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第１ 本書の位置付け 

本事業条件書は、大阪市（以下「市」という。）が「天王寺動物園ゲートエリア魅力向上事業

（以下「本事業」という。）の実施にあたって、事業者に要求する事業条件及び業務最低水準を

示すものである。 

応募者は、事業条件及び業務水準として具体的な仕様のある内容についてはこれを遵守して

提案するとともに、具体的な仕様が規定されていない内容については、創意工夫を発揮した提

案を行うものとする。 

  提案にあたっては、募集要項「第１ ３(3)関連する計画、あり方検討結果等」を踏まえるこ

と。ただし、本事業の事業効果を高め、或いは、公園・動物園の魅力向上に寄与する提案があ

る場合は、「関連する計画、あり方検討結果等」に縛られず、幅広く提案することも可とする。 

 

 

第２ 本事業の基本的な考え方 

１ 事業全体 

  本事業は、「てんしばゲートエリア」を、天王寺公園（以下、「公園」という。）・天王寺動物

園（以下、「動物園」という。）・市立美術館（以下、「美術館」という。）の各エリアの魅力を相

乗させる新たな賑わい拠点として再整備し、公園内の新たな回遊性を引き出すとともに、「新世

界ゲートエリア」をはじめ動物園の飲食・物販等サービス施設のリニューアルやサービスの質・

機能の抜本的改善を図ることで、動物園の魅力や来園者の満足度を高め、公園・動物園ひいては

天王寺・阿倍野地区全体のさらなる魅力向上を図ることを目的とする。 

特に、「てんしばゲートエリア」と「新世界ゲートエリア」は、動物園のゲート空間として、

来園者の動物園への期待感（プレショー）・余韻（アフターショー）を醸成するとともに、動物

園のグッズショップ・アメニティ機能を充足する機能・役割を担う。 

また、本事業を、ペンギン・アシカ舎のリニューアル、公園の回遊性向上、公園・動物園へ

のアクセス改善など、市の重点的な取組み（※）と時期を合わせて実施することで、公園・動

物園の魅力・集客力を効果的かつ相乗的に高める。 

事業実施にあたっては、税負担を軽減しつつ本事業の投資効果や事業効果を最大化するため、

民間のノウハウ・資金を最大限活用するとともに、官民連携で取り組む。 

※平成 29年度の取組み「天王寺公園・動物園の魅力向上に取り組みます（平成 29年 2月 16日

報道発表資料）」 

 

２ てんしばゲートエリア 

多くの人が訪れるエントランスエリア・動物園エリア・美術館エリアを繋ぐ要衝としてのポ

テンシャルを活かし、新たな来園者や各エリアの来園者を引き込み、公園内に新しい回遊性を

生み出すアンカーポイントとしての機能・役割並びに、来園者の動物園への期待感（プレショ

ー）・余韻（アフターショー）を醸成する機能・役割をめざす。 

来園者が自然やオープンスペースで、憩い・くつろぎ、市民の新たな交流や賑わいの場を創

出する空間形成を図るとともに、ソフト・ハード両面にわたる工夫によって、上質な都市空間

の形成と文化的な都市生活の確保に寄与することをめざす。 

 

３ 動物園内の飲食・物販等サービス機能 

 

約 11haと広い動物園内に効果的に休憩スポットを配置するとともに、動物園の中という特色

http://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/seisakukikakushitsu/0000388729.html
http://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/seisakukikakushitsu/0000388729.html
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を活かした来園者の気持ちを高揚させる仕掛け等の工夫によって、来園者の園内滞在をより印

象的で快適なものとし、一度訪れた来園者が、また来たいと思えるような質の高いサービス提

供をめざす。 

さらに、天王寺動物園基本構想では、天王寺動物園が果たすべき機能・役割の一つとして「近

距離レジャー機能」を掲げており、これを果たすうえで、魅力的で良質な飲食・物販等サービ

スの展開を図り、来園者の満足度を高め、ひいては動物園のブランド価値向上に繋げていく。 

 

(1) 新世界ゲートエリアの機能・役割・空間形成 

動物園内の回遊の拠点として、ゆったりくつろぐことのできる休憩機能を提供するととも

に、動物園ゲート空間として、動物園の非日常感・賑わい感を演出できる空間づくりをめざ

す。 

 

(2) 動物園内の飲食・物販等サービス機能 

飲食・物販等サービスは、来園者ニーズをくみ取りつつ、動物園のオリジナル性を高め、

来園者の購買意欲の喚起をめざす。 

また、乳母車貸出・荷物預かりサービスは、従来から来園者ニーズの高いアメニティ機能

であり、てんしばゲートエリアと連携した取り組みを進めるなど、利用者の利便性を十分に

考慮したサービス内容とする。 

 

 

第３ 事業共通の提案条件 

１ 適用法令及び適用基準 

本事業の実施にあたっては、設計、建設、維持管理及び運営等の各業務の提案内容に応じて

関連する関係法令、条例、規則、要綱などを遵守するとともに、各種基準、指針等についても

本事業の事業条件と照らし合わせて適宜参考にする。 

また、これら法令及び基準等は、設計、建設、維持管理及び運営等の各業務の開始時に最新

のものを適用すること。 

本事業の実施に関して、特に留意すべき関係法令、条例、規則、要綱等は別紙１「設計・整

備に関する業務要求水準書（以下「要求水準書」という。）」を参照すること。 

 

２ 必要経費等に関する条件 

   本事業に必要とする経費については、てんしばゲートエリアの既存施設の解体・土地造成に

係る費用（「第７ 既存施設の解体・土地造成にかかる市の負担上限額に関する提案条件」参

照）を除き、すべて事業者の負担とする。 

 

３ 事業推進体制に関する条件 

事業期間にわたって、施設等を適正に管理運営するだけでなく、本条件書第２事業の基本的

な考え方等に示す、「動物園の魅力や満足度を高め、公園・動物園ひいては天王寺・阿倍野地区

全体のさらなる魅力向上を図ること」「特に「てんしばゲートエリア」と「新世界ゲートエリア」

は、動物園のゲート空間として、来園者の動物園への期待感（プレショー）・余韻（アフターシ

ョー）を醸成する」等の目的を確実に推進するために必要な事業推進体制を構築することとする。 

  また、事業推進体制の中に、本事業を戦略的に推進するためのプロデューサーを配置する提

案も可能とする。配置するプロデューサーは、他事業との兼務でも差し支えないが、想定する
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下記の主な任務について、責任をもって果たすことができる体制とすること。 

・ 事業期間中における、長期・中期・短期ビジョンの策定 

・ 事業エリアにおける賑わい創出や天王寺動物園のブランド化に向けた施策策定・実施 

・ 「天王寺公園マネジメント組織（第４てんしばゲートエリアの提案条件 10賑わい創出にか

かる条件参照）への参画 

 

４ 設計等に関する諸条件 

事業者は、建築基準法など関係法令等を遵守したうえで、要求水準書を満たす限りにおいて

自由に設計できるものとする。 

 

５ 工事に関する諸条件 

   事業者は、要求水準書及び関係法令等を遵守し、工事を行うこと。 

 

６ 事業期間に関する条件 

事業期間については、てんしばゲートエリアの運用開始日から平成 47 年 9 月 30 日までを

基本とする。 

ただし、事業終了時期については、てんしばゲートエリアの運用開始日を始期として最長

20 年間までの間で、事業者が提案できるものとする。（事業終了時期が平成 47 年 9 月 30 日

より前となる提案は認めない。） 

なお、平成 27 年 10 月から民間事業者による運用を開始している「天王寺公園エントラン

スエリア（てんしば）」の事業期間は平成 47年 9月 30日までとなっているため、事業期間終

了後のエントランスエリアについては、原状復旧工事等が実施され運営内容等が変更される

可能性がある。この場合においても、市は本事業者への営業補償等は行わない。 

事業終了時期の提案については、これらを踏まえて行うこと。 

 

