においては、
別途大阪府で事業者を募集する予定はありませ
ん。また、現在、大阪府での撤去予定はありま
せん。なお、売店を除いた範囲で提案いただい
た場合の売店建物の取扱いについては、別途協
議のうえ決定いたします。

2 2021/8/5

公募設置等指針 12Ｐ
第2 章 事業の実施条件等
８．公募の実施に関する事項等
（２）申請手続
オ 提出書類作成上の注意点
③公募設置等計画（様式第６号～11号）

「様式第６号～1 1 号」はカラー印刷でも良いのでしょう
か。また、止め方についてですが、ホチキス止めはしない方が
良いのでしょうか。

2021/8/20

カラー印刷でも構いませんので、資料が見やす
くなるよう工夫をお願いします。
また、提出にあたり資料をファイルに綴じる
際、各資料が分散することがなければ、ホチキ
ス止めの必要はありません。

3 2021/8/6
公募設置等指針　３ページ
【費用負担及び役割分担】

特定公園施設の管理はどこまでの範囲で行う必要があります
か？例：毎日の清掃、維持管理など

2021/8/20

特定公園施設については、公園利用者が安全・
安心に気持ちよく利用できるよう、日々の清掃
や除草、補修・修繕などの維持管理を行ってく
ださい。
詳細については、別途、大阪府と申請者にて締
結する管理協定にて定めることとなります。

4 2021/8/6
公募設置等指針　４ページ
５.事業期間、６.スケジュール

「（R3.12）公募設置等予定者の決定」から「（R4.3）基本
協定書の締結」までの期間についても、事業取組期間として検
討しても良いでしょうか。

2021/8/20

公募設置等予定者の決定から、基本協定の締結
までの期間においては、選定委員会の意見等を
踏まえ、必要に応じ、公募設置等計画などを見
直し、認定を受ける必要があります。

5 2021/8/6
公募設置等指針　４ページ
５.事業期間

施設を設置許可する前の状態に原状回復とありますが、売店や
水路などを撤去のうえ店舗を設置する事になると思いますので
現実的に元の状態に戻す事はできないと考えます。具体的にど
のような状態に戻す必要がありますか？

2021/8/20

公募対象公園施設については撤去のうえ、更地
返還していただくことを原則としますが、現時
点においては、売店や水路の復元は必要ないと
考えております。具体的な原状回復方法は、別
途、大阪府と協議してください。

6 2021/8/6
公募設置等指針　５ページ
（1）整備に関する条件の③

「建築面積は、最大400㎡まで」とは、建築基準法施行令第2
条の2号の「建築面積」又は4号の「延床面積」のどちらと考
えますか？また、特定公園施設も本面積に含まれますか？

2021/8/20

公募対象公園施設の建築可能面積は、建築面積

で400m2以下です。
また、上記の面積に、特定公園施設の建築面積
は含まれません。
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7 2021/8/6
公募設置等指針　５ページ
（1）整備に関する条件の⑤

「施設の配置に当たっては一定の距離をセットバック
し・・・」とあるが、具体的な数値にてご教示願います。

2021/8/20

事業提案の内容や施設の種類により変わるた
め、大阪府から具体的な数値はお示ししません
が、申請者として、歴史的な資産や景観との調
和等に配慮した提案をお願いします。

8 2021/8/6
公募設置等指針　５ページ
（1）整備に関する条件の②

Wi-Fiの通信環境の整備エリアとは、公募対象エリア内の建物
内での設置という理解で宜しいでしょうか？

2021/8/20
左記の内容で問題ありません。なお、建物内に
限定するものではありません。

9 2021/8/6
公募設置等指針　５ページ
（1）整備に関する条件の⑥

解体予定となる売店の建物図面の開示をお願いできますでしょ
うか。

2021/8/20
関係図面については、鳳土木事務所都市みどり
課へお問い合わせいただければ、閲覧可能で
す。

10 2021/8/6
公募設置等指針　６ページ
（1）整備に関する条件の⑫

上水道に容量に余裕がある場合と記載されておりますが、指標
となる容量を御教示ください。

2021/8/20

売店には、公園の引込本管から分岐するφ50
㎜の給水管が敷設されており、その給水管の使
用は可能です。実施に当たっての詳細は、大阪
府と協議してください。

11 2021/8/6
公募設置等指針　６ページ
（1）整備に関する条件の⑫

電気、給排水設備などインフラ設備の公募対象範囲以外の工事
が発生する場合の費用負担はどのようになりますか？また電気
容量増設などが必要な際の費用負担はどのようになりますか？

