
別添４ 

事業計画提案書類作成要領 

 

「事業計画提案書類」については、１次提案の「事業計画概要書」と対話内容をふまえて、よ

り詳細な提案を求めるものです。 

下記の作成要領に基づき、全ての項目について、作成してください。 

作成にあたっては、事業条件書で提示した条件を満たしているか確認できるようにすること。 

 

項目 様式 内容 

(1) 事業方針 以下の項目について文章・図面・イラスト・写真等で説明すること。 

 ① 事業コンセプト 自由 

■事業方針 

・事業提案の趣旨、基本的な考え方、本事業への取組方針 

・継続的な魅力創造に向けた取組と各事業において最終的に目指してい

く展開イメージ及び効果（定性的なものでも可）、並びにそこへ向け

た長期・中期・短期計画 

・公園内他施設（エントランスエリア・動物園・美術館等）との連携の

考え方 

・提案事業の展開により、どのようにして天王寺公園・動物園の魅力・

集客力向上に寄与していくか、取組方針や考え方を示すこと 

・提案事業の展開により、どのようにして周辺エリアの魅力・集客力向

上に寄与していくか、取組方針や考え方を示すこと 

■てんしばゲートエリアの事業コンセプト 

・空間形成・運営のコンセプト（提案趣旨、機能構成、運営管理方針、

利用者の想定、デザイン方針等） 

・提案事業の展開によって、てんしばゲートエリアが天王寺公園におい

て果たす機能・役割についての考え方 

■動物園エリアでの飲食・物販等サービスの事業コンセプト 

・店舗運営、提供サービス、営業企画のコンセプト 

・提案事業の展開によって、事業者が提供する飲食・物販等サービスが

動物園において果たす機能・役割についての考え方 

 ②事業実施体制 

自由 

(様式７ 

（参考）) 