７ 運用開始時期等に関する条件 

運用開始時期については、平成 31年４月以降、平成 31年 10月末までの間で、事業者が提

案できる。ただし、できるだけ早期の運用開始をめざすこと。 

詳細条件は、別添３「事業スケジュール（予定）」を参照すること。 

 

(1) てんしばゲートエリア 

 既存施設の解体・跡地造成の設計（市の費用負担の対象となる部分）については、平成

30年３月末までに完了させること。 

 既存施設の解体・土地造成の施工については、平成 30 年４月以降に着手できることと

する。また、平成 31年３月末までに完了させること。 

(2) 動物園エリア 

① 動物園内一円での飲食・物販等サービス（簡易売店、自動販売機、荷物預かり・乳母車貸

出サービス、飼料販売） 

 現地での施設整備・開業準備の開始時期は、平成 31年４月以降かつ運用開始の１ヶ月

前からを基本に、別途、市・事業者で協議することとする。 

 事業者が担う園内一円での飲食・物販等サービスの提供開始は、原則として、時期を

合わせ一体的に開始すること。 

 動物学習・休憩施設内店舗の運用開始までの間も、簡易売店（キッチンカー等）の設
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置数を増やすなどし、来園者が十分なサービス提供を受けられるよう工夫すること。 

② 新世界ゲートエリア（動物学習・休憩施設内店舗） 

 運用開始時期については、平成 32年 4月より事業者が店舗の内装等工事に着手できる

と想定したうえで、平成 32年７月末までの間で事業者が提案すること。 

 事業者による店舗内装等の工事着手時期については、動物学習・休憩施設の市工事ス

ケジュールを踏まえて、具体的な実施時期を別途、市・事業者で調整することとする。 

 

８ 管理運営に関する諸条件 

(1) 事業計画書の提出 

事業者は、次の項目を記載した事業計画書を会計年度（4 月～翌年 3 月）ごとに作成し、

当該会計年度の開始前に市の承認を受けること。 

 事業・施設等の運営計画 

 施設等の維持管理計画 

 賑わい創出にかかる取組み方針 

 イベント等の企画・実施、誘致の実施計画 

 プロモーション活動（広報・宣伝）の実施計画 

 収支予算（案） 

 緊急時の体制及び対応 

 職員配置計画 

 配置する職員に対する研修計画 

 その他、事業実施に必要な項目 

 

(2) 事業報告書の提出 

   事業者は、次の項目を記載した事業報告書を会計年度（4 月～翌年 3 月）ごとに作成し、

毎会計年度終了後 20日以内に市へ提出すること。 

 事業・施設等の運営報告 

 施設等の維持管理報告 

 賑わい創出にかかる取組み結果 

 イベント等の企画・実施、誘致の実施結果 

 プロモーション活動（広報・宣伝）の実施結果 

 事業効果（施設利用状況（利用者数など）・天王寺公園全体の利用者数（推計値可）等） 

 収支決算書（当該年度） 

 施設整備報告書 

 事業期間における全体収支状況 

 次年度へ向けた課題とその対応策 

 配置する職員に対する研修の実施結果 

 その他、特記事項 

 

(3) 事業評価 

事業者は、会計年度終了後、事業協定書に基づく各事業について進捗状況や成果等につい

て自己評価し、結果を市へ報告すること。 

また、事業者は、会計年度終了後、事業報告書を基に事業の実施状況について市へ報告し、

その評価を受けること。 
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なお、市から指示があった場合、事業者は売上を把握するために必要な経理状況に関する

報告や実地調査に協力しなければならない。 

 

(4) 事業内容の変更 

社会経済情勢の変化、再投資の有利性又はその他の事由により、事業者が、２次提案にお

いて提出した事業計画提案書に基づく事業内容を変更する場合、事業者は、相当の期間を設

けて市と協議を行ったうえで、事前に書面により市へ申請し、市の承諾を得て、事業の内容

を変更することができる。 

 

９ サイン計画 

(1) 公園全体の案内（公園全体マップ）又は公園周辺の観光案内（周辺マップ）を案内サイン等

へ表示する場合は、市が管理する統一のマップ規格を使用すること。 

(2) 市が管理する公園全体マップデータについて、市から事業者へデータを提供するので、本事

業の施設内容に応じて、事業者においてデータの修正を行うこと。（参考資料９「公園全体

マップ、周辺マップ」参照） 

(3) サインデザイン（筐体、地図、表示デザイン等）については、公園・動物園の既設サインと

の調和を図ること。 

 

１０  販売品目について 

  売店等において、公園利用と関連性の低い品目（たばこや喫煙用具類など）や公園の適正な

管理に支障を及ぼす恐れのある品目、並びに青少年の健全な育成を阻害する恐れがあると本市が

判断する品目の販売はできない。 

また、動物園内においては、上記に加えて原則として酒類及び動物園利用上必要ないと判断

する商品（例：雑誌、医薬品、有価証券など）、また動物飼育に影響を与える可能性のある商品

の販売を行うことはできない（例：スーパーボール等の球状物など）。詳細については、市と協

議のうえ、個別に判断する。 

 

１１  外国人観光客への対応について 

(1)  Wi-Fi環境の整備 

① てんしばゲートエリア及び新世界ゲートエリア（動物学習・休憩施設内店舗）について

は、Osaka Free Wi-Fi の仕様を満足した公衆無線 LAN サービスを少なくともそれぞれ１

基ずつ設置し、同サービスの提供を可能とすること。 

② 仕様等の詳細については、別紙 11「売店等における Osaka Free Wi-Fi環境の整備につい

て」参照 

 

(2) 多言語表示対応 

外国人観光客へのサービス向上のため、案内サイン・メニュー・情報発信等については、

ピクトグラムの活用や多言語表示等の工夫に努めること。 

 

１２  天王寺動物園１０１計画に基づく獣舎等リニューアルについて 

動物園では、天王寺動物園１０１計画に基づき、今後、継続的に獣舎等のリニューアル整備

や活性化・機能向上施策等を進める予定である。本事業実施にあたっては、以下の点を踏まえ

るとともに、市の取組みと連携すること。 
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(1) 動物園内の売店等については、事業期間中、新たな獣舎施設の配置や工事状況等を踏まえ

て、設置位置の変更を指示する場合がある。市が既設店舗の移設等を指示した場合はこれ

に従うこととし、その際の営業補償等は行わないものとする。また、変更位置については、

事業者から提案を受け、園内状況に応じて市・事業者で個別協議のうえ決定する。 

(2) 動物園の飲食・物販等サービスについては、獣舎リニューアルの内容（コンセプト、配置

等）や市が取り組む活性化・機能向上施策等に積極的に連携し、市の施策と連動して、動

物園全体で効果的かつ魅力的なサービスが提供されるよう、設置位置・規模・営業企画等

の内容を工夫すること。 

 

第４ てんしばゲートエリアの提案条件 

１ 事業対象エリア 

(1) てんしばゲートエリア 約 0.5ha（別添２「事業対象エリア図」参照） 

(2) 事業者の整備・維持管理範囲は、別紙５「てんしばゲートエリア（事業者の整備・維持管

理範囲の考え方）」を基本とする。なお、詳細については、事業者が決定した後、市と事業

者で協議のうえ決定する。 

(3) 無料の公園エリアとして整備すること。 

(4) 動物園主園路側の境界区分は、事業者からの提案内容を踏まえて市・事業者で協議し、詳

細を決定する。 

 