2021/8/20
公募対象範囲の内外を問わず、公園施設の設置
に伴い生じる費用の一切は申請者の負担となり
ます。

12 2021/8/6
公募設置等指針　６ページ
（1）整備に関する条件⑫

既設公園内の外構インフラ（上下水、電気、ガス、電話等）の
図面を提供して頂くことは可能でしょうか。

2021/8/20
関係図面については、鳳土木事務所都市みどり
課へお問い合わせいただければ、閲覧可能で
す。

13 2021/8/6
公募設置等指針　６ページ
（1）整備に関する条件⑫

インフラ整備（上下水、電気、ガス、電話等）に関して、公募
対象範囲までの引込ルートは埋設にて引込が必要でしょうか。

2021/8/20
公園内におけるインフラ整備については、地下
埋設とします。

14 2021/8/6
公募設置等指針　６ページ
（1）整備に関する条件⑫

上記にてインフラ整備が埋設ルートとなる場合、汐掛通（園
路）の石畳範囲に埋設工事が必要でしょうか。または植栽部分
の埋設は可能でしょうか。

2021/8/20

インフラ整備においては、汐掛道（園路石畳部
分）を通さないルートの確保も可能と考えてい
ますが、汐掛道に埋設する場合には、石畳で復
旧していただく必要があります。また、植込み
部分に埋設する場合は、植栽の根等を損傷しな
いよう、埋設ルートを考慮していただく必要が
あります。
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15 2021/8/6
公募設置等指針　６ページ
（1）整備に関する条件⑫

石畳部分の埋設が必要な場合、復旧仕上はＡＳ舗装でも良いで
しょうか。

2021/8/20
石畳部分に埋設する場合は、石畳にて現状復旧
していただく必要があります。

16 2021/8/6
公募設置等指針　６ページ
（1）整備に関する条件⑫

⑫電力引込に関して、公園区域外から引込・接続とする場合、
新規引込が可能か電力会社及び経済産業省と協議済でしょう
か。

2021/8/20
インフラ設備に関する関係機関協議について
は、全て申請者にて行っていただく必要があり
ます。

17 2021/8/6
公募設置等指針　６ページ
（1）整備に関する条件⑫

⑫電力引込に関して、公園区域外から高圧引込で引き込んだ場
合、自家用電気工作物の範囲を新たに設定する必要があります
が、既存公園内に新たに範囲設定が出来ると考えて宜しいで
しょうか。またその場合、既設公園の電気主任技術者を紹介し
て頂くことは可能でしょうか。

2021/8/20

関係機関と協議のうえ、承諾が得られれば自家
用電気工作物を新たに既存公園内に設置いただ
くことは可能です。なお、これに伴い、電気主
任技術者の配置が必要な場合は、原則、申請者
側で配置していただく必要があります。

18 2021/8/6
公募設置等指針　６ページ
（1）整備に関する条件⑫

公募対象範囲（特定公園施設）の外構エリアに魅力向上を目的
とした照明器具を設置することは可能でしょうか。可能な場
合、電力供給元は既存公園系統ではなく、公募対象範囲内の電
力系統と考えて良いでしょうか。

2021/8/20

公募対象範囲に魅力向上を目的とした照明器具
を設置していただくことは可能ですが、電力供
給については、公募対象公園施設、特定公園施
設のいずれの場合においても、申請者側の電力
系統としてください。

19 2021/8/6
公募設置等指針　６ページ
（1）整備に関する条件⑫

キュービクル等を新設にて設置した場合、警報は現地での警報
のみで良いでしょうか。公園事務所への移報が必要な場合、配
線可能な既設ルート等があればお知らせ頂けないでしょうか。

