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水都大阪コンソーシアム 

 

質問への回答 

 

案件名称  水辺のまちあそび運営業務  

 

質問  回答  

公園における占用料は具体的な料金はいくらです

か？  

「大阪市公園条例  別表第 3 2」を参照願います。  

 

 

 

 

 

例  

・飲食の場合：  

営業のための占用   

露店営業その他これに類するもののための占用に

該当  

・スポーツの場合：  

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、会費又は入場料

を徴収する場合に該当  

・参加体験型：  

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、会費又は入場料

を徴収する場合に該当  

・芸術（販売）：  

営業のための占用  

露店営業その他これに類するもののための占用に

該当  

 

なお、排他的占用でない場合は、占用料が発生しな

い場合があるため、詳細は計画策定後の公園管理者と

の協議によることとなります。  

中之島公会堂前の歩行者天国におけるイベントは

可能でしょうか？  

また、現状は日曜日のみの歩行者天国となってお

りますが、他の曜日の閉鎖は可能でしょうか？  

当該箇所は道路となっているため、計画するイベント

内容により道路管理者との協議及び交通管理者である

警察との協議によることとなります。  

また、日曜日以外の閉鎖については、交通管理者との

協議によりますが、一般交通への影響が著しいことか

ら、難しいと予想されます。  

http://www1.g-reiki.net/reiki/Li05_Hon_M

ain_Frame.exe?UTDIR=C:\EFServ2\ss00039

82C\GUEST&TID=1&SYSID=502 

http://www1.g-reiki.net/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=C:/EFServ2/ss0003982C/GUEST&TID=1&SYSID=502
http://www1.g-reiki.net/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=C:/EFServ2/ss0003982C/GUEST&TID=1&SYSID=502
http://www1.g-reiki.net/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=C:/EFServ2/ss0003982C/GUEST&TID=1&SYSID=502
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質問  回答  

２－４  １３における、高額な出店料、入場料、

参加料は具体的な金額のラインはありますでしょ

うか？  

計画する種別、内容などにより一概に設定できるもの

ではありません。同種同規模の過去の事例や他の事例、

収支計画等を踏まえて判断することになります。  

協賛広告などを収益とする場合においては、公園

占用料とは別に使用料が必要となる場合がある。

とありますが、この使用料は具体的にはいくらく

らいでしょうか？  

個別の内容に基づき公園管理者との協議によります

が、大阪市公園条例に基づく「広告物提出のための占

用」に該当する場合は、広告物 1 枚の表示面積 1 平方

メートル・日あたり 3,000 円の使用料が発生します。  

現在、中之島の管理区域にある飲食店との関係は

どうなりますか？  

既存店舗の営業に支障とならない範囲で、本業務の事

業展開していただくことになります。既存店舗と調整

し、連携できる内容があれば、実施していただくこと

は可能です。  

仮設であれば、契約期間内は設置し、最終的に撤

去できれば大丈夫でしょうか？  

仮設物の内容によっては、設置場所の管理者との協議

により契約期間内の継続した設置が可能となるものも

あります。  

平成 28 年度の下記各イベントにおける収入（日別

売上、日別客単価・日別客数）、占用料、委託先、

出店料、開催期間、集客人数などの実績数値デー

タの開示をお願いいたします。  

（１）  中之島オープンテラス  

（２）  中之島オープンテラス  食前御舟かもめ

BBQ プラン  

（３）  大阪クラシック  

（４）  クラフトビアピクニック  

（５）  肉パーティー  

（６）  リバーサイドヨガフェスタ  

（７）  Information Cycle Café 

（８）  大阪シティウォーク  

（９）  ご来光カフェ  

（１０）大阪市中央公会堂館内ガイドツアー  

（１１）くうそうの島  

（１２）あかマルシェ  

（１３）芸術文化魅力育成プロジェクトシンポジ

ウム  

（１４）中之島にあのタイヤライオンがやってき

た! 