２ 施設の所有権 

(1) 事業者が整備する施設の財産は、原則として、事業者に帰属するものとする。 

(2) ただし、事業者が整備した施設のうち、収益性がなく、公園利用者が無償で自由に利用で

きる施設（広場・園路・樹木・植栽・管理用フェンス等）については、市へ寄附すること

を含む提案も可能とする。 

    

３ 設置施設及び導入機能 

(1) 提案できる施設等は、都市公園法第２条第２項に定める「公園施設」に該当する施設に限

る。 

(2) 動物園グッズショップの導入【必須】 

100 ㎡以上の売場面積を確保し、動物園のメイングッズショップ（土産物店）として運営

すること。なお、動物園グッズショップの配置は、動物園退園動線との位置関係を考慮した

ものとすること。 

(3) 動物園来園者向けの荷物預かりサービス（コインロッカー等）の導入【必須】 

① 有人ではなくコインロッカーの設置も可とするが、コインロッカーに入らない大きさの

荷物の預かりについても対応すること。 

② 料金は応募者が提案することとし、市の承認を得て決定するものとする。 

(4) 動物園来園者向けの乳母車貸出サービスの導入【必須】 

① 開園日の営業時間内は、市が認めた場合を除き、乳母車貸出サービスを行うこと。 

② 料金は応募者が提案することとし、市の承認を得て決定するものとする。 

③ 乳母車の返却は新世界ゲートでも行えるようにすること。 

(5) 公園・動物園での滞在をより快適にするレストラン・カフェ等の多面的な展開や、近隣施

設とは異なる公園にふさわしい特色のある施設の導入、動物園や美術館に親和した機能の
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導入について工夫すること。 

(6) 店舗外観等について、動物園内からの視覚デザインを工夫すること。 

(7) 動物園来園者の利用しやすさにも配慮し、施設配置を工夫するとともに、適切なアクセス

動線を設定すること。 

(8) 動物園ゲート空間として、混雑時にも対応できるよう、十分な園路幅員と歩行者の滞留ス

ペースを確保すること。 

(9) 来園者の憩い・くつろぎの場、市民の新たな交流の場、賑わいの場を創出するうえで、一

定の広場機能（オープンスペース）を設けること。 

(10)樹木・庇・屋根等の設置を工夫し、屋外においても、来園者が快適に過ごせる日陰空間の

創出に努めること。 

(11) 各店舗の規模・用途等を踏まえ、必要なトイレ機能を配置すること。 

(12) 新たに設置する施設の規模・用途等に応じて、当該施設の利用者のために必要な台数分の

自転車駐車場（駐輪場）を整備すること。 

(13) 公園内の各エリア（エントランスエリア・動物園・美術館等）や周辺主要施設（駅・観光

施設等）に来園者を案内・誘導するため、案内サイン・誘導サイン等を適切に配置するこ

と。 

 

４ 境界へのフェンス等の設置 

(1) 動物園との境界への管理用フェンス等の設置 

① 有料である動物園内へ自由に出入りできないよう、動物園との境界部分へ、フェンス・

工作物・建物壁等（以下「管理用フェンス等」という。）を設けること。 

② 管理用フェンス等は、高さ 1.8ｍ以上とするなど、人が容易に乗り越えられない形状と

すること。 

(2) エリア外周への管理用フェンス等の設置 

天王寺公園は夜間閉鎖（22：00～7：00）を行っているため、エリア外周の必要な範囲に管

理用フェンス等を設置し、夜間の公園閉鎖に対応すること。 

① エリア北側については、自由に動物園内への出入りができないよう、動物園との境界部

分に管理用フェンス等を設けること。 

② エリア南側については、夜間閉鎖後に、人が公園内に容易に侵入出来ないよう、管理用

フェンス等を設置すること。（既設フェンスを活用することも可） 

③ エリア東側は、管理用フェンス等の設置は不要である。 

④ エリア西側は、既設の猛獣脱出防止柵（市管理）があるため、新たな管理柵等の設置は

不要である。 

⑤ 管理柵等の設置が必要となる範囲については、別紙５「てんしばゲートエリア（事業者

の整備・維持管理範囲の考え方）」も参照すること。 

 

５ 動物園主園路との取合い部分の整備・復旧 

事業対象区域の施設計画と一体で、動物園主園路の復旧線形及び取合い部分の整備内容につ

いて提案し、事業者で整備すること。 

(1) 事業者の基本整備区分 

別紙５「てんしばゲートエリア（事業者の整備・維持管理範囲の考え方）」を参照すること。 

(2) 復旧後の動物園主園路 

十分な幅員を確保するものとし、整序線形となるよう計画すること。なお、復旧に使用す
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る舗装材は既存と同仕様とする。 

 

６ 建築にかかる条件 

(1) 建築敷地 

建築敷地については、市道天神橋天王寺線（別添２「事業対象エリア図」参照）への接道

を基本に設定するが、詳細については、事業者決定後に市・事業者で協議する。 

 

(2) 建築可能面積 

2,000㎡以下を基本とする。ただし、これを大幅に上回らない範囲であれば、条件緩和につ

いて提案ができるものとする。 

 

(3) 屋根付広場 

都市公園法第４条及び同施行令第６条第１項第３号の「屋根付広場」を整備する場合は、

屋根部分の建築面積は、(2)建築可能面積 2,000㎡とは別に提案できるものとする。 

 

(4) 注意事項 

事業対象区域は風致地区として定められているため、「大阪市風致地区内における建築等の

規制に関する条例」による規制内容（以下「風致規制」という。）を踏まえて施設計画を行

うとともに、建築等行為にあたっては、風致許可の手続きに準じて関係機関への手続きを

行うこと。なお、風致規制の規制内容に準じ難い施設を提案する場合は、別途、提案施設

の必要性や風致規制を超える部分の内容及び、その理由等についても提案すること。 

 

７ 空間形成・景観形成にかかる条件 

(1) 事業対象区域のみならず、天王寺公園全体におけるてんしばゲートエリアの機能・役割と

いう視点を踏まえて空間・景観形成を図ること。また、区域外を視点場とした景観にも配

慮し、都市公園として相応しいランドスケープデザインに注力した景観形成を図ること。 

(2) 特に、てんしばゲートエリアの景観デザインは、エントランスエリア（てんしば）及びて

んしばゲートと一体となって、来訪者が公園・動物園に感じる印象に対して与える影響が

大きいと考えられるため、ランドスケープ、店舗外観（色・高さ・形状等）、緑化計画等の

検討にあたっては、エントランスエリアや動物園のデザインとの相関性や一体的な景観形

成に配慮すること。また、谷町筋側からの遠景についても工夫すること。 

(3) 動物園に親和したデザインや機能の導入、また、てんしばゲートへ誘導する視覚の確保な

どにより、動物園を感じさせる空間づくりの工夫を行うこと。 

(4) 施設デザイン・配置については、周辺の景観及び環境等に配慮するとともに、死角や暗が

りをつくらないよう公園の安全性に配慮すること。 

(5) 可能な限り、既存樹木を活かす計画とすること。 

(6) 高低差のある土地状況を踏まえ、新たな施設計画及び既存施設の解体・土地造成等の提案

にあたっては、魅力的なエリア形成や効率的な利用者動線（バリアフリー動線の確保も必

須）、経済合理性・施工合理性等を総合的に勘案し、効果的な土地利用計画となるよう提案

内容を工夫すること。 

 

８ 夜間景観の創出にかかる条件 

(1) 都心で夜間も楽しめる公園として、照明の工夫やイルミネーション・ライトアップ等によ
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り、夜間景観の創出を工夫すること。 

(2) 動物園に近接するため、夜間照明については、動物園側への直接的な照射は行わないこと

とし、動物園内への影響が最小限となるよう照度・照射方向等を配慮すること。 

(3) 夜間に屋外で飲食営業等（イベント実施を含む。）を行う場合、原則としてＢＧＭ等の音楽

は使用できないものとする。やむをえず音楽・音響機器を使用する場合は、動物への配慮

が必要となるため、音量等を含めて、事前に市と協議すること。 

 