2021/8/20

キュービクル等の新設や緊急対応を含め、公募
対象公園施設に関する内容は、全て申請者の負
担と責任において実施する必要があります。大
阪府及び公園指定管理者に対しては、適宜、報
告をしてください。

20 2021/8/6
公募設置等指針　６ページ
（1）整備に関する条件⑫

上下水引込に関して、水道局・下水道局とは協議済でしょう
か。指導内容などありましたらお知らせください。

2021/8/20
インフラ設備に関する関係機関協議について
は、全て申請者にて行っていただく必要があり
ます。

21 2021/8/6
公募設置等指針　６ページ
（1）整備に関する条件⑫

上下水引込に関して、汐掛通に市本管（上水、下水共）が敷設
されていると思われますが、本管への接続が必要な場合は汐掛
通に埋設されている本管へ接続でしょうか。

2021/8/20

インフラ設備に関する関係機関協議について
は、全て申請者にて行っていただく必要があり
ます。なお、公園区域内であるため、関係機関
協議を踏まえ、大阪府とも協議が必要です。
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22 2021/8/6
公募設置等指針　６ページ
（1）整備に関する条件⑫

⑫、⑬　上水道に関して既設水道管へ接続する場合、小メー
ターの指示値により・・・と記載がありますが、検定付きの私
設メーターを設置と考えて宜しいでしょうか。

2021/8/20 左記の内容で問題ありません。

23 2021/8/6
公募設置等指針　６ページ
（1）整備に関する条件⑫、⑬

上記の場合の検針方法は集中検針ではなく、現地メーターを目
視点検出来るように計画してもよいでしょうか。

2021/8/20

既設水道管から給水する場合、大元のメーター
での集中検針となり、一旦公園指定管理者が一
括支払いしますので、申請者側で公募対象公園
施設の使用量を私設メーターで検針のうえ公園
指定管理者に報告し、使用量相当額を公園指定
管理者にお支払いください。

24 2021/8/6
公募設置等指針　６ページ
（1）整備に関する条件⑫

敷地内に接続できる排水管、排水桝があれば位置、高さをお知
らせください。勾配が取れない場合はポンプアップにて圧送排
水が必要になりますが良いでしょうか。

2021/8/20

関係図面については、鳳土木事務所都市みどり
課へお問い合わせいただければ、閲覧可能で
す。
なお、汚水・雨水排水については、原則、申請
者にて直接公共下水道へ接続してください。た
だし、既設排水管等への接続に関する協議には
応じます。協議の結果、既設排水管等へ接続す
ることとなった場合で、勾配が取れない場合は
ポンプアップで対応ください。

25 2021/8/6
公募設置等指針　６ページ
（1）整備に関する条件⑫

公募対象公園施設の建物内にガス設備が必要な場合、ＬＰガス
でも良いでしょうか。またガス供給業者の指定があればお知ら
せください。

2021/8/20

公募対象公園施設の建物内にガス設備が必要な
場合、ＬＰガスを使用していただいて問題あり
ませんが、バックヤード内に設置するなど安全
や景観に配慮してください。なお、ガス供給業
者の指定はありません。

26 2021/8/6
公募設置等指針　６ページ
（2）管理運営に関する条件の⑥

「ホスピタリティーのあるサービス」とは、具体的にどのよう
なことを考えられますか？

2021/8/20
サービスの提供に際し、手厚くもてなすだけで
なく、本事業の趣旨を踏まえ、府民からの信頼
を高める接遇も心掛けてください。

27 2021/8/6
公募設置等指針　７ページ
（2）管理運営に関する条件の⑪

ゴミの回収等について、「相応の負担」とありますが、具体的
にはどのような事が想定されるかご教示願います。

2021/8/20

例えば、公園利用者が公募対象公園施設を利用
し、そこから発生するテイクアウト形式による
容器等が公園内に多数発生する場合、対応いた
だくこと等が考えられます。

28 2021/8/6
公募設置等指針　７ページ
（2）管理運営に関する条件

公募対象範囲内における建物外部エリアに設置するテラスetc
での飲食の提供は可能でしょうか？

2021/8/20
基本、可能と考えられますが、実施に当たって
の詳細は、大阪府と協議が必要です。
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29 2021/8/6
公募設置等指針　７ページ
（2）管理運営に関する条件の⑭

