
天王寺動物園ゲートエリア魅力向上事業に関する質問回答（１次提案募集）

番号 関連箇所 質問事項 回答

1
募集要項 P４
関連する計画、あり方
検討等

大阪市立美術館本館の大規模改修について、サービスウィングの導入機能、慶沢園との連携内容など、現時点での検
討内容の詳細を教えてもらいたい。

現時点においては、「大阪市立美術館大規模改修にかかる基本計画策定支援及び技術的調査・検討業務委託」の公募
のうえ選定された事業者とともに、大規模改修については現状の課題や必要な整備内容、改修工事実施工程等の検討
を、サービスウイングについては美術館のサービス機能（ミュージアムショップやカフェ等）と収益機能（レストラン等）を導
入すべく整備にかかる条件整理、先行整備の可能性や整備手法を検討しているところです。また、美術館の魅力向上を
図れるよう慶沢園との一体的な活用についても検討しているところです。

2
募集要項 P４
関連する計画、あり方
検討等

大阪市立美術館本館の大規模改修のスケジュールを教えてもらいたい。
現時点においては、「大阪市立美術館大規模改修にかかる基本計画策定支援及び技術的調査・検討業務委託仕様書」
（本市ホームページ公表済）の業務スケジュール（イメージ）にもありますとおり、大阪市立美術館本館整備、サービスウ
イングのあり方等の調査・検討を行い、29年度内に大阪市立美術館大規模改修基本計画をとりまとめていく予定です。

3
募集要項 P5
動物学習・休憩施設内
店舗について

動物園・休憩施設内店舗について、休憩スペース200席の内、屋内休憩スペースは何席程度となる想定か。 屋内休憩スペースでは80席程度を想定しています。※平成29年4月28日付け追加資料のとおり

4
要項　P5
天王寺動物園売店等運
営事業者募集

平成29年３月16日に募集を開始し、応募書類の提出が４月21日になっている「天王寺動物園売店等運営事業者募集」に
ついても、付帯事業という形で、今回の公募において提案してもよいか。

「天王寺動物園売店等運営事業者募集」と本事業は別の募集です。付帯提案は受け付けません。

5
要項　P７
事業提案を求める内容

本事業にかかる提案は、必ずてんしばゲートエリアと動物園エリアとの両方の提案が必要か。
応募者が、てんしばゲートエリアと動物園エリアの両方について提案することは必須です。募集要項等で定めた業務を一
括して担う事業者を募集しています。

6
募集要項 P8
事業期間

事業期間に記載されている「平成47年9月30日までを基本に、最長20年間」について、平成29年を起算の年とすると平成
47年までは18年となるが、どのように考えればよいか。

事業協定書の締結日から平成47年9月30日までを基本とするもので、平成29年12月に事業協定書を締結した場合、事
業期間は約18年となります。これを基本としたうえで、事業者の提案によって、てんしばゲートエリアの運用開始日（平成
31年４月以降、遅くとも平成31年10月31日まで）を始期として、最長20年間まで延長できるものです。

7
要項P8
事業期間 新世界ゲートエリアの内装工事期間は、特に工事占有使用料等は発生しないと考えてよいか。

募集要項附属資料 事業条件書別紙４「大阪市への納付額等の考え方について　（２）納付対象期間等の考え方」に記載
のとおり、新世界ゲートエリアの内装工事期間についても提案の固定納付額を納めていただくことになります。

8
要項P8
事業期間

てんしばゲートエリア内での造成工事期間中の占有使用料の減免は可能か。
「募集要項p.8 ７　事業期間　【図表３ 事業期間の考え方】」に記載のとおり、造成工事期間中は、公園使用料は発生しま
せん。てんしばゲートエリアにおいては、平成30年4月以降、施設整備工事に着手した時点からが公園使用料の対象とな
ります。

9
募集要項 P9
事業スケジュール（運用
開始時期等）

【図表4 事業スケジュール(概要)】の画質が粗く、読解できない部分があります。より鮮明な図表を提示されたい。 別紙①により、【図表４事業スケジュール（概要）】の鮮明な図を提供します。