９ 歩行者動線にかかる条件 

(1) 動物園からの退出動線の設定 

① 動物園主園路側に、動物園（有料エリア）からてんしばゲートエリアに直接アクセスでき

る退出動線を設定すること。（別紙６「てんしばゲートエリア（動物園のアクセス動線の

考え方）」参照） 

② 動物園からの退出動線については、混雑時にも対応できるよう、幅員２ｍ以上を確保する

こと。また、店舗等の出入口の配置等によって店舗利用者と動物園退園者の交錯が生じる

ことが想定される箇所については、さらに必要な幅員を確保すること。 

③ 退出動線にあたる門扉等の設置にあたっては、バリアフリーに配慮するとともに、逆流防

止の措置を講じること。 

(2) 来園者の主動線の設定 

高低差がある敷地形状に留意し、各施設の床の高さの設定やスロープ・階段・ＥＶ等の配

置を総合的に計画し、バリアフリー動線を確保した効率的な動線が作出されるよう工夫す

ること。 

 

10  賑わい創出にかかる条件 

(1) エントランスエリア・動物園・美術館を繋ぐ要衝にある立地特性を最大限に活かし、てん

しばゲートエリアの来訪者が、動物園はもとより公園内他施設も訪れる等、公園全体の集

客力、公園内の回遊性、ブランド力を相乗的に高める施策であること。 

(2) 参加者の感受性（創造性、好奇心、学習意欲や動物を愛護する精神等）を刺激するような

イベント等を屋外等で実施するなど、動物園への来園を促進するような取組みを行うこと。 

(3) 公園内他施設と連携したイベント等を実施すること。 

(4) プロモーション活動は、事業者にかかるものだけでなく、動物園及び公園全体に関する情

報・案内等についても公園内他施設と連携して積極的に発信すること。 

(5) 施設利用者・イベント等参加者数、満足度等を把握し、効果を検証すること。 

(6) 賑わい創出を実施するために必要な体制（人員、予算等）を確保すること。 

(7) 賑わい創出の実施にあたっては、企画段階から、園内他施設と内容及び手法等について調

整するとともに、情報を共有すること。 

(8) 天王寺公園内で十分な連携を図っていくため設置している「天王寺公園マネジメント組織

※」に参画し、他の構成者と連携して公園内マネジメント・地域連携に取り組むこと。 

※天王寺公園マネジメント組織の現構成員 

大阪市建設局天王寺動物公園事務所（公園・動物園） 

大阪市経済戦略局文化部文化課（市立美術館） 

大阪市経済戦略局観光部観光課 

天王寺公園エントランスエリア魅力創造・管理運営事業者（近鉄不動産㈱） 

(9) 事業者以外が実施する事業等 
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事業対象エリアの運営・維持管理にあたり、事業者は、下記事業の実施について配慮する

とともに、事業者が主催者と調整をおこない、プロモーション活動（広報・宣伝）等につ

いて連携を図ること。 

① 市（区役所を含む）が主催者として実施する事業 

② 市も構成団体となって実行委員会方式等で実施する事業 

③ 第三者が主催するイベントで、市が都市魅力向上・地域の活性化等に繋がると判断す

る事業 

(10) 行為の禁止及び制限 

① 都市公園内における行為については、大阪市公園条例第３条及び第４条に基づくものの

他、別に法令の定めがある場合に、禁止又は制限している。従って、事業者は、設置許

可・管理許可を得た施設について、次に示す行為（例示列挙）を行い又は第三者に行わ

せることはできない。 

ア 政治的又は宗教的な用途で、勧誘活動及び公園利用者が対象となることが予想され

る普及宣伝活動等 

イ 風俗営業法等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項に規定する風俗

営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業及びこれに類似する業 

ウ 売店・飲食店を除く施設において、営利を目的とした物品販売（ただし、イベント

事業における物品販売等について、市の許可を受けたものは除く） 

エ 青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供等 

オ 騒音や悪臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想される行為 

カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２項に規定する団体（以

下、「暴力団」という。）及びその利益となる活動を行う者、大阪市暴力団排除条例

（平成 23年条例第 10号）第２条第３項に規定する暴力団密接関係者（以下、「暴力

団密接関係者」という。）の活動 

キ 上記の他、公園利用との関連性が低く、市が必要とみなすことができないと判断す

る行為 

② なお、設置許可・管理許可を得た施設を除く事業区域内において、事業者がイベントの

開催など禁止行為以外の行為（制限行為）で、施設用途以外の目的で使用する場合は、

詳細内容について事前に市と協議を行い、施設用途以外の目的で使用する場合は、制限

行為の解除に関する許可（以下、「行為許可」という。）を受けること。 

 

11  運営・維持管理にかかる条件 

(1) 動物園来園者向けの飲食・物販等サービスについては、「第５ 動物園内での飲食・物販等

サービス機能の提案条件」の「４ 飲食・物販等サービスの営業企画」及び「５ オリジ

ナル商品等の開発・ライセンス管理等」を踏まえること。 

(2) 事業対象区域全域について、別紙２「維持管理標準仕様書」を参照し、上質な都市空間を

実現・維持し良好な環境を確保するため必要な、清掃・警備、緑地・施設の維持管理を行

うこと。 

① 事業対象区域内の全ての施設及び設備を清潔に保ち、来園者が安全かつ安心して利用で

きるよう適正管理と保守点検に努め、危険個所等を発見した場合は、迅速かつ的確に処

理する。 

② 施設管理及び植物管理などの維持管理については、より質の高い維持水準を保てるよう

に努め、来園者が快適かつ安全に過ごせるよう必要な管理を行う。 
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③ 維持管理に必要な光熱水費、補修・修繕等は事業者の負担とする。 

 

12   既存施設の解体及び土地造成にかかる条件 

(1) 事業対象エリアの既存施設（映像館・植物温室、トロピカル温室、外構等）については、

別紙５「てんしばゲートエリア（事業者の整備・維持管理範囲の考え方）」参照 

(2) 施設整備計画の提案と併せて、必要となる事業対象エリアの既存施設の解体及び解体跡地

の土地造成（盛土、勾配処理方法等）の計画並びに、これらを実施するうえでの施工計画

及び必要経費（設計費・施工費）については、事業者が提案することとし、市と協議の上

で決定する。 

(3) 既存施設の解体・土地造成にかかる設計・施工は、事業者が実施することとし、費用につ

いては、市が予め示した負担上限額を限度に、市が負担することとする。 

(4) 当該エリアが、東西・南北ともに段階的に地盤高が変わる複雑な土地形状となっているこ

とを踏まえ、新たな施設計画及び既存施設の解体・土地造成等の提案にあたっては、魅力

的なエリア形成や効率的な利用者動線（バリアフリー動線の確保も必要）、経済合理性・施

工合理性等を総合的に勘案し、効果的な土地利用計画となるよう提案内容を工夫すること。 

(5) 動物園ゲート周辺の歩行者動線への影響が大きいため、解体・土地造成工事及び新たな施

設整備工事と併せて、全体の工事期間が短縮できるよう工夫すること。 

 

第５  動物園内での飲食・物販等サービス機能の提案条件 

１ 事業対象エリア 

(1) 動物園内一円 約 11ha（別添２「事業対象エリア図」参照） 

① 動物園内の飲食・物販・アメニティ等サービスについて、事業者が包括的に実施すること。 

② 配置基準等の詳細については、「３ 設置施設及び導入機能」の各施設の配置条件を参照

すること。 

③ 本事業の期間中、市では園内各所で獣舎整備等工事を予定しており、園内施設の配置も大

幅な変更が見込まれる。これらを踏まえ、売店等の配置については、園内状況に応じて事

業者が随時、変更提案できるものとする。なお、設置詳細については、事業者からの提案

内容を踏まえ、市・事業者で別途協議・調整のうえ決定する。 

④ 本事業の期間中、園内状況（施設配置の変更、市工事、イベント等）に応じて、市が既設

店舗の移設等を指示した場合は従うこと。なお、その際の営業補償等は行わない。 

 