営業中の荷捌き等について、公園内に車両を進入させる際に
は、事前に協議とありますが、営業店舗に搬入車両が横付け出
来ると考えて宜しいでしょうか？

2021/8/20

基本的には可能です。ただし、事前に大阪府や
公園指定管理者と協議していただき、公園利用
者への安全対策、搬入ルート、車両規模等につ
いて了承を得ていただく必要があります。

30 2021/8/6
公募設置等指針　７ページ
（2）管理運営に関する条件⑧

営業店舗にてタバコの販売を行う事は可能でしょうか。 2021/8/20

タバコの販売は、基本、可能としますが、それ
に伴う周辺環境への配慮（ポイ捨て防止、受動
喫煙防止等）についてもあわせて対応していた
だく必要があり、実施に当たっての詳細は、大
阪府と協議が必要です。

31 2021/8/6
公募設置等指針　８ページ
⑤各仕様書について

公募対象施設の仕様については、特に指定は無いと考えてよろ
しいですか？

2021/8/20
歴史的な資産や公園景観との調和に十分配慮す
るなど、公募設置等指針を踏まえ、提案してく
ださい。

32 2021/8/6
公募設置等指針　８ページ
６.公募対象公園施設の使用料の最低額

設置許可使用料は別途消費税等は加算されないものと認識して
よろしいでしょうか？

2021/8/20 別途、加算されません。

33 2021/8/6
公募設置等指針　８ページ
６.公募対象公園施設の使用料の最低額

条例で定める使用料改定の計算根拠は、どのような指標を採用
し改定となりますか？

2021/8/20
社会的背景や周辺地価等を踏まえ、府が総合的
に考慮し決定します。

34 2021/8/6
公募設置等指針　８ページ
４.特定公園施設に係る基本的条件⑤

特定公園施設の整備にあたって、電気、機械設備の工事基準に
関しては大阪府都市整備部の「機械・電気設備請負工事必携」
の「機械・電気設備工事共通仕様書」の内容に基づくものと考
えて良いでしょうか。
上記以外に指定仕様があればお知らせください。特に無ければ
府と協議の上、施工とします。

2021/8/20

左記の内容のほか、「国土交通省大臣官房官庁
営繕部監修公共建築工事標準仕様書　機械設備
工事編・電気設備工事編」、「国土交通省大臣
官房官庁営繕部監修公共建築設備工事標準図
機械設備工事編・電気設備工事編」（いずれも
最新版）に基づき施工してください。

35 2021/8/6
公募設置等指針　９ページ
８.公募の実施に関する事項等（1）ア③

申請法人等又は申請グループの構成団体のうち、少なくとも1
者は、飲食店の経営実績を有することとありますが、出店して
いただく飲食店が有していればよいと考えて宜しいでしょう
か？またその経営実績を証する書類とは具体的に何をしめしま
すでしょうか？
また建物設置者は構成員以外のリース会社等の法人が所有する
事は可能でしょうか？

2021/8/20

公募設置等指針に記載のとおり、申請法人等又
は申請グループの構成団体のうち、公募対象公
園施設の管理運営の役割に当たる少なくとも１
者は、飲食店の経営実績を有するものとし、様
式第５号に必要書類を添付し、提出してくださ
い。
また、公募対象公園施設を、申請法人又は構成
員以外が所有することは認めません。
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36 2021/8/6
公募設置等指針　１０ページ
イその他の申請条件

提案時には具体的な企業名を提示する必要がありますでしょう
か？また企業名の提示の有無により点数に影響がありますで
しょうか？

2021/8/20

様式第１～３号にも規定のとおり、申請書類提
出の際、申請グループの構成団体名は必ず記載
してください。なお、申請書類の提出後、代表
構成団体及び申請グループの構成団体の変更は
認めません。

