
様式２－２ 

水都大阪クルーズ魅力発信イベント開催等に係る 

企画調整、警備及び運営業務 質問と回答 

令和２年 12月 28日 

 

 

該当箇所 質問内容 回答 

公募要領 P１ 

１業務の趣旨 

今年のコロナによる舟運事業者の

厳しい状況が分かる資料（数値の

ある具体的なもの）があれば共有

していただくことはできますでし

ょうか。 

昨年度と今年度の上半期の舟運利

用者数は以下のとおりです。 

・水の回廊舟運利用者数 

令和元年度 上半期 64.6万人 

令和２年度 上半期  2.2万人 

（対前年度▲96.6％） 

公募要領 P１ 

２ (２)  

②自主警備、交通規

制に係る業務   

③会場設営及び搬入

出に係る業務  

警備計画・搬入出計画を作成する

に当たって、遵守すべき各所の使

用ルールを教えてください。 

各会場の管理者（公園事務所や河川

管理事務所等）に直接問合せるか、

ウェブサイト等をご確認ください。 

公募要領 P1 

２ (３) 

①開催日時（予定） 

（ア）令和 3年 3月

中下旬 

３月中下旬と記載されています

が、開催日や開催日数の指定はあ

りますか。 

指定はありません。 

公募要領 P1 

２ (３) 

②開催エリア 

 

開催エリアにある「水の回廊周

辺」とは、具体的にどの場所を指

すのでしょうか。 

別紙「水の回廊周辺エリア」を参考

にしてください。 

イベントに使用可能なエリアをお

教えてください。 

またトイレ、既設電源や水道等、

使用可能な設備があれば教えてく

ださい。 

別紙「水の回廊周辺エリア」を参考

に提案してください。 

使用可能な設備について、船着場で

あれば、水都大阪ホームページの

「水辺活用ナビ」に情報を掲載して

いますので参考にしてください。 

その他船着場以外の場所について

は、各会場の管理者にご確認くださ

い。 



公募要領 P１ 

２(３) 

③内容 

水の回廊周辺の舟運事業者やアク

ティビティ事業者への事前相談は

可能でしょうか。 

差し支えありません。 

公募要領 P.1 

２(３) 

③内容 

(ア)水の回廊周辺イ

ベント等 

 

「昼夜を問わず」と記載されてい

ますが、夜間のイベントを企画し

てもよいということでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

公募要領 P３ 

４(９)プレゼンテー

ション審査会 

企画書のページを作成にあたり、

プレゼンテーションの持ち時間を

お教えいただきたいです。 

公募要領の９ページに記載していま

す。 

 

公募要領 P６ 

９(１)④ 

業務担当予定者の経

歴 

 

社内の担当者のみの経歴でよいで

しょうか。もしくは、協力会社の

経歴も必要でしょうか。 

提案者（共同企業体の場合は代表構

成員）の業務担当予定者について、

記載してください。 

公募要項 P６ 

９(１)⑥ 

(オ)大阪市税に係る

徴収金を完納してい

ることがわかる証明

書 

当社は 4月～翌年 3月の会計期

間であり、この 9月で中間決算

をして中間納税をしているのです

が、その納税証明書も必要でしょ

うか。 

中間納税の証明書は必要ありませ

ん。直近の 3月末時点において納

期が到来している、大阪市税に係る

徴収金を完納していることがわかる

証明書をご提出ください。 

公募要項 P７ 

９(１)⑥ 

(カ)税務署が発行す

る消費税及び地方消

費税の納税証明書

(原本) 

消費税及び地方消費税の納税証明

書ですが、未納額 0円の証明書

(その 3-3)でよろしいでしょうか 

お見込みのとおりです。 

公募要項 P７ 

９(１)⑥ 

(キ)事業実績に関す

る説明資料（任意様

式：実施報告書等） 

会社概要と主な実績資料でよろし

いでしょうか。 

差し支えありません。 

類似実績は過去何年までの物件で

しょうか 

自治体とは別に、一般企業の実績

でもよいでしょうか 

 

過去何年までという指定はございま

せん。また、民間企業の実績でも差

し支えありません。 

仕様書  P１  

２(２)開催エリア 

 

今回の開催候補である、各船着場

について、使用可能なエリアをお

教えいただきたいです。また、図

面のご提供もいただきたいです。 

船着場の使用については、水都大阪

ホームページの「水都大阪ぐるっと

マップ」や「水辺活用ナビ」などを

参考にするとともに、予め現地を確

認したうえで提案してください。 

公共船着場の図面については、管理

者に問合せてください。 



仕様書  P１  

２(２)開催エリア 

イベント実施対象の船着場が明確

であれば詳細（名称等）をご教示

頂きたいです。また、指定が無い

場合は全船着場で実施する必要性

はないという認識で間違いないか

お聞きしたく存じます。 

 

使用する船着場の指定はありませ

ん。また、全船着場の使用が条件で

はありません。 

仕様書 P２ 

４(１)-１-(１) 