(2)  新世界ゲートエリアの動物学習・休憩施設内店舗 

① 動物学習・休憩施設の配置・ゾーニング等は、別紙９「新世界ゲートエリア（動物学習・

休憩施設内店舗 配置イメージ）」を参照すること。 

② 飲食・物販店舗のレイアウト（厨房・売場・倉庫・事務所等の区画割り等）は、「動物学

習・休憩施設の概略レイアウト」（別紙 13）を基に、事業者が提案できる。なお、整備詳

細については、事業者からの提案内容を踏まえ、市・事業者で別途協議・調整のうえ決定

する。 

③ 動物学習・休憩施設の詳細については、市が実施予定の基本計画（平成 29年度）・実施設

計（平成 30年度）において、詳細を決定する。 

④ 店舗部分の設計詳細については、「３(1)④施設・設備等の条件」を前提に、事業者からの

提案内容を踏まえ、市・事業者で事前に協議・調整を行うものとする。 

⑤ 飲食店舗に併設し、市において、客席 200席程度（屋内・屋外）を確保した休憩スペース
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を整備する予定である。休憩スペースの維持管理は、屋内休憩スペースの日常清掃（テー

ブル・椅子等の清掃、ごみ処理等）は事業者が実施することとし、その他は、市の負担で

実施する。なお、休憩スペースは、店舗利用者以外の者も利用可能とする。 

 

２ 施設等の所有権 

事業者が整備・設置する簡易売店、自動販売機、貸出用乳母車・荷物預かりのための施設等

の財産は、原則として事業者に帰属するものとする。 

また、動物学習・休憩施設内店舗の内装・設備等については、事業者が整備・設置した施設

の財産は原則として事業者に帰属するものとするが、所有区分等の詳細については、別途、市・

事業者で協議する。 

 

 

３ 設置施設及び導入機能 

(1) 新世界ゲートエリアの動物学習・休憩施設内店舗 

① 新世界ゲートエリアに市が整備する動物学習・休憩施設内において、動物園来園者向けの

飲食店舗及びグッズショップの整備（内装・設備等）・運営を実施すること。 

② 開園日・営業時間内は、グッズショップは常時営業すること。また、飲食店舗は、少なく

とも１店舗は営業すること。 

③ 都心のオアシスをコンセプトとする動物園であることを踏まえ、事業者が整備・運営する

店舗の内装デザイン等についても、自然の温かみが感じられるデザイン・仕様となるよう

工夫すること。 

④ 施設・設備等の条件は、下記のとおりとする。  

項目 条件 

Ⅰ．建物構造・階層 ア）建物構造 木造又は鉄骨造 

イ）階層   １層 

Ⅱ．店舗部分面積 

（事業者の使用部分面積） 

ア）飲食店舗 ３店舗相当 

100㎡程度（厨房・倉庫・事務所） 

イ）グッズショップ １店舗相当 

50㎡程度（店舗・倉庫） 

※飲食・物販店舗のレイアウト（厨房・売場・倉庫・事務所等の区

画割り等）は、別紙 13「動物学習・休憩施設の概要レイアウト」

を基に、事業者が提案できる。 

※ただし、各店舗の間仕切り、出入口、カウンター（購買窓口）の

位置等は提案できるが、建物構造・棟数については変更できない。 

Ⅲ．設備等の条件 ア）工事区分 

・原則、スケルトン渡しとする。 

・内装及び設備工事における設計、施工、監理並びにこれらに

必要な許認可申請（計画の変更含む）については、事業者の

責任及び負担により行うこと。 

・別紙 14「新世界ゲートエリア（動物学習・休憩施設内店舗工

事区分表）」に従い、本体工事（Ａ工事）と連携のうえ、事業

者による工事（Ｃ工事）を行うこと。 
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イ）インフラ諸元 

・店舗使用者と供給会社との直接契約を原則とする。ただし、

直接契約できないものについては、メーター等を設置し、事

業者の使用料部分を市に支払うこと。詳細は別途、市・事業

者で協議する。 

・光熱水関係は次のとおり 

  電  気  別紙 14（工事区分表）を参照 

  ガ  ス  都市ガスが来ていないため、必要に応じてプ

ロパンガスを個別契約 

  水  道  給水：４０Ａ 

・通信機器 個別契約（事業者と供給会社との直接契約） 

・セキュリティ 個別契約（事業者と供給会社との直接契約） 

Ⅳ．その他 ア）従業員等トイレ 

・共用スペースのトイレを使用すること。 

イ）ごみ処理 

・各店舗において処理すること。 

 

 

(2) 簡易売店 

簡易売店は、キッチンカー・コンテナ等の可動式の店舗が想定されるが、これ以外に、事

業者において新たな建築物等を整備する提案も可能である。 

また、最終的な店舗配置の詳細は、別紙７「天王寺動物園（売店等の配置・営業日の考え

方）」に基づき、市と協議のうえ決定することとする。 

① 配置条件 

 別紙８「天王寺動物園（簡易売店の設置不可エリア）」に示す設置不可エリアを除き、

本事業の期間中、事業者は自由に提案できるものとする。また、イベント等の実施に

併せた、時限的な店舗の設置提案も可能とする。 

 本事業の期間中、市では園内各所で獣舎整備等工事を予定しており、園内施設の配置も

大幅な変更が見込まれるため、具体的な店舗の設置位置等については、事業者から変更

提案を受け、園内状況に応じて市・事業者で個別協議のうえ決定する。 

 店舗の位置・規模・営業内容が来園者の観覧・通行の妨げとなる場合、または獣舎に近

接し動物に影響（匂いや音等）を与える惧れがある場合、あるいは市工事の支障になる

場合など、市として設置を認めないことがある。 

 園内において、施設配置の変更、市工事、イベント等に応じて設置不可エリア等に変更

が生じる場合は、その都度、市から事業者に提示する。 

② 設置可能面積 

 合計 200㎡以内（既存 60㎡） 

 イベント等の実施に併せて、時限的に設置する店舗については、前項に定める 200 ㎡

とは別途で提案できるものとする。 

③ 動物園来園者の利便性向上や動物園全体の魅力向上という観点を踏まえ、園内全体での最

適配置・規模、店舗形態（建物、コンテナ、キッチンカー等）、店舗コンセプト・デザイン、

営業内容等について工夫すること。 
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④ 店舗デザインや提供サービスは、天王寺動物園の特徴やロケーションを活かす工夫を行う

とともに、都心のオアシスをコンセプトとする天王寺動物園のイメージに調和したものと

すること。 

⑤ 営業条件 

 開園日・営業時間内の営業義務については、別紙７「天王寺動物園（売店等の配置・営

業日の考え方）」のとおりとする。 

 開園時間中に営業を行わない簡易売店については、原則としてその都度撤収すること。

ただし、建築物等で容易に移動できない場合や景観面で支障がない場合等、園内におけ

る営業時間外の残置を市が認めた場合はこの限りでない。 

 動物学習・休憩施設内店舗が開業するまでの間は、動物園内の少なくとも１箇所で、グ

ッズショップ機能を有する簡易売店を常時営業すること。 

 

(3) 自動販売機 

① 配置条件 

 来園者の利便性を踏まえ、園内各所に効果的に配置することとする。 

 原則として、獣舎前、獣舎・ゾーンのコンセプトや景観を損なう場合、来園者の観覧・

通行の妨げとなる場合、市が実施する工事の支障になる場合等、市が設置を認めないこ

とがある。 

 