天王寺動物園ゲートエリア魅力向上事業に関する質問回答（１次提案募集）

番号 関連箇所 質問事項 回答

10
募集要項 P9
大阪市への納付額等

動物園エリアの年間固定使用料は3,100万円以上となっているが、一方で、平成29年3月16日に募集を開始した「天王寺
動物園売店等運営事業者募集」においては、自販機事業を除いた状態で固定年間使用料が6,000万円となっている、こ
の違いは何か。

短期売店事業（6,000万円：年間固定使用料）と今回のゲートエリア魅力向上事業（3,100万円以上：年間固定使用料）と
の大きな違いとしては、短期売店事業が短期かつ比較的小規模な事業であることに対して、ゲートエリア魅力向上事業
は、相当の投資を伴い、事業期間が長期にわたることがあげられます。
ゲートエリア魅力向上事業においては、民間事業者のアイデア・企画力・経営力を存分に発揮していただくことによるより
一層の魅力向上に向けて、建物整備、内装工事、グッズ・メニュー開発などへ投資していただきやすい環境を整えること
としており、事業者のリスクを低減するために、固定の公園使用料（年間）を軽減しています。
併せて、ゲートエリア魅力向上事業においては、収益確保が高まれば市へ還元いただくことを期待して、動物園内店舗
等の売り上げに対して、収益還元金（歩合）をいただくこととしています。

11
募集要項 P9
大阪市への納付額等

収益還元金(歩合)において、基準売上高に設定されている年間217百万円の設定根拠を教えてもらいたい。
平成27年度の動物園内における飲食・物販等の売上高（店舗に付随しない自動販売機除く）は約279百万円であり、ここ
から南売店とレッサー売店での飲食売上の１／２（約62百万円）を差し引いた金額を基準売上高としています。

12
募集要項 P17
審査方法・審査基準等

選定委員会について、委員と構成について教えてもらいたい。
委員と参加者との間に利害関係が生じたり、参加者から委員への故意（不正行為目的）の接触を防止するため、選定委
員会の委員名については事後公表とします。

13
募集要項 P17
審査方法・審査基準等

選定委員会について、1次審査と2次審査で構成は異なるのか。 質問番号12に対する回答のとおりです。

14
別添1 P6
運用開始時期等に関す
る条件

提案する運営開始時期は、「事業計画概要書の評価」の評価項目になるのか。 運用開始時期についても評価項目を評価する内容の一つとなります。

15
別添1 P7
事業内容の変更

事業内容の変更と解釈されるか否かの基準を教えてもらいたい。
事業内容の変更は、社会経済情勢の変化等、客観的にやむを得ないと判断される場合に限ります。個別の事項が事業
内容の変更に該当するか否かについては、市と事業者で個別に協議のうえ決定します。事業計画については、事業者が
責任をもって実現することを前提に提案してください。

16
別添1 P7
サイン計画

公園・動物園内のサイン設置費用の負担については、誰がどこまで負担することになるのか。例えば、ゲートエリアや園
内売店の位置を示す案内等は市負担と考えてよいか。

てんしばゲートエリア内におけるサイン設置費用については事業者負担となります。公園内他エリア、および動物園内に
おける全体の地図サインは本市の判断により本市負担で更新します。また、設置場所等については本市の許可が必要
になりますが、本市で設置しているもの以外で、事業者負担により公園内又は動物園内に誘導サインの設置提案をして
いただくことも可能です。

17
別添1 P8
サイン計画

サインデザインは公園・動物園既設サインと調和を図ったものを考案するとして、店名や店舗ロゴ等の表記は可能か。ま
た、その掲出範囲等に規制はどの程度あるのか。

公園・動物園等における既存サインと調和を図ったものでありかつ公園内の施設を案内するものであれば、店名や店舗
ロゴの表記は可能です。
事業者の事業範囲内並びに天王寺公園内において掲出場所を提案することができます。
形状や内容、設置場所等について個別に、本市との事前協議が必要です。
また、特にてんしばゲートエリアについて、店名や店舗ロゴの掲出にあたっては、天王寺公園エントランスエリアや美術館
等があるエリアという特性を十分に踏まえ、掲出媒体、フォント、カラー等のデザインについても、特段の配慮が必要で
す。