①水の回廊イベント

等について 

船をチャーターする場合、本イベ

ントでお借りできる船の定員（コ

ロナ禍での定員も知りたいで

す）、時間あたりの費用などをお

教えください。 

チャーターに関する費用等は、各船

会社に直接お問合せください。 

提案にあたって船をチャーターす

る場合は大阪シティクルーズ推進

協議会に見積もりを依頼するの

か、各船会社に直接依頼するのか

どちらでしょうか？ 

各船会社へ直接依頼してください。 

仕様書 P２ 

４(１)-１-(１) 

②川開き連携イベン

トについて 

舟運復活に繋がるコンテンツ以外

に予算計上が必要なものなどござ

いますか。 

（セレモニーやパレードの際の

VIP用の船や観覧席の手配など） 

企画提案いただく内容については、

全て予算計上してください。 

「水都大阪川開き」について、

は、川開きイベントの内容と使

用エリアをお教えください。 

 

 

令和 3年 3月 27日開催予定の

「水都大阪川開き」イベントの内容

は現在未定です。過去の様子につい

ては、「はちけんやお花見フェス

タ」のホームページや水都大阪ホー

ムページなどを参考にしてくださ

い。 

 

川開き連携イベントについて、

「舟運復活に繋がるインパクトの

あるコンテンツを提案」とありま

すが、コンテンツに係る運営・警

備費その他必要経費も当案件の契

約金額に含まれますか。 

コンテンツに係る運営・警備費その

他必要経費も契約金額に含まれま

す。 

水の回廊周辺イベントについて

は、説明会の際に、今後の実質的 

な誘客に繋がる企画であればイベ

ントが必須ではないと伺いました

が、川開き連携イベントについて

は、イベントの実施は必須でしょ

うか。 

仕様書に記載しているとおり、「水

都大阪川開き」と連携するイベント

の提案をしていただきます。 



仕様書 P２ 

４(１)-１-(１) 

③実施体制について 

交通規制が不必要な場合は実施せ

ずとなるかと存じますが、現在想

定されている交通規制の実施想定

がございましたら、ご教示頂きた

いです。 

イベント等の内容に応じて、必要と

考えられる警備、交通規制も併せて

提案して下さい。 

仕様書 P４ 

４(２) 

自主警備、交通規制

に係る業務について 

警備、交通規制対象エリアは 

イベント実施日におけるイベント

開催箇所とその周辺の認識でよろ

しいでしょうか。 

イベント等の内容に応じて、必要と

考えられる警備、交通規制も併せて

提案して下さい。 

仕様書 P４ 

４(２)７ 

保険の加入 

事業の運営にかかる損害賠償保険

等はどういった内容のものを想定

しているか。 

イベントを開催する主催者のための

賠償責任保険で、観客・行事参加者

等に対する法律上の損害賠償責任を

補償するものを想定しています。 

 

仕様書 P５ 

４(３)５ 

コンソーシアム運営

資材搬入出作業 

 

荷物のおおよそのボリュームをお

教えください。 

実施されるイベント等の内容により

異なります。 

仕様書 P５ 

４(３) 

６会場内清掃 

７仮設トイレの設置 

過去の川開きイベントでのゴミの

集積所とごみの量、仮設トイレの

設置場所と設置台数をお教えくだ

さい。 

過去の川開きイベントにおいて、ゴ

ミは、各自で持ち帰りを基本とした

ことで、ゴミ箱等は設置されていま

せん。また、仮設トイレも設置され

ていません。ただし、提案いただく

連携イベントによっては、ゴミ箱や

仮設トイレの設置が必要になる場合

もあると考えます。 

 

その他 

 

来場者に対する有料コンテンツの

実施などは可能でしょうか？ 

（有料での体験イベント、コンテ

ンツなど） 

来場者へのサービス及びにぎわい創

出の手法として、本委託事業とは別

に、例えば飲食ブース等の収益が出

るイベント等を誘致、実施すること

は差し支えありません。 

ただし、本委託事業の委託料を活用

して収益事業（受託事業者の収益と

なる事業）を実施することはできま

せん。 

イベント等で参加者が使うグッズや 

資料、参加記念品代など実費相当額 

以内の参加料を徴収することは可能 

ですが、様式５「提案金額見積書」 

2枚目の「内訳（収入）」欄に参加料 

の項目を追加し、見積書を作成して 

ください。 

 



受託者側で協賛を募って事業費の

一部に充てることは可能でしょう

か？ 

可能です。 

協賛を募る場合は、様式 5「提案金

額見積書」2枚目の「内訳（収

入）」欄に協賛金の項目を追加し、

見積書を作成してください。 

なお、様式 5「提案金額見積書」2

枚目の「内訳」の収入と支出の合計

額は一致するものとします。 
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中之島バンクス

湊町船着場 太座衛門橋船着場

水の回廊

開催エリア

若松浜船着場
ほたるまち港

ローズポート

八軒家浜船着場
中之島GATE
ノースピア

タグボート大正
（船着場等の例⽰）

【別紙 水の回廊周辺エリア】