・開業（施設整備）に向けた体制、開業後の体制それぞれについて、下

記を記載すること 

・責任者及び人員の配置計画（人数・雇用形態・兼務の有無） 

・本事業を戦略的に推進するためのプロデューサーの配置を提案する場

合は、様式７を参考に、略歴・実績・本業務において果たす役割・想

定在任期間を記載すること。また、プロデューサー自身からの本事業

に対する取り組み方針等のコメントについても記載すること。【様式

７（参考様式）】 

・連合体等の場合は、各構成員の役割分担を明記するとともに、現状の

事業者体制と異なる新たな実施体制を構築する場合は、移行のスケジ

ュール・手順等を明記すること 

・各業務にあたる者については、応募者との関係（応募者自身、協力会

社（委託・請負等）、グループ会社等）を明記すること 

・協力会社の場合は、各社の業務内容、業務実績も明記すること 

・事業展開にあたって強みとなる協力者等のネットワークがあれば、記

載しても良い。その場合、契約手法等、協力者との協力形態を明記す

ること。 

・飲食・物販等店舗の企画・運営並びに、レジャー施設等におけるオ 



項目 様式 内容 

(1) 事業方針（続き） 以下の項目について文章・図面・イラスト・写真等で説明すること。 

 ② 事業実施体制  

リジナル商品（土産物・グッズ、飲食メニュー等）の企画・開発・販

売展開について実績・経験等がある場合（協力会社含む）は、その内

容を記載すること 

 ③事業期間 自由 

・本事業の事業期間を明記すること（平成 47年 9月 30日を基本とし、

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年まで提案

可） 

・てんしばゲートエリア、動物園内一円（簡易売店等）、新世界ゲート

エリア（動物学習・休憩施設内店舗）について、それぞれの運用開始

時期について提案すること 

 ④事業評価 自由 
・評価項目、成果指標、効果検証の方法等、自己評価の手法について、

提案すること。 

(2) 
てんしばゲートエリアの 

事業計画 
以下の項目について文章・図面・イラスト・写真等で説明すること。 

 ①施設整備計画 自由 

■ランドスケープデザイン 

・緑化・景観計画を含め、てんしばゲートエリアのランドスケープデザ

インについての考え方を示すこと 

・事業条件書に示す「てんしばゲートエリアの機能・役割」、「空間形成・

景観形成にかかる条件」を踏まえ、どのような工夫を行ったか示すこ

と 

・天王寺公園全体におけるてんしばゲートエリアのデザインのあり方

や、てんしば・動物園のデザインとどのように関連づけたかについて、

考え方を示すこと 

・谷町筋側からの遠景及び動物園主園路側からの施設デザインについて

方針・考え方を示すこと 

・以下のイメージパースを作成すること 

○エリアを一望できる鳥瞰パース（１点以上） 

 ○エリア東側からの西向きパース及びエリア西側（動物園退園口）か

らのアイレベルパース（各１点以上） 

  ※少なくとも１点は、主要な建築物の外観イメージを含んだ表現と

すること 

 ○夜間景観イメージ（１点以上） 

  ※夜間の賑わいの情景をイメージした表現とすること 

  ※谷町筋側からの遠景景観イメージがわかるものを必須とする 

 ○その他、事業提案のポイントを説明するうえで必要となるイメージ

パース 

■施設配置図 

・整備範囲、各施設の用途、主要寸法、面積等を記載すること 

・勾配処理が生じる箇所については、勾配処理の方法（擁壁、スロープ、

階段等）及び高低差・勾配等が分かるよう記載すること 

■導入施設等の諸元表 

・提案する全ての建築物及び工作物について、公園施設の種類、用途、

構造、階数、建築面積、延床面積、最高高さ、設備内容、内装・外装

などの仕上げ方法、管理運営主体、その他必要に応じて施設設計方針

について記載すること。また、施設内に複数の用途がある場合につい

ても、上記の内容を用途ごとに明記すること 

・提案する全ての建築物及び工作物について、事業者が整備後、本市へ

寄附を想定する場合、その対象となる施設用途・規模等が分かるよう

明記すること 

・第三者の使用がある場合には、見込まれる社名などを記載すること。

社名などが記載できない場合には、想定する業種などを記載すること 



項目 様式 内容 

(2) 
てんしばゲートエリアの 

事業計画（続き） 
以下の項目について文章・図面・イラスト・写真等で説明すること。 

 ① 施設整備計画 自由 

 

■導入施設等の平面図、立面図、断面図等の計画図 

・平面図には屋外空間も含めて表現すること 

・立面図及び断面図は東西面、南北面を含む 2 面以上作成すること 

・各図面には室名、主要室面積（単位：㎡）、主要な寸法等を記入する

こと 

■動線計画 

・事業対象区域の動線計画図を作成し、通過動線となる園路等について

は、計画幅員を記載すること 

・周辺エリア（エントランスエリア・動物園・美術館・公園外）との歩

行者ネットワークや回遊性の向上に対する工夫・考え方を示すこと 

■サイン計画 

・事業対象区域のサイン計画の基本的な考え方を、図面・イラスト等に

より示すこと 

■照明計画図 

・夜間景観を創出する照明計画について、図面もしくはイメージ図によ

り実施計画を示すこと 

■セキュリティライン計画図 

・事業対象区域について、フェンス等の設置による夜間閉鎖等のセキュ

リティ対策を計画している場合は、セキュリティライン計画図（フェ

ンス等による閉鎖区域を示した平面図）を作成すること 

・セキュリティ対策の方針（閉鎖時間・運用方法等）について記載する

こと 

■インフラ施設計画 

・事業対象区域におけるインフラ施設（上下水道・電力等）の整備内容

（容量・配線・配線計画等）を記載すること 

■搬入動線計画図 

・事業対象区域における各店舗等への商品搬入ルート・時間・頻度につ

いて記載すること 

※天王寺公園地下駐車場から同区域への直接搬入ルートの新設を計画

する場合は、事業者負担を前提とすること 

■施設所有区分（※寄附施設の提案がある場合） 

・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、市への寄附を提案す

る場合は明記すること 

■工程表・実施スケジュール 

・施設等の設計・建設・運営準備期間など、運用開始までの工程が分か

るよう記載すること 

・運用開始時期を示すこと 

 

 

 ②賑わい創出計画 自由 

 

・賑わい創出の考え方、手法、場所、スケジュール等 

・賑わい創出に向けたイベント等の企画・実施・誘致計画 

・広場等オープンスペースの考え方（運営・活用計画、面積、形状・設

え、活用イメージ等）を示すこと。 

・プロモーション活動の考え方、実施計画 

・動物園への来園を促進するような取組みや、公園内他施設（エントラ

ンスエリア・動物園・美術館等）との連携活動の詳細な計画 



項目 様式 内容 

(2) 
てんしばゲートエリアの 

事業計画（続き） 
以下の項目について文章・図面・イラスト・写真等で説明すること。 

 ③運営維持管理計画 自由 

 

・清掃・警備、緑地・施設の維持管理に関する実施計画（内容、頻度な

ど） 

・質の高い公園空間の維持管理に向けた工夫（安全対策・環境対策等） 

・スタッフが来園者に対してホスピタリティをもって接する工夫（検収

計画等） 

 