天王寺動物園ゲートエリア魅力向上事業に関する質問回答（１次提案募集）

番号 関連箇所 質問事項 回答

18
別添１ P8
販売品目について

「公園利用と関連性の低い品目や公園の適正な管理に支障を及ぼす恐れのある品目」の具体的な事例はどのようなも
のか。（販売禁止の品目、展開業態など）

設置する公園施設の態様によって、販売可否の判断が変わることもあるため、一概に具体的な事例を列挙することはで
きませんが、例えば硬球などの固いボール類、花火等は、適正管理のために公園で使用を禁止している品目であるた
め、認められません。

19
別添１ P8
販売品目について

「原則として酒類、たばこの販売を行うことはできない」とあるが、特例が認められる例はどのようなものか。
ナイトZOO開催時など、イベント開催時等においては特例的に酒類（ビール等）の販売を認める場合があります。ただし、
適正な動物園管理が損なわれるおそれがあると園が判断した場合などは認められない場合があることを留意してくださ
い。

20
別添１ P8
販売品目について

販売品目について原則酒類の販売はできないと記載されているが、飲食店における酒類の提供は可能か。
てんしばゲートエリアにおける飲食店での酒類の提供は可能です。一方、動物園内においては、飲食店内での提供につ
いても質問19の回答同様の取扱いとなります。

21
別添1 P9
設置施設及び導入機能

３（３）①「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」とあるが、この文章
は直前の（２）記載の文章と同一であることから誤記ではないかと推察する。誤記であれば訂正されたい。

ご指摘のとおり、３（３）①については誤記です。同箇所の表記については削除、以降の番号を１番ずつ繰り上げと訂正し
ます。

22
別添1 P9
設置施設及び導入機能

「必要なトイレ機能を配置すること」とあるが、具体的な設定条件はあるか。
店舗利用者の数や属性等により必要な機能が変わることが想定されますので、本市から具体的な設定条件をお示しす
ることはできません。

23
別添1 P10
建築にかかる条件

建築可能面積とは、建築基準法上の建築面積という理解で良いか。別の定義があれば教えてもらいたい。 建築基準法上の建築面積です。

24
別添1 P10
建築にかかる条件

建築可能面積について、2000㎡を基本とすると示されているが延床面積に関しては、敷地の指定容積率以内であれば
制限はないという理解でよいか。

延床面積について、都市公園法による制限はありませんが、建築基準法による制限はあります。

25
別添1 P11
建築にかかる条件

屋根付広場の建築可能面積も、店舗の建築可能面積と同じく建築基準法上の建築面積という理解でよいか。 建築基準法上の建築面積です。

26
別添1 P11
建築にかかる条件

屋根付広場は、建築物ではなく、公園内の兼用工作物として法的に整理されるという解釈でよいか。またその場合、テナ
ントの営業スペースとしての利用が可能と考えてよいか。

屋根付広場は、都市公園法第５条の２の兼用工作物にはあたらず、建築基準法第２条第１号の規定による建築物です。
屋根付広場下において営業スペースを設ける場合、その形態や期間によって個別物件ごとに本市と協議していただく必
要があります。

27
別添１ P11
空間形成・景観形成に
かかる条件

「谷町筋からの遠景についても工夫すること」とあるが、建造物の高さ制限の緩和などは対応してもらえるのか。
原則として、高さ制限の緩和を行う予定はありません。建築基準法及び風致条例等を守った提案としてください。これらを
踏まえたうえで、質の高い提案実現に必要であれば、１次提案の「事業条件についての提案」で具体的に提案いただけ
れば、その内容について関係先と協議を行い、実現の可否を検討します。

28
別添１ P11
夜間景観の創出にかか
る条件

動物園内への影響が最小限となる、照度や音響等について許容基準はあるか。
実際に設置する照明や音響設備、またそれを遮るための設備等の状況によって動物への影響の度合いが変化するた
め、一概に許容基準をお示しすることはできません。事前に市と協議を行っていただき、個別に判断していくことになりま
す。



天王寺動物園ゲートエリア魅力向上事業に関する質問回答（１次提案募集）

番号 関連箇所 質問事項 回答

29
別添１ P11
夜間景観の創出にかか
る条件

「夜間に屋外で飲食営業（イベント実施を含む）」について、夜間の具体的な時間を教えてもらいたい。 夜間時間は、動物園の開園時間外（17：00～翌9:30、開園延長時は18：00～翌9:30）のことを指します。