 

 

売上や単価及び出店料等については、水都大阪パート

ナーズと契約相手方の情報であるため、以下の点につ

いて回答します。  

①開催期間②開催日数③集客人数  

・中之島オープンテラス  

①H28.6.1～ 10.30 

②153 日間  

③27,000 人  

・クラフトビアピクニック  

①H28.9.22～9.25 

②4 日間  

③29,000 人  

・肉パーティー  

①H28.9.29～10.2 

②4 日間  

③35,000 人  

・くうそうの島  

①H28.10.15～ 10.16 

②2 日間  

③3,000 人  
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質問  回答  

 

・あかマルシェ  

①H28.10.15～ 10.16 

②2 日間  

③12,000 人  

平成 28 年度の水都大阪パートナーズの貸借対照

表、損益計算書等の財務諸表又は確定申告書の開

示をお願いいたします。  

水都大阪パートナーズは独立した法人であり、水都大

阪コンソーシアムからは回答できません。  

平成 28 年度の「中之島オープンテラス  食前御舟

かもめ BBQ プラン」の淀屋橋港の桟橋使用料は、

いくらですか。  

淀屋橋港船着場を所管する大阪水上バスへ問い合わせ

願います。  

平成 29 年度に水都大阪コンソーシアム様と連携

し、実施できる広告宣伝及び広報活動の予定を現

時点で平成 28 年度の実績を踏まえて、お教えてく

ださい。  

平成 28 年度の主な実績  

・水都大阪パートナーズホームページ等  

・大阪クラシックパンフレット  

・水都大阪パートナーズ及び誘致事業者によるプレス

リリース  

・各種タウン誌や旅行雑誌等への情報提供  

平成 29 年度想定されるもの  

・水都大阪コンソーシアムホームページ等  

・大阪クラシックパンフレット  

・水都大阪コンソーシアム及び誘致事業者によるプレ

スリリース  

・各種タウン誌や旅行雑誌等への情報提供  

平成 28 年度の水辺のまちあそびを踏まえた効果的

なイベントの開催について、昨年度の実績からイ

メージする効果的なイベントの具体案を一例で結

構ですので、ご照会ください。  

募集要項２－４④～⑥に留意して提案願います。  

平成 28 年度の中之島オープンテラスについて、下

記の情報提供をお願いいたします。  

(1)フードメニューの内容（商品名、価格）※メニ

ューブックの画像データでも結構です  

(2)ドリンクメニューの内容（商品名、価格）※メ

ニューブックの画像データでも結構です  

(3)イベントスケジュールの内容（ライブ、DJ、そ

の他）  

 

 

 

（１）フードメニューや（２）ドリンクメニューの内

容は誘致事業者の情報であるため、回答できません。

（３）イベントの内容は、水都大阪フェス 2016 のホー

ムページを参照願います。  

http://www.suito-osaka.jp/machiasobi2016/ 

ホームページ以外のもの  

・大阪クラシック屋外演奏会：期間中 2 回（1 回 30 分） 

・フラダンスショー：期間中 7 回（1 回 1 時間）  

・沖縄伝統文化：期間中 1 回（ 11 時間）  

・ＢＢＱ教室：期間中 2 回（1 回 2 時間）  

など  合計 37 回実施  

 

 

http://www.suito-osaka.jp/machiasobi2016/
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質問  回答  