37 2021/8/6
公募設置等指針　１２ページ
①一般事項の・の二つ目「協議確認」

各課窓口に相談可能と考えてよろしいですか？ 2021/8/20

建築確認等の申請にあたり必要な関係機関との
協議や確認は、申請者が行うこととなります。
ただし、公募設置等指針などの募集に関する質
疑については、今回の質疑・回答をもって終了
となります。

38 2021/8/6
公募設置等指針　１８ページ
（4）公募設置等計画の認定

「計画内容を変更していただく」場合の具体例があれば教えて
ください。

2021/8/20
公募設置等指針にも記載のとおり、関係機関と
の詳細協議において、施設の配置や運営計画が
変更になる場合等が想定されます。

39 2021/8/6
公募設置等指針　１９ページ
（7）イ公募対象公園施設の設置許可の内容

「工事エリアとして設置許可を受けた範囲以外の占用が必要な
場合」とありますが、設置許可範囲と工事エリアの詳細な定義
を教えてください。

2021/8/20

公募対象公園施設として、事業期間中継続して
占用する範囲は、工事開始時から設置許可が必
要になります。
さらに、工事期間中に限り、上記の設置許可範
囲を越え、一時的に占用が必要となる場合は、
別途、占用許可を受ける必要があります。

40 2021/8/6
公募設置等指針　２０ページ
（8）リスク分担等

表の「整備段階－整備コスト」の中にある「引継ぎコスト」と
は具体的にはどのような事がご教示願います。

2021/8/20
事業終了時における府有施設の原状復旧等が想
定されます。

41 2021/8/6
公募設置等指針　２１ページ
１．国有地に関する条件

「新規施設を設置する場合には、府は国（近畿財務局）から承
認を受ける必要がある」とありますが、承認とは具体的にはど
のようなものでしょうか。また、認定計画提出者が費用負担す
るようなものは無いと考えて宜しいでしょうか。

2021/8/20

申請者から提出され、大阪府と事前協議が整っ
た事業計画を基に、大阪府が国と協議を行い、
承認を得る必要があります。
なお、承認にあたり費用負担は発生しません。

42 2021/8/6
公募設置等指針　２１ページ
１．国有地に関する条件

国有財産無償貸付契約書の全部又は一部が解除される場合に
は、府は設置許可を取り消すことがあるとありますが、設置期
間中であっても撤去となりますか？その場合は、府の責任・中
止と考えて宜しいでしょうか？

2021/8/20

国有財産無償貸付契約書の解除に伴い設置許可
が取り消された場合は、原則、原状回復してい
ただきます。
また、その場合のリスク負担については、公募
設置等指針P20に記載のリスク分担に基づ
き、府の責任による遅延・中止として、大阪府
と申請者による協議事項となります。
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43 2021/8/6
公募設置等指針　２３ページ
２.工事中の条件④

「上下水道管、電気等の埋設物があるため」について、位置及
び深さが分かる資料をご提示願います。

2021/8/20
関係図面については、鳳土木事務所都市みどり
課へお問い合わせいただければ、閲覧可能で
す。

44 2021/8/6
公募設置等指針　２２ページ
２.工事中の条件④

工事着手前に想定出来なかった地中埋設物の撤去・配管迂回な
どが必要な場合は、リスク分担上、別途協議できるものと考え
て宜しいでしょうか。

2021/8/20

公募設置等指針P５の整備に関する条件にも記
載のとおり、施設設置に当たり支障となる構造
物や樹木の撤去、移設等は、申請者にて負担し
ていただきます。

45 2021/8/6 別添資料1：「公募対象範囲図」からの質疑
敷地の形状及び高さの分かる現況図及びデータはいただけます
か？また、現地の測量実施は可能ですか？