 
④既存施設の解体・土地造

成に関する事業計画 
自由 

 

効果的な土地利用についての施工計画を示すこと 

■撤去計画図 

 ・既存施設の解体撤去の範囲及び施工計画を示すこと 

■造成計画図 

 ・既存施設の解体撤去跡地について、盛土・勾配処理等の範囲及び施

工計画を示すこと 

 

(3) 動物園エリアの事業計画 以下の項目について文章・図面・イラスト・写真等で説明すること。 

 
①園内一円での飲食・物販

等店舗整備に関する計画 
自由 

 

■導入店舗等のコンセプト 

・各店舗等の配置・サービス展開計画について、来園者サービスの向上

に対する考え方・工夫について示すこと 

・動物園の景観形成や来園者の期待感醸成に資するうえでの考え方・工

夫について示すこと 

■簡易売店 

・簡易売店の配置計画 

・施設種別（キッチンカー、コンテナ、建築物等）や店舗展開計画につ

いて示すこと 

・施設の主要寸法、面積、構造、外観デザイン、内装デザイン等の考え

方を示すこと 

・「動物学習・休憩施設内店舗の運用開始までの間」について、園内で

の飲食・物販サービスの展開計画（簡易売店の配置、店舗展開計画等）

を示すこと 

■自動販売機 

・自動販売機の配置計画（公園エリアの自動販売機含む） 

・外観デザインについて工夫があれば示すこと 

・附帯機能（電子マネー、非常用電源等）がある場合はその内容を示す

こと 

■飼料販売サービス 

・サービスの実施方法について示すこと 

■荷物預かりサービス 

・既存荷物預かり室の利用有無について明記すること 

・新たに施設（コインロッカー等）を設置する場合は、位置・規模・形

状（幅・奥行・高さ等）・利用動線の計画図を示すこと 

・対応可能規模（コインロッカー口数等）、サービス展開計画について

示すこと 

・動物園来園者が利用しやすいサービスとするうえでの工夫等 

■乳母車貸出サービス 

・既存乳母車貸出室の利用有無について明記すること 

・新たに貸出・保管スペース等を整備する場合は、位置・規模・形状（幅・ 



項目 様式 内容 

(3) 動物園エリアの事業計画（続き） 以下の項目について文章・図面・イラスト・写真等で説明すること。 

 

①園内一円での飲食・物販

等店舗整備に関する計画

（続き） 

自由 

奥行・高さ等）・利用動線の計画図を示すこと 

・貸出乳母車のイメージ・台数や、サービス展開計画について示すこと 

・魅力的なサービス展開を行ううえでの工夫 

■工程表・実施スケジュール 

・施設等の設計・建設・運営準備期間など、運用開始までの工程が分か

るよう記載すること 

・運用開始時期を示すこと 

 

