
長瀬町三丁目地内市有地活用事業おける募集要項等に関する質問及び回答

No. 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問事項 回　　　答

1
募集
要項

3 3-2
付帯する
施設

ここでいう付帯施設とは8-1 の提案施設における施設
以外でカフェ等の施設を併設することとしても可能で
しょうか。

可能です。

2
募集
要項

3 3-3 契約期間

延長更新とは仮に今回20 年と提案した場合、20 年
後の更新時に更に20 年を上限として延長更新が行わ
れ最長で40 年の期間となるという解釈でよろしいで
しょうか。

解釈のとおりです。

3
募集
要項

4 3-7
本件土地
を必要と
するとき

近隣団地等周辺整備に伴い現在計画で必要となる計
画はあるのか。又現在非常時における避難場所又は一
時使用等の利用はあるか。又、この理由で契約を解除
する場合、整備費用及び撤去費用の負担はどのように
お考えでしょうか。

現在、本件土地を必要とする計画はございません。
また、避難場所等の利用を理由とした、契約の解除
はございません。

4
募集
要項

4 3-7 ① 質問事項
契約解除については、少なくても1年以上の猶予期間
はあるのですか

状況により1年未満の場合もございます。

5
募集
要項

4 3-9 原状回復

施設に係る工作物とは開発行為で必要となる側溝など
も含んで指しているのか
調節池→雨水浸透阻害行為対策の調節池を指してい
るのか
埋設物→上下水道接続管等を指しているのか
契約期間後も必要となると考えられる排水施設等も撤
去とする必要がありますか。
フェンスを撤去した場合代替フェンスの設置場所は境
界境を原則としますか。

工作物については解釈のとおり基礎コンクリート等
を含みます。
また、引き続き使用可能なものについて、残置する
ことを想定しています。

代替フェンスの設置場所についても、解釈のとおで
す。

6
募集
要項

6 5-1
事業構成
実績につ
いて

ここでいう運営実績とは施設を所有し貸出し等の運営
を行っている事を実績とするのか、今回提案する施設
を利用して行う事業の実績を指しているのかご教授く
ださい。又はいずれかの実績を要することで施設の運
営実績として応募できるということでしょうか。ご教授
願います。

提案されるスポーツ施設や付帯施設の運営をされ
た実績を指しています。



7
募集
要項

6 5-1 ① 質問事項
遂行できる十分な資金力、信用力（運営実績）とは、ど
の程度を想定されているのですか

事業参加申込の提出書類（添付書類を含む）を総合
的に判断します。

8
募集
要項

6 5-2 ⑨ 質問事項 必要なものでなければ可能なのですか
可能です。ただし募集要項に沿った提案内容をお願
いいたします。

9
募集
要項

9 7-1 質問事項
運営上、一部のスペースなどを他の事業者に期間限定
で貸すことは可能ですか

あらかじめ書面により本市の承諾を得られれば可能
でございます。

10
募集
要項

10 8-2 ①
以外の用
途

主目的が上記以外の用途として整備するということで
しょうか。又はそれのみの施設という解釈でよろしいで
しょうか。スポーツ施設×子供預り所等とした計画では
認められないということでしょうか。ご教授願います。

8-1はあくまでも本市が理想とかかげた提案施設で
す。
ご質問の計画については認められるものです。ただ
し、スポーツ施設を主目的とする提案をお願いしま
す。

11
募集
要項

15 10-1
公開用提
案概要

施設整備等段階的に計画をしていく事を検討しており
ます。パース図等については現段階での計画図とする
ことで問題ないでしょうか。

最終の設計案とそちらの整備にそったスケジュール
案を提案して下さい。事業提案書及び事業スケー
ジュール、公開用提案概要をリンクして下さい。

12
募集
要項

18 13-1 ②
撤去及び
費用

現地北東部の図面右上部に敷地内から歩道へ側溝が
存在します。こちらの撤去について行う場合歩道部の
撤去も必要になるかと思われますがこちらについては
どのように考えればよろしいでしょうか。

北東部敷地内の側溝を撤去する場合は、東側歩道接
続部に排水をせき止める処理をしてください。
また、歩道部について撤去される場合は協議して下
さい。

13
募集
要項

18 13-1 ③ 原状回復
施設整備に伴い設置する雨水対策処理施設について
も撤去する必要がございますか。

NＯ.５のとおりです。

14
募集
要項

18 13-2 リスク
要項以外で東大阪市で考えるリスクとして想定されて
いることがございましたらご教授ください。

ございません。



15
募集
要項

18 13-3 ①
関係機関
との協議

各種届出に関して雨水浸透阻害行為対策や各種工法
検討において東大阪市と寝屋川水系で契約している地
上権設定箇所の借用については寝屋川水系と東大阪
市との契約等の必要がある可能性がありますがその場
合は協議いただけますでしょうか。
寝屋川水系と事業者は契約等はできないかと思われま
す。想定しているのは 貯留施設設置において河川法と
の関係での立体河川区域としての協議においてです。

必要に応じ協議いたします。

16
募集
要項

18 13-3 ② 荷重制限

施設整備での工事車両他の荷重に対しても制限がご
ざいますか。敷鉄板等の設置などにより荷重の分散を
考慮して施工することとしてもよろしいでしょうか。
又、地下調節池の状況について工事前に確認
する必要及び工事完了後に確認を要しますか。

敷鉄板等の設置により荷重の分散を考慮していた
だければ施工可能と寝屋川水系改修工営所に確認
しています。
なお、工事前後の確認の要否については寝屋川水系
改修工営所に確認お願いします。