2021/8/20

関係図面については、鳳土木事務所都市みどり
課へお問い合わせいただければ、閲覧可能で
す。
また、現地で測量いただくことは可能です。

46 2021/8/6 別添資料1：「公募対象範囲図」からの質疑 地盤調査結果データはございますか？ 2021/8/20 大阪府では把握しておりません。

47 2021/8/6
別添資料1：「公募対象範囲図」からの質疑
■公募設置等施設の整備に関する条件　イ

「副園路は機能の確保」とありますが、具体的にはどのような
機能を想定されているかご教示願います。

2021/8/20
既設園路と概ね同等の幅員や勾配等を確保する
など、一般来園者等がこれまで通り通行できる
園路の確保をお願いします。

48 2021/8/6 別添資料1：「公募対象範囲図」からの質疑
公募対象区域のエリア①、エリア②の、どちらかのみの提案と
なった場合、定性評価に影響しますか？

2021/8/20

提案いただく範囲については、エリア①とエリ
ア②の両方、もしくはどちらか一方でも構いま
せん。評価基準については、公募設置等指針
P16,17を確認してください。

49 2021/8/6 別添資料1：「公募対象範囲図」からの質疑
公募対象区域の接道が必要な場合、接道確保が出来る道路に指
定があればご指示ください。

2021/8/20

公園全体が一敷地の扱いであるため、公募対象
区域単体で接道が必要となることはないと考え
ておりますが、建築確認等の詳細は関係機関等
と協議してください。

50 2021/8/6
別添資料2：「住吉公園　来園者数、施設別利
用者数一覧」からの質疑
住吉公園　来園者数

R2年度の来園者数の減少の主な要因を御教示ください。新型
コロナウィルス感染症対策などによる公園施設閉鎖・利用制限
等の制限はありますでしょうか？

2021/8/20

住吉公園の来園者数は、主に有料施設利用者か
ら推定しているため、新型コロナウイルス感染
症の影響による有料施設利用者の減少が、主な
要因と考えられます。
また、今年度及び昨年度において、緊急事態措
置に基づく要請に伴い、体育館などの利用時間
の短縮や、バーベキューエリアの利用を禁止し
た経過があります。
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51 2021/8/6
別添資料3：「基本協定書（案）」からの質疑
第8条　設計施工協議

「設計図書等の必要な書類」とありますが、具体的にはどのよ
うな書類が必要かご教示願います。

2021/8/20

大阪府との協議時において、設置する施設の詳
細が把握できるよう、施設平面図、立面図、基
礎図、埋設配管図、その他建築確認申請書類等
の必要な書類を提出してください。
なお、建築確認申請をはじめ、関係官庁等への
申請手続きについては、全て申請者において
行ってください。

52 2021/8/6
別添資料3：「基本協定書（案）」からの質疑
第25条　完了検査

「特定公園施設の完了検査」とありますが、具体的にはどのよ
うな内容かご教示願います。

2021/8/20
特定公園施設の引渡しにあたり、書類及び現地
確認による検査を行います。

53 2021/8/6
別添資料3：「基本協定書（案）」からの質疑
第３章　公募対象公園施設の管理・運営

インフラ整備（上下水、電気、ガス、電話等）に関して、既設
公園系統から分岐する場合は、分岐した２次側範囲からの設備
等保守点検範囲と考えて良いでしょうか。

2021/8/20

インフラ設備については、原則、申請者にて新
たに引込してください。なお、関係機関との協
議の結果、既設公園系統から分岐することと
なった場合は、分岐した２次側範囲の設備等保
守点検は申請者にて行っていただきますが、実
施に当たっての詳細は、大阪府と協議が必要で
す。

54 2021/8/6
申請書類（様式等）からの質疑
様式第8号　記載における注意点

求積図の「使用面積」とは何を指しますか？ 2021/8/20
設置する施設の面積だけでなく、その周辺を含
め一体的に使用する場合は、使用する全ての面
積を占用面積として求積してください。

55 2021/8/6
公募設置等指針　６ページ
（２）管理運営に関する条件③

公園に係る団体で構成する協議会とはどういったものでしょう
か？また、連携が必要な事とは具体的にどのようなものになり
ますでしょうか？

2021/8/20

今後、公園指定管理者や地元市、関係団体で構
成する協議会を設立する予定であり、設立され
た際には、参画をお願いします。
また、公園指定管理者において、公園や地域の
活性化を図るため、地元やNPO・ボランティ
ア団体、住吉大社や大学など多様な主体と連
携・協力し、イベントなどに取り組んでいます
ので、こういった取組へ積極的に協力してくだ
さい。