②新世界ゲートエリア（動

物学習・休憩施設内）の

飲食・物販等店舗整備に

関する計画  

自由 

■店舗コンセプト 

・飲食店舗については、出店業態（レストラン、ファーストフード、カ

フェ等）についても示すこと 

・動物園の景観形成や来園者の期待感醸成に資するうえでの考え方・工

夫について示すこと 

・店舗の外観デザイン、内装デザイン等の考え方を記載すること 

■店舗レイアウト 

・「動物学習・休憩施設の概略レイアウト」を基に、厨房・売場・倉庫・

事務所等のレイアウト（間仕切り・出入口等の位置、オペレート動線

の考え方含む）について、建築面積、延床面積、最高高さ、設備内容、

内装・外装などの仕上げ方法、管理運営主体、その他必要に応じて施

設設計方針について記載すること。 

・サービス提供方式（セルフ式、テイクアウト式等）、カウンター（購

買窓口）位置についても示すこと 

・以下のイメージパースを作成すること 

○店舗の内装の雰囲気がわかるイメージ図（１点以上） 

■工程表・実施スケジュール 

・施設内装等の設計・建設・運営準備期間など、運用開始までの工程が

分かるよう記載すること 

・平成 32年 4月より工事着手できると想定した場合の運用開始時期を

示すこと 

 
③飲食・物販等サービスの

営業企画に関する計画 
自由 

■飲食サービスの営業企画 

・来園者の満足度や動物園のブランド価値向上に向けたオリジナルメニ

ューの企画・開発・販売展開など、動物園飲食サービスの具体的な展

開計画 

・商品構成・提供メニュー・想定設定価格等の計画 

・魅力的なサービス展開を行ううえでの工夫 

■物販サービスの営業企画 

・来園者の満足度や動物園のブランド価値向上に向けたオリジナルグッ

ズの企画・開発・販売展開など、動物園物販サービスの具体的な展開

計画 

・商品企画アイデア、製作計画、想定設定価格等 

・商品の販売計画（公園・動物園内及び園外での展開内容、販売場所、

販売方法等） 

・ロゴ等の権利化に関する計画（いかなる種類の権利化を行うか、出願

を行うか否かの判断基準、出願手続きの実施者、費用負担者等） 

・広報宣伝効果を高めるためのアイデア、手法等 

■飼料販売・荷物預かり・乳母車貸出しサービスの営業企画 

・各サービスの想定価格設定等 



項目 様式 内容 

(3) 動物園エリアの事業計画（続き） 以下の項目について文章・図面・イラスト・写真等で説明すること。 

 

③飲食・物販等サービスの

営業企画に関する計画（続

き） 

自由 

■各店舗等におけるインバウンド対策についての工夫（Wi-Fi環境の整

備計画、サイン・メニュー等の多言語表示など） 

■動物園や運営店舗等の魅力・集客力向上に向けた営業企画の工夫 

■動物園や公園内他施設と連携した営業企画についての提案 

※てんしばゲートエリアにおける動物園来園者向けの飲食・物販等サー

ビスの営業企画についても、当該項目に含めて提案すること 

 
④飲食・物販等店舗の運営・

維持管理に関する計画 
自由 

・各店舗等の清掃・ごみ処理等、施設の運営・維持管理に関する実施計

画（内容、頻度など） 

・質の高い店舗空間の維持に向けた工夫 

・顧客満足度向上に向けた店舗等運営上の工夫（決済方法、ＰＯＳの導

入有無、ＣＳ等） 

・店舗スタッフ等が来園者にホスピタリティをもって接する工夫（研修

計画等） 

(4) 事業計画（概算収支計画）  

 ①事業計画書 自由 

協定期間中の全ての期間について、年度ごと、エリアごとに内訳が分か

るように示すこと。 

■本事業を実施するにあたっての収支計画 

 ・てんしばゲートエリアは、一般園地（広場・園路・植栽等）、動物

園関連店舗（グッズショップ、荷物預かり、乳母車貸出）、新たに

導入する魅力施設を別に記載すること。 

 ・動物園エリアは、動物学習・休憩施設内店舗、簡易売店、自動販売

機、飼料販売、荷物預かり、乳母車貸出を別に記載すること。 

・また、動物学習・休憩施設内店舗については、飲食店舗とグッズシ

ョップを別に記載すること。 

・大阪市への納付額（公園使用料・歩合等）も反映すること。 

・初期投資費には、てんしばゲートエリアの解体・土地造成費（市が

負担する部分）は含めないこと。 

・算定根拠（客単価・客数・販売額などの売上計画を含む）・内訳（人

件費・維持管理費など必要経費の見込み方、人件費率や経費率を示

すこと）等を添付すること。 

■事業の損益計算（損益分岐点を示すこと）、収支資金計画 

■資金調達計画 など 

 
②関連経費内訳書 

（施設整備関連） 
様式８ 

・施設整備に必要となる経費について、てんしばゲートエリア、動物園

内一円（簡易売店、自動販売機、荷物預かり、乳母車貸出）、動物学

習・休憩施設内店舗、合計を別に作成すること。 

・必要に応じて、算定根拠・内訳等を別紙で添付すること。 

・てんしばゲートエリアの解体・土地造成費（市が負担する部分）は含

めないこと。 



項目 様式 内容 

(5) 大阪市への納付額  

 大阪市への納付額 様式９ 

■公園使用料 

・てんしばゲートエリア：条例単価以上で提案。許可面積の内訳（対

象施設・面積）を示すこと。 

・動物園エリア        ：年額 31百万円以上で提案 

■収益還元金（歩合） 

 ・動物園関連店舗（自販機除く）にかかる、基準売上高（年間 217百

万円）を超える売上に対して、還元率（歩合３％以上）を提案 

■ライセンス使用料の最低保証額及び還元率（歩合 1％以上）を提案 

(6) 
既存施設の解体・土地造成にかかる大

阪市の概算負担額 
 

 
既存施設の解体・土地造成

にかかる大阪市の負担額 
様式 10 

・てんしばゲートエリアの既存施設の解体・土地造成にかかる大阪市の

概算負担額を提案 

・設計費・施工費を別々に記載すること 

・参考見積書を提出すること 

(7) 事業効果  

 事業効果 自由 
・施設の想定利用者数 

・公園・動物園の来園者やリピーターの増加見込み 

 