30
別添１ P11
夜間景観の創出にかか
る条件

夜間景観の創出にかかる条件（3）には、夜間の屋外飲食営業等を行う場合、BGM等の音量の他に、におい・煙につい
て、規制の基準とする数値はあるのか。

におい、煙に関する数値基準はありません。各種関係法令の規定及び飼育動物への影響の有無を見ながらの判断とな
ります。

31
別添1 P13
既存施設の解体及び土
地造成にかかる条件

てんしばゲートエリアにかかる既存施設の解体は必須条件か。
一部存置は認められるか。

既存施設の解体は、必須とします。また、既存施設の解体・撤去にあたり、新規施設の建設に支障とならない地下構造
物を存置することは可能です。
ただし、その範囲は、事業期間終了までの安全性等を担保し、募集要項や条件書等に記載した条件等を踏まえたうえも
のであれば、事業者が提案できることとしています。
なお、既存施設の解体及び土地造成にかかる行政の負担金については、事業開始当初（平成31年度）に限って負担す
るもので、事業期間途中で追加工事等を実施する場合は、事業者の負担で行うものとします。
これらを踏まえたうえで、質の高い提案実現に必要であれば、１次提案の「事業条件についての提案」で具体的に提案い
ただければ、その内容について関係先と協議を行い、実現の可否を検討します。

32
別添１ P15
設置施設及び導入機能

ナイトズーなど特別営業の日や営業時間にはサービス（グッズショップ、荷物預かり、乳母車貸出など）の一部または全
部をの休止することは可能か。

原則として、特別営業の日であってもサービス（飲食店舗、グッズショップ、荷物預かり、乳母車貸出し）については常時
営業を行っていただきます。ただし、園内の混雑度合いにより本市が来園者観覧の安全確保が困難と判断した場合に
は、乳母車貸出しサービスについては休止をお願いすることがあります。

33
別添１ P15
設置施設及び導入機能

新世界ゲートの飲食機能について、「３店舗相当」とあるが、１店舗でもいいのか、あるいは４店舗以上でもいいのか。
現在の３店舗は、あくまで現在示している施設条件の中で想定される店舗数として例示しているだけなので、必ずしも３
店舗である必要はありません。

34
別添１ P15
設置施設及び導入機能

グッズショップについて、外部キャラクターを導入したショップ展開は可能か。
外部キャラクターを導入したショップ展開も可としますが、本市としては、外部キャラクターをメインに据えた展開ではなく、
天王寺動物園のブランド向上に寄与するオリジナル商品の企画・開発・製作・販売展開に積極的に取り組むことを求めま
す。

35
別添１ P16
簡易売店

南園において簡易売店を設置するために想定している場所はあるか。
募集要項附属資料別紙９の簡易売店の設置不可エリア以外の場所の範囲で事業者が自由に設置をご検討ください。
（ただし、工事予定アリアとなっているため簡易売店の設置提案を認めないエリアについては、工事に支障とならない範
囲で、イベント等の実施に合わせ、時限的に設置する店舗の設置が可能です。）

36
別添１ P17
自動販売機

動物園内の自動販売機については、設置可能台数は40台までとなっているが、飲料以外の自動販売機を４０台とは別に
設置することは可能か。
また、飼料販売サービスを自動販売機で行う場合は、「40台」に含まれないと考えてよいか。

必要に応じて飲料以外の飲食物の自動販売機の設置を提案することは可能ですが、飲料も含めて40台以内としてくださ
い。
なお、飼料販売サービスを自動販売機化する場合については、その台数は40台には含みません。

37
別添１ P17
自動販売機

電気代の計算方法を教えてもらいたい。
電気代の計算方法は、次のとおりです。
（該当する親メーターの使用量に基づく電気代）×（当該自動販売機の電力量計における使用量）／（該当する親メー
ターの使用量）　※円単位以下切捨て



天王寺動物園ゲートエリア魅力向上事業に関する質問回答（１次提案募集）

番号 関連箇所 質問事項 回答

38

別添１ P18
ふれあい・家畜広場に
おける飼料販売サービ
ス

資料販売サービスについて、その種類（仕様）や調達方法、販売数など具体的な想定があれば教えてもらいたい。

飼料販売サービスについては、事業者で調達し、本市が指定する量を販売していただきます。
現在は「オリエンタル酵母工業株式会社 草食動物用ＺＣ　もしくは、日本農産工業株式会社 ＺＯＯ ＦＯＯＤ Ｃ-12」を与え
ており、１日１頭あたり約250gを基準に計算していますが、動物の体調により変動するため同量を保障するものではあり
ません。