② 公園エリアへの設置について 

 公園エリアの既存３箇所（４台）の設置・運営を含むこととする。 

 将来的に現地状況や市の事情等によって、市から事業者に設置位置の変更を求めた場合

は、その指示に従うこと。変更後の設置位置については、設置台数については、少なく

とも既存設置台数（４台）の確保を基本とし、市・事業者で事前協議のうえ決定する。 

 公園エリアにおいては、既存３箇所以外にも、市が提案位置等に支障がないとして認め

た場合に限り、自動販売機の追加設置を提案できるものとする。ただし、エントランス

エリア・茶臼山北東部エリア・市立美術館・慶沢園への設置提案は認めない。 

③ 設置可能台数 

 動物園内へは、合計 40台(既存 33台)まで設置可とする。 

 公園エリアでの設置は、既存３箇所（４台）を基本とする。ただし、市が認めたときは、

追加で設置できることとする。 

④ 費用負担 

 自動販売機の設置、交換及び撤去に要する工事費、移転費等の一切の費用は事業者の負

担とする。 

 自動販売機の稼働にかかる光熱水費は事業者の負担とする。 

 電源は公園・動物園の受電設備から電気供給を受けることとなるため、電力量計付分電

盤の設置とそれに伴う配線工事は事業者の負担とする。事業者は、電力量計分電盤の数

値を毎月所定の様式により市へ報告し、使用量に基づいて算出された電気使用料を市が

発行する納入通知書により指定する期限までに納付すること。 

⑤ 自動販売機の仕様・販売品目等の制限 

 販売品目については、事前に市と協議するものとする。なお、ビン類・酒類・たばこ類

の販売は行わないこと。飲料品の容器については、缶・ペットボトルなどリサイクル可

能な密閉式のものとすること。 
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 標準価格より高い価格での販売は行わないこと。 

 自動販売機の筐体デザインについては、公園内・動物園内でそれぞれ統一性を持ったも

のとし、事前に市の承認を得るものとする。 

 災害時、市から要請があったときは、自動販売機内の在庫飲料を無料で提供するよう協

力すること。 

 誰もが利用しやすいよう、設置箇所・設置方法等は十分に配慮すること。設置箇所ごと

に最低１台はユニバーサルデザインのものを設置すること。 

 公園エリアの自動販売機については、原則として７日間以上の録画機能を有した防犯カ

メラ機能付きのものとする。ただし、事業開始１か月前までに市が変更を通知する場合

はこの限りでないほか、１箇所に複数台設置する場合は、箇所ごとに条件を満たせばよ

いものとする。 

 また、収集した個人情報の取扱いは、大阪市個人情報保護条例（平成７年大阪市条例第

11号）の規定を遵守すること。 

 飲料自動販売機の冷却方法は、水冷式でないこと。 

 公園管理上、電力供給設備の点検を毎年２～３回実施しており、その際には全物件を停

電とするため、稼働できない状態となる。 

⑥ 維持管理責任 

 商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、事業者が行うこと。また、

常に商品の賞味期限に注意し、在庫・補充管理を適切かつ迅速に行うこと。補充方法に

ついては、来園者の安全確保に十分注意すること。 

 自動販売機に併設して、原則として１台に１体の割合で使用済み飲料容器の回収ボック

スを設置し、事業者の責任において適切に回収・処分すること。 

 自動販売機及び回収ボックス周辺の美観の維持に努めること。回収ボックスに缶・ペッ

トボトル以外のごみが混入していた場合でも、設置事業者の責任において適切に回収・

処分すること。 

 関係法令等を遵守し、衛生管理及び感染症対策を徹底すること。 

 自動販売機の設置にあたっては、据付面を十分に確認し、地震やいたずら等による転倒

防止等の安全策を講じること。なお、インターロッキング、タイル等へのアンカーボル

トの打ち込み及び現状復旧については、事前に市と協議のうえ、その指示に従うこと。 

 自動販売機には故障時等の連絡先を必ず明記し、故障、問合せ、苦情については事業者

の責任において迅速かつ丁寧に対応すること。併せて、連絡先については事前に市へ届

け出ること。 

 自動販売機の損壊・盗難事故等による損害は、市の責任によることが明らかな場合を除

き、全て事業者が負うこと。 

 市が設置した電気・機械設備の検査及び点検を適切に行い、結果の記録・保管を行うこ

と。なお、市が点検・検査結果の記録の提出を求めた場合は、速やかに提出すること。 

⑦ その他市との協議事項 

次の項目については、事業者は市と協議し、その指示に従うこととする。 

ア 公園・動物園への車両の乗り入れに関すること 

イ 使用済飲料容器・ごみの回収に関すること 

ウ 自動販売機の設置及び商品の補充方法に関すること 

エ 利用者からの苦情、トラブル対応に関すること 

オ 防犯カメラ付き自動販売機の設置方向に関すること 
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カ その他市が協議が必要と認める事項 

 

(4) ふれあい・家畜広場における飼料販売サービス 

① 開園日の営業時間内は、ふれあい広場で、飼料販売サービスを実施すること。 

② 販売方法は、有人または無人（自動販売機等）のいずれも可とし、実施方法について提案

すること。 

③ 飼料販売の対象となる動物は、ヤギ、ヒツジ、野間馬とする。 

④ 動物の頭数・体調によって与えられる飼料量が変化するため、販売量は市の指示に従うこ

と。 

⑤ 料金設定については、事業者が提案することとし、市の承認を得て決定する。 

⑥ 現ふれあい広場は、将来的に（平成 33年度頃）てんしばゲートエリアの北側（現在の養生

温室エリア）に移動する予定であり、新たなふれあい・家畜広場での飼料販売サービスの

継続については、市と協議のうえ決定する。 

     

(5) 荷物預かりサービス 

① 開園日の営業時間内は、新世界ゲート付近で、荷物預かりサービスを行うこと。 

② コインロッカーの設置も可とするが、コインロッカーに入らない荷物の預かりについても

対応すること。 

③ 事業者は、新世界ゲートの既存荷物預かり室（参考資料５②「施設現況（荷物預かり室、

乳母車室、飼料販売所）」を参照）を利用することができるが、事業者において新たに施設

整備等を行うことも可能である。 

④ 設置場所及び料金設定については、事業者が提案することとし、市の承認を得て決定する。 

 

(6) 乳母車貸出サービスについて 

① 開園日の営業時間内は、新世界ゲート付近で、動物園来園者向けの乳母車貸出サービスを

行うこと。 

② 事業者は、新世界ゲートの既存乳母車室（参考資料５②「施設現況（荷物預かり室、乳母

車室、飼料販売所）」参照）を利用することができるが、事業者において新たに施設整備等

を行うことも可能である。なお、貸出乳母車は、事業者で調達すること。 

③ 設置場所及び料金設定については、事業者が提案することとし、市の承認を得て決定する。 

④ 乳母車の返却は、てんしばゲートエリアでも行えるようにすること。 

 

４ 飲食・物販等サービスの営業企画 

天王寺動物園のイメージ向上やブランド構築に効果的に寄与するよう、市と連携し、戦略を

もって取り組むこと。 

(1) 動物園全体の魅力や満足度を高め、滞在時間の延長、新たな来園者やリピーターの獲得に

繋がるよう、提供するサービスのメニュー・内容・プロモーション等を工夫すること。 

(2) 動物園のブランド価値向上に寄与するオリジナル商品（飲食メニュー、グッズ等）の企画・

開発・制作・販売展開に積極的に取り組むこと。 

(3) 家族連れなど幅広い年齢層が動物園に来園することに鑑み、提供メニュー等を工夫するこ

と。 

(4) 一般的な動物園の役割（環境教育など）を踏まえて実施すること。 
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５ 運営・維持管理の条件 