(4)プロモーションの内容（自社ホームページ、フ

ェイスブック、インスタグラム、雑誌、チラシ

など）  

 ※ホームページ、雑誌、チラシなどの画像デー

タも情報提供をお願いいたします  

(5)広報による取材実績（テレビ、新聞、ラジオ、

雑誌など）  

(6)平面レイアウトの画像データ（テーブル、椅子、

仮設厨房、仮設トイレ、ステージなど）  

(7)路上に設置した看板の配置図  

（４）プロモーションの内容で各誘致事業者が行って

いるものは回答できません。  

（５）オープンテラスに限らず水辺のまちあそびとし

て、広報により雑誌に掲載されたものは以下のとおり

です。  

・関西ファミリーWalker 2016 秋号  

・関西 Walker 

・大阪スケジュール  

・ＭＩＤＯＳＵＪＩ  ＳＴＲＥＥＴ  

・リビング大阪  

・Walker 電子版  

・大阪シティウォーク  

・Ｋａｎｓａｉ  Ｗｉｎｄｏｗｓ   

など  

（６）女神像前広場にて約 200 席のオープンテラスを

設置しました。  

（７）会場の出入口となる、みおつくしプロムナード

の 2 箇所に設置しました。  

要項「1-3 運営事業者募集の概要」について  

・「水辺のまちあそび」とは期間を示しているのの

でしょうか、それとも運営事業者が取り組む事業

全体の冠を示しているのでしょうか？  

・上記の質問の回答が後者の場合、その「水辺の

まち遊び」の主催はコンソーシアムになるという

理解でよろしいでしょうか？  

・「水辺のまちあそび」は、事業全体の名称です。  

・主催は、水都大阪コンソーシアムになります。  

要項「 2-4 まちあそびにおける提案条件⑤」につ

いて  

・現在、水都大阪コンソーシアムが計画されてい

る、もしくは把握されている舟運イベントはあり

ますでしょうか？  

現時点で把握している舟運イベントは、「 TEMMABASHI 

BEST VIEW CRUISE」が 5 月 2 日（火）～ 11 月 30 日（木）、

「中之島リバークルーズ」が 3 月 4 日（土）～ 12 月 25

日（月）に行われています。  

要項「 2-4 まちあそびにおける提案条件⑦」につ

いて  

・「水都大阪フェス 2017」が 10 月に実施される予

定とありますが、9 月 10 日～10 月 29 日の期間中

において、現在予定されているイベント開催日を

除いた日程について、中之島公園東側（今回の公

募提案可能区域）を全日程全面占用することは可

能でしょうか？  

・プログラムの実施率を提示し、水都大阪コンソ

ーシアムの承認を得ることとなっていますが、実

施率は何を検証する為でしょうか？  

・説明会でお渡しした予定は、水都大阪コンソーシア

ムとして把握している日程です。別途、公園管理者で

調整している予定がある可能性があります。最終的に

は公園管理者と調整が必要となります。中之島公園東

側全面となると、大阪市建設局が 10 月頃にバラ開花に

伴うツアーを開催するため、全日、全面は難しいと思

われます。  

・飲食等のイベントに偏ることなく府民・市民が参加

できるようなイベントにしてもらうため、昨年度の実

施率を参考に示しています。  
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質問  回答  

要項「 2-4 まちあそびにおける提案条件⑧」につ

いて  

・10 月 29 日を軸に開催される水都大阪のイベント

事業は、「水都大阪フェス 2017」ということでしょ

うか？  

・10 月 29 日を軸に開催される水都大阪のイベント

事業や OSAKA 光のルネサンス、大阪クラシック、

淀川アーバンキャンプ、中之島公園バラ開花と連

携を行い実施することとありますが、どういった

連携でしょうか？広報 のみでしょうか？もしく

は、運営事業者が提案する事業の実施日を上記の

事業と合わせるということでしょうか？どのよう

な連携を指しているのか具体的に教えて頂きたい

です。  

・「水都大阪フェス 2017」です。なお、現時点では水

都大阪フェス 2017 の開催期間については、10 月の開

催として公募されています。  

・他事業で行われる予定とコラボレーションを行い水

都としての連携を行っていただくことを考えていま

す。例えば、昨年に行った大阪クラッシックとの連携

では、オープンテラスでの屋外演奏会が行われていま

す。なお、連携事業の内容については、水都大阪コン

ソーシアムと協議のうえ決定することとしています。  

説明会配布資料「水辺のまちあそび」期間中に予

定されているイベント等  

・イベント等の予定の中には、民間主催のイベン

トも見受けられますが、このイベントは既に公園

占用の約束ができているのでしょうか？  

民間主催で実施予定は、約束されていません。公園占

用については２ヵ月前の占用申請が基本となっていま

す。大阪マラソン、サイクルフェスタなどの公的事業

については約束されています。  

水都大阪コンソーシアムの支援内容について  

・「水辺のまちあそび」を実施するにあたり、水都

大阪コンソーシアムからどのような支援があるの

でしょうか？  

・広報するにあたり、大阪府と大阪市の逓送便は

使用可能でしょうか？  

・公園占用許可申請等の公的機関との協議について協

議がスムーズに運ぶよう支援をいたします。  

・大阪府・大阪市の逓送便の使用については一定の基

準がありますが使用することは可能です。ただし、広

告物を府市の指定する場所に送付していただく必要が

あります。  

 

 