56 2021/8/6
公募設置等指針　７ページ
（２）管理運営に関する条件⑯

住吉大社が公園内で行う行事はとはどういった行事でしょう
か？また公園内の行事も含め公園内年間行事（住吉大社企画含
む）の一覧を開示頂く事はできますか？

2021/8/20

住吉大社の夏祭り（住吉祭）の一環として行わ
れる行事が花と水の広場で行われます。なお、
住吉公園及び住吉大社の年間行事については、
各施設のホームページでご確認ください。
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57 2021/8/6
公募設置等指針　７ページ
（２）管理運営に関する条件⑰

事業報告内容とはどういったものでしょうか？様式はございま
すでしょうか？

2021/8/20
事業報告に関する詳細については、事業開始
後、別途、大阪府より指示します。

58 2021/8/6
公募設置等指針　２２ページ
２．工事中の条件

公募公園施設及び特定公園施設の施工時において、工事搬入車
両を公募対象エリアまで入れることは可能でしょうか？また、
公園内の公募対象エリア付近に工事車両を停車する為、公募地
対象エリア外の土地を占有する事は可能でしょうか？

2021/8/20

事前に大阪府や公園指定管理者と協議していた
だき、安全対策、進入ルート、車両規模や養生
方法等について承諾を得ていただく必要があり
ます。
また、工事に伴い公募対象範囲外の土地を占用
する場合は、別途、大阪府都市公園条例に定め
る占用手続きを行っていただくとともに占用料
をお支払いいただく必要があります。

59 2021/8/6 ・資料1　公募対象範囲図
エリア①、エリア②の区画は防火地域等に指定されていますで
しょうか。

2021/8/20
エリア①、②とも準防火地域に指定されていま
す。詳しくは、大阪市ホームページでご確認く
ださい。

60 2021/8/6 ・資料1　公募対象範囲図
エリア①の現売店の2つの建物の解体費用は事業者負担になる
のでしょうか。

2021/8/20
公募対象公園施設を設置するにあたり、売店２
棟の撤去が必要となる場合の撤去費用は、申請
者の負担となります。

61 2021/8/6 ・資料1　公募対象範囲図
エリア②には区画中央部に量水器がありますが、この場所で建
築することは可能なのでしょうか。どのような想定で区画指定
されているのでしょうか。

2021/8/20
エリア②の区画内にある支障物件については、
申請者にて必要に応じ、撤去または移設してい
ただくことになります。

62 2021/8/6 ・公募設置等指針P22 「工事中の条件」
工事期間中の使用料についてその算出方法をお知らせくださ
い。

2021/8/20

公募対象公園施設として、事業期間中継続して
占用する範囲は、工事開始時から設置許可が必
要になり、申請者が提案した設置許可使用料単
価に基づく使用料が発生します。
さらに、工事期間中に限り、上記の設置許可範
囲を越え、一時的に占用が必要となる場合は、
別途、占用許可を受ける必要があり、1,700円

／m2・月の占用料が発生します。
なお、特定公園施設の整備に際し、使用料は発
生しません。
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63 2021/8/6 ・公募設置等指針P22 「工事中の条件」
工事中の仮囲い、「汐掛道」他の養生について、それらの条件
をお知らせください。

2021/8/20

工事中においても当然ながら公園利用があるた
め、粉塵や騒音を抑えるための仮囲い等は必要
となりますが、公園という特性を踏まえ、景観
に配慮した仮囲いを採用するなど、安全面と景
観面に十分配慮してください。また、工事用車
両の通行にあたっては、事前に大阪府や公園指
定管理者と協議のうえ、舗装等を損傷しないよ
うな養生等を行っていただくなどの対応が必要
になります。

64 2021/8/6 ・公募設置等指針P22 「工事中の条件」 工事用車両等の進入経路についてお知らせください。 2021/8/20

公園北西部の工事用車両出入り口を想定してい
ますが、通行ルートについては、公園利用の状
況を踏まえながら、大阪府と協議のうえ、決定
させていただきます。
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