事業者の設置・管理施設については、別紙２「維持管理標準仕様書」を参照し、良好な環境

を確保するための維持管理を行うこと。 

① 動物学習・休憩施設内店舗、簡易売店、自動販売機の維持管理に必要な光熱水費、補修・

修繕等の経費は事業者の負担とする。 

② 動物学習・休憩施設内店舗について、動物学習・休憩施設の運営維持管理は市で実施する

が、店舗部分の運営・維持管理並びに、屋内休憩スペースの日常管理（テーブル・椅子の

清掃、ごみ処理等）については、事業者が実施すること。また、事業者が運営する店舗に

起因して市管理施設の汚損等があった場合は事業者の責任で対処すること。 

③ 簡易売店について、来園者が安全かつ安心して利用できるよう適正管理と保守点検に努め、

故障や危険個所等を発見した場合は、事業者の責任において迅速かつ適切に処理すること。

また、運営に係る範囲（店舗周辺等）の維持管理は、事業者の責任において確実に実施す

ること。 

④ 販売品等の搬出入・廃棄物等の搬出時間及び経路については、市の指示に従うこと。（原

則として、動物園開園時間内は、園内への車両の乗り入れはできないこととする。） 

⑤ 店舗面積及び維持管理を義務付けられたエリア内の清掃、防虫・防鼠、消毒等の衛生管理、

電気・機械設備や内外装等の維持管理に要する工事については、動物園利用者及び動物園

管理運営の妨げにならないよう、開園時間外に実施すること。 

⑥ キッチンカー等市の許可を受けたものを除き、売店の運営に必要な車両であっても動物園

内に駐車することはできない。 

⑦ 各施設の月別の売上実績（売上高、売上数量等）について、指定の期日までに報告するこ

と。また、売上実績については、市の判断において公表できるものとする。 

 

６ 動物園運営連携会議 

(1) 事業者及び各店舗（テナント等）の責任者又はその代理の者は、天王寺動物公園事務所が

毎月１回程度開催する「動物園運営連携会議※」へ必ず参加すること。 

(2) 事業者及び各店舗（テナント等）は、動物園運営連携会議の場において、店舗等の運営状

況（利用状況、イベント予定等）について情報共有すること。 

※動物園運営連携会議の構成員（予定） 

大阪市建設局天王寺動物公園事務所（動物園） 

天王寺動物園ゲートエリア魅力向上事業者 

その他、必要に応じて市が招集する者 

 

 

第６ オリジナル商品等の開発・ライセンス管理等に関する提案条件 

１ ロゴ等の作成・使用 

(1) 事業者はブランド戦略を立案し、公式ロゴ、シンボルマーク、キャラクター等（以下、「ロ

ゴ等」という。）の作成を行うこと。ただし、ロゴ等の提案は事業者決定後に行い、その決

定方法及び決定は市と協議のうえ行うこととする。 

(2) 現在使用している「いきものなにものマーク等（参考資料７のとおり）」については、原則

として継続して使用すること。 

(3) 新たに作成するロゴ等は、未発表・未公開のもので、本事業のために応募者が新たに制作

したものに限る。また、第三者が著作権・商標権等の権利を有している著作物を利用して
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いないものとする。 

２ ロゴ等のライセンス管理 

(1) ロゴ等を作成した場合は、同ロゴ等にかかる一切のライセンス管理を行うこと。また、「い

きものなにものマーク等」を用いて商品展開する場合も同様とする。 

(2) ロゴ等の商標登録・維持の手続き等、ライセンス管理に要する費用については、原則とし

て事業者の負担とする。 

(3) 事業者は、ロゴ等の使用に関するデザインマニュアルを定めたガイドラインの作成を行う

こと。また、ロゴ等を使用したオリジナル商品等に関する監修、許可・契約、使用料管理・

本市への報告までにの一連の業務及びその他ライセンス管理に関わるすべての業務を実施

する。 

(4) (3)の許可にあたっては、本市とともに行うこととする。 

(5) 本事業の内容に関し、事業者は第三者が有するいかなる権利も侵害してはならず、第三者

からの権利侵害や損害賠償などの苦情や異議申立て等があった場合は、事業者が全て対処

するものとする。この場合において、市に損害賠償責任が生じたときは、損害の全額を事

業者が支払うこと。 

３ ロゴ等の著作権等 

(1) 事業者は、ロゴ等の著作権（財産としての著作権。著作権法第 27 条及び第 28 条に規定す

る権利を含む）を市に帰属させること。 

(2) 本事業で決定したロゴ等の商標権は、商標登録直後の時点で本市のみに帰属するよう、原

則として事業者が、出願及び出願後の手続きを行うものとする。また、本市も自ら商標登

録の出願を行えるものとすること。 

(3) ロゴ等の著作権及び商標権に基づく利用・使用の許諾は、本事業の事業趣旨を果たすこと

を目的として、原則として事業者に独占的に与える。また、事業者は、本市の承認を得て、

ロゴ等の利用・使用を第三者に再許諾できるものとする。なお、これに関わらず、本市は、

必要に応じてロゴ等を自ら使用できる。 

(4) ロゴ等の著作権及び商標権に基づく利用・使用の許諾は、事業者による事業の終了の時に

終了するものとすること。 

４ 商品の展開時期 

(1) 事業者は、ロゴ等または「いきものなにものマーク等」を使用したオリジナル商品の企画、

制作、販売を行う。 

(2) ロゴ等または「いきものなにものマーク等」を使用したオリジナル商品の展開は、原則と

して平成 31年 4月 1日以降で、てんしばゲートエリアグッズショップの運営開始までに開

始すること。 

(3) 動物園内で開催されるイベントや公園内他施設（エントランスエリア・美術館等）と連携

したオリジナル商品の企画・開発等にも積極的に取組むこと。 

５ その他 

現在本市では、参考資料８「天王寺動物園 協働事業等一覧」のとおり協働事業を行ってい

る。このうち、本事業に関係する事業の継続等については、本市・事業者・協働事業者の３

者で協議を行うものとする。 

 

 

第７ 大阪市への納付額に関する提案条件 

飲食・物販等収益施設の設置・運営について、下記条件に基づき、公園使用料及び、収益還
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元金（歩合）並びにライセンス使用料について市への納付額を提案すること。なお、納付額・

納付期間等の考え方については、別紙４「大阪市への納付額等の考え方について」を参照する

こと。 

 

１ 公園使用料の条件 

(1) てんしばゲートエリア 

提案単価：条例単価以上／㎡・年※ 

 

(2) 動物園エリア 

固定納付額：年額 31百万円以上 

※動物園入園者の需要変動リスクへの対応については、別紙３「市・事業者のリスク分担」

参照 

※(1)(2)双方について別紙 10「公園施設の設置管理許可制度の概要について」参照 

 

２ 収益還元金（歩合）の条件 

① 対象 

ア てんしばゲートエリア 

動物園来園者へのサービス提供が主となる動物園グッズショップ・荷物預かりサー

ビス・乳母車貸出しサービスの売上 

イ 動物園エリア 

動物園内店舗等すべての施設の売上（自動販売機を除く） 

② 歩合水準 

基準売上高を超える売上高に対して、市への還元率（歩合）を３％以上で提案 

③ 基準売上高 

年間 217百万円 

 