17
募集
要項

18 13-3 ③
維持管理
範囲

定期的な点検が必要でありそのスペースが必要とのこ
とですが、その付近の整備については車両が通行でき
るスペース及び下地であれば問題ないでしょうか。芝
生等でも車両が通行できることとなればよろしいで
しょうか。

維持管理エリアは芝生でも問題ございませんが、ト
ラックやアウトリガーを設置するため、芝生を傷める
可能性があります。もしそのような状況になっても
本市で復旧いたしません。

18
募集
要項

18 13-3 ④ 計画

予定されている計画はいつ頃の予定でしょうか。又、補
強工事を行う際に要するスペースはどの範囲となるか
教えてください。施設運営に影響のある期間及び範囲
を教えてください。又その際の事業実施が困難な場合
の考え方についてご教授願います。

計画はございますが、具体的なスケジュール等は未
定となっております。補強工事の期間や範囲、事業
実施困難時の対応については、協議事項となりま
す。

19
募集
要項

19 13-3 ⑤ 貸付範囲

貸付範囲とフェンス位置が異なる場合には新たなフェ
ンスの設置が必要とのことですが現況について確認が
とれません。位置が違っているとの解釈で新設すると
いう解釈でよろしいでしょうか。又西側部では一部樹
木が存在して巻き込むようにフェンスが設置されてお
りますがこちらについても撤去を事業者が行うという
ことでしょうか。

本市内部で調整の結果、一致するものとしました。
引き続きの使用も可能です。
しかし、将来的に計画は未定ですが、売却や貸付の
際には、売却・貸付先との協議が必要となります。そ
の際の協議により費用の負担が必要となることが
想定されます。
西側部について事業者において撤去していただき
ます。



20
募集
要項

19 13-3 ⑧ 道路排水

敷地内の雨水処理では敷地内での側溝施設から貯留
後下水管接続を検討しておりますが、それ以外に道路
排水を事業者が処理することを想定されているという
ことでしょうか。道路部に影響がない場合道路排水は
考慮しないでよいという解釈でよろしいでしょうか。

道路工事の予定等なければ解釈のとおりです。

21
募集
要項

19 13-3 ⑨
雨水浸透
阻害行為

施設整備に伴い設置が必要です。こちらの設置個所に
ついて想定されている場所がございますか。この施設
が契約期間終了後に撤去の必要がなく市の所有となる
場合、設置箇所については事業者+東大阪市+寝屋川
水系（大阪府）との協議となることが考えられますがこ
ちらについての考え方について現時点での見解を示し
ていただけますでしょうか。設置については事業者の
負担で考えております。

設置個所については特に想定しているものはござ
いません。
NＯ.１５のとおりです。

22
募集
要項

19 13-3 ⑩ 近隣対策

工事期間中の防音、粉塵対策等についてどの程度の対
策が必要ですか。又、通行者の安全対策として検討す
る上で工事車両等の出入口について制限等がござい
ますか。

住民説明会において防音、粉塵、安全対策等に意見
があった場合、可能な限り意見を反映し対策を講じ
て下さい。出入口の制限はございません。

23
募集
要項

19 13-3 ⑪ 住民説明

東大阪市が想定されている住民説明会の範囲につい
てどの程度を見込んでおられますか。また、住民説明
会でだされた意見について、全て反映する必要があり
ますか。

周辺の自治連合会を見込んでいます。
可能な限り事業計画への反映に努めていただくよう
お願いします。

24
募集
要項

20 13-3 ⑬ 施設着手

この範囲内での整備として計画事業実施後に計画的に
施設を整備するとしても問題ないでしょうか。
先行してスポーツ施設の設置を2 年以内に着手して事
業をスタートして、付帯施設を3 年後以降に着手する
という計画でも問題ないでしょうか。

NＯ.１１のとおりです。
本事業締結後より2年以内に着手して下さい。

25
選定
基準

3 2-3 (2)
時間
人数

プレゼンテーション及びヒアリングの時間はどれくらい
となりますか。参加人数の制限はございますか。

40分以内、3人までです。



26
選定
基準

5 3-1 危機管理
危機管理を検討するにあたり現在の土地利用において
避難場所等としての利用はございますか。

現時点で避難場所等としての想定はございません。

27
選定
基準

5 3-1 地域
地元企業・地域の人材雇用、地域経済でいう地域とは
どちらを指しているのか東大阪市内を想定されている
のでしょうか。

本件土地周辺地域及び東大阪市域を想定していま
す。

28
現地開
放から

出入口
既存出入口が3 箇所存在しておりますがこちらの場所
を変更することは問題ないでしょうか。

変更は可能です。
但し、変更の際には、本市道路管理課との協議をお
願いします。

29
現地開
放から

既存側溝

敷地南側に既存側溝が存在します。これらは全て撤去
するとの認識でよろしいでしょうか。北東部の側溝は
敷地内から歩道へと接続されており今回敷地外との関
連性がありますがこちらの取扱いはどのように考えれ
ばよろしいでしょうか。

撤去する場合は、本市道路管理課と協議お願いしま
す。残置する場合は協議の必要はございません。

30
現地開
放から

歩道部
南側車道の一部に仮設単管パイプにて歩道部及び駐車
禁止帯を確保されていると思われますが、今回計画で
歩道等の設置を行う必要がございますか。

歩道等の設置の必要はございませんが、駐車禁止対
策の為に設置されている単管パイプについては残
置いたします。

31 資料２ 質問事項 維持管理範囲の交渉は可能ですか 資料2で示したとおりです。

32 その他 質問事項
本事業に応募するために設立した事業体であるのだが
（法務局に対して設立届け済）そのような会社でも、応
募は可能か

提案事業の運営実績及び直前2年間の決算報告書
を要します。