３ ライセンス使用料の条件 

① 納付額 

下記のうちイがアを下回るもしくは同額の場合はアの額、イがアを上回る場合はイの額 

ア 最低保証額  ライセンス使用にかかる最低保証額。金額は提案額とし、０円でも

かまわない。また、当初の３年間までの最低保証額を免除とする提案も可能とする。 

イ 売上還元額（歩合）  登録したライセンスを使用して開発した商品等の事業対象

エリア外小売店舗等における対象総売上金額に対して本市への提案還元率を乗じた額 

② 売上還元額 

ア 対象 事業対象エリア外における売上。事業対象エリアでの売上は「第６ 大阪市へ

の納付額に関する提案条件 ・２（１）①」の対象とし、ライセンス使用料の算出には

使用しない。 

イ 提案還元率 対象総売上に対する市への還元率を１％以上で提案 

 

 

第８ 既存施設の解体・土地造成にかかる市の負担上限額に関する提案条件 

てんしばゲートエリアの既存施設（映像館・植物温室、トロピカル温室、外構等）の解体及

び解体跡地の土地造成（盛土、勾配処理方法等）にかかる市の負担額について、設計費・施工
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費をそれぞれ提案すること。 

 

１ 市の負担上限額 

市の負担可能な上限額は以下のとおりとし、設計費及び施工費いずれかの提案額が以下の

負担上限額を上回った場合は失格となる。 

具体的な負担額については、本件予算が議会において成立した後、別途、提案内容をもと

に、市・事業者で協定を締結のうえ決定し、市から事業者に支払うものとする。 

【市の負担上限額】 

解体・土地造成にかかる設計費     5,939千円 

解体・土地造成にかかる施工費   217,900千円 

 

２ 特別管理産業廃棄物の処理について 

   市の負担上限額には、特別管理産業廃棄物の処理等費用を含む。特別産業廃棄物にかかる

工事前調査の結果等については、要求水準書「第３ １(3)既存施設の撤去等について」を参

照すること。 

 

 

第９ 事業者の権利義務等に関する制限 

１ 事業者の事業契約上の地位等の譲渡等 

事業者は、本事業に係る協定上の地位及び権利義務並びに、都市公園法に基づく設置又は管

理許可の権利を、第三者に譲渡・転貸し、又は担保に供することはできないものとする。 

また、事業者は、事業者が所有する施設等の所有権を、構成員以外の第三者に譲渡すること

はできないものとする。 

２ 土地および建物の使用等 

(1) 第三者の使用等 

事業者が所有する施設等を第三者に使用させる場合（一時使用の場合は除く）は、借地借

家法第 38条に基づく定期建物賃貸借契約又は委託契約によるものとし、契約内容等について

事前に市の確認を得ること。 

なお、動物学習・休憩施設については市所有の施設となるため、当該施設内の店舗を事業

者が第三者に運営させる場合は委託契約とすること。 

 

(2) 再委託 

① 事業者は、業務の全部を第三者に委託し又は請け負わせてはならない。また、本事業にお

ける総合企画、業務遂行管理、業務手法の決定及び技術的判断等、主たる業務については、

これを第三者に委託してはならない。 

② 業務の一部を第三者に委託する場合は、市の指定する書面により、事前に市の承諾を得る

こと。なお、業務の一部を他に委託している場合は、委託の相手先、委託の内容及び委託

金額等について、市の判断において公表できるものとする。 

③ 業務を第三者に委託する場合は、書面により委託の相手方との契約関係を明確にしておく

とともに、委託の相手方に対する適切な指導・管理を行ったうえで業務を実施させること。

なお、契約の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく参加停止期間中の者又

は、大阪市契約関係暴力団排除要綱に基づく入札等除外措置を受けている者であってはな

らない。 
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第 10 市と事業者の責任分担等 

１ リスク分担 

基本協定期間中の市・事業者のリスク分担については、別紙３「市・事業者のリスク分担」

のとおりとする。 

 

２ 保証金 

(1) 事業者は、公園使用料その他本事業から生じる全ての債務の担保として、事業者が所有す

る施設等の撤去・処分費相当額を、市に保証金として預託すること。 

(2) 保証金の納入時期や納入額の算定方法などについては、下記のとおり。 

① 保証金の算出方法 

事業者が所有する建築物の延べ床面積×単価（※１）＋事業者が所有する屋外（建築物以

外）公園施設の設置許可面積×500円／㎡ 

② 建築物の延べ床面積に対する単価（※１） 

   （鉄骨造） 

        １棟あたりの面積が 1,000㎡未満の場合 19,000円／㎡ 

        １棟あたりの面積が 1,000㎡以上の場合 14,000円／㎡ 

       （軽量鉄骨（プレハブ）造） 

        １棟あたりの面積が 500㎡未満の場合 14,000円／㎡ 

        １棟あたりの面積が 500㎡以上 1,000㎡未満の場合 15,000円／㎡ 

（木造） 

17,000円／㎡ 

      （上記以外の場合） 

鉄筋コンクリート造など、上記以外の場合には、解体撤去相当額の単価を別

途協議により決定することとする。また、簡易な構造の建築物に該当する場合

には、別途協議できるものとする。 

③ 保証金の支払時期 

保証金額の１割以上の金額を事業協定書締結日から 30日以内に、保証金額の 4割以上の金

額と事業協定書締結日から 30日以内に支払った金額（保証金額の 1割以上の金額）の差額

を工事着手日までに、それらの残額を工事工程の半期にあたる期日までに市へ納入するこ

と。 

 

④ 保証金の返還 

保証金は、協定期間中、市が無利息で預かることとし、協定期間の満了または解除に際し、

事業者による原状回復が完了した後、未払い等の債務があればその弁済に保証金を充当し

た残額を返還する。 

 

３ 原状回復の義務 

事業者は、事業期間終了後（設置許可等を取り消しまたは更新しない場合、事業者が事業

を途中で中止する場合を含む）、６ヶ月以内の市が指定する期日までに、事業対象エリア(市

に寄附する施設を除く)及び事業者の責により汚損もしくは破損した部分を、速やかに原状回

復するとともに、市の立会いのもとで市に返還すること。 
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ただし、事業者と次期事業者との間で、事業者が有する権利の譲渡が確実になされること

が見込まれ、かつ、これらの譲渡について市が事前に同意した場合は、この限りではない。 

 

４ 事業撤退等に伴う違約金 

(1) 事業予定者に決定した日から事業協定書締結までの間 

事業予定者に決定した日から事業協定書締結の間において、事業予定者が次の項目に該当

した場合は、違約金として、次の方法により算出した金額を市に納付する必要がある。な

お、１次提案審査通過者として選定された後、提案辞退等により２次提案募集に参加しな

い場合は、違約金は生じない。 

①  違約金の算出方法 

公園使用料（年額）×0.03 

②  違約金の対象となる場合 

 事業予定者が、募集要項「第２ 応募資格・応募条件等」「２ 応募者等の参加資格

要件」の「(3)失格事項」に該当した場合、「(2)欠格事項」に該当することが判明し

た場合又は、応募資格がない場合 

 市の責によるべき事由によらず、事業予定者に決定した日から２ヶ月以内に市と基

本協定を締結しなかった場合 

(2) 協定締結以降 

協定締結以降の違約金については、公園使用料（年額）の５％となる。違約金を支払わな

ければならない場合などについては、別添５「事業協定書（案）」を参照すること。 

なお、収支見込が提案時と異なること等を理由に２次提案において提出した事業計画提案

書の事業内容等を大幅に変更することは認められず、その結果、協定締結をはじめ、事業実

施に至らなかった場合は違約金納付の対象となる。そのため、利用者の需要予測や収支見込

については、十分に精査を行ったうえで事業計画の提案を行うこと。 

 

 

第 11 その他 

本事業は、てんしばゲートエリアの既存施設の解体・土地造成及び、新世界ゲートエリアの

動物学習・休憩施設整備にかかる関連予算の成立を前提に実施するものであり、関連予算の成

立状況によっては、事業スケジュール・事業内容等が変更となる場合がある。 