39
別添１ P18
荷物預かりサービス

 荷物預かりサービスにおいて、「貴重品や動植物などは預からない。」等の一般的な制限を設けることは可能か。 適正な管理において一般的に必要な範囲での制限は可能です。

40
別添１ P18、P19
荷物預かりサービス
乳母車貸出サービス

荷物預かり、乳母車貸出サービスを行う場所は、新世界ゲートではなく、動物学習休憩施設でもよいか。
手荷物預かり、乳母車貸出しサービスは、必ずしも新世界ゲートで行う必要はありませんが、ゲート付近に同機能を配置
してください。動物学習休憩施設内での運営を行う場合は、事業者にスケルトン渡しとする部分の中で行っていただくこと
になります。

41
別添１ P18、P19
荷物預かりサービス
乳母車貸出サービス

荷物預かりサービスにおけるコインロッカー並びに乳母車の必要個数について、想定数があれば教えてもらいたい。
利用者のニーズを的確に汲み取っていただき必要数をご用意ください。
なお、乳母車貸出サービスにかかる直近の利用実績は別紙②「乳母車利用サービス貸出実績」のとおりです。

42
別添１ P18、P19
荷物預かりサービス
乳母車貸出サービス

既存荷物預かり室、乳母車室等を再整備し、園の内外向けの売店を併設させることにより荷物預かりサービス等を無料
化するなどを検討してもよいか。

質の高い提案実現に必要であれば、１次提案の「事業条件についての提案」で具体的に提案いただければ、その内容に
ついて関係先と協議を行い、実現の可否を検討します。

43
別添１ P19
乳母車貸出サービス

乳母車貸出サービスについて、現状の設置台数の利用実績を開示されたい。 乳母車貸出サービスにかかる直近の利用実績は別紙②「乳母車利用サービス貸出実績」のとおりです。

44
別添1 P19
飲食・物販等サービス
の営業企画

「オリジナル商品の企画・開発・制作・販売展開に積極的に取り組む」とあるが開発品目数等の目標値はあるか。
開発品目数等の目標値は定めておりませんが、動物園のブランド価値向上に寄与するよう、できるだけ多くのオリジナル
商品の展開をめざしていただきたいと考えています。

45
別添1  P19
オリジナル商品等の開
発・ライセンス管理等

５（1）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」とあるが、現在の「いきものなにものマーク」との関係はどのように考えればよいか。

５（１）②に記載のとおり、現在のロゴ、シンボルマーク等（「いきものなにものマーク」など）は継続して使用していただきま
す。新たにブランド戦略のために作成するロゴ等とは共用する形を想定しています。

46
別添1  P19
オリジナル商品等の開
発・ライセンス管理等

「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の協議のうえ行うこととする。」とあるが、
１次提案２次提案を通じて提案は不要ということか。

ロゴ等の提案は事業者決定後ですが、ロゴ等の作成・使用にかかる考え方等の提案をしてください。

47
別添1 P19
オリジナル商品等の開
発・ライセンス管理等

「公式ロゴ、シンボルマーク、キャラクター等の作成を行うこと」とあるが、必須項目はあるか。
必須項目はありませんが、民間事業者のノウハウ・アイデアのもと、ロゴ、シンボルマーク、キャラクター、その他これに準
ずるものを作成し、ブランド戦略に活かしていただきたいと考えます。

48
別添1 P19
オリジナル商品等の開
発・ライセンス管理等

現行商標（いきものなにものマーク等）の商標維持についても事業者の負担となるのか。また、現行商標のライセンス使
用実績（数量、料金等）があれば開示されたい。

現在天王寺動物園で使用している「いきものなにものマーク等」は、商標登録されていません。そのため、ライセンス使用
実績もありません。現行商標について商標登録を行う場合、その登録・維持に関する費用は事業者負担で行っていただ
きますが、提案していただきたいと考えています。



天王寺動物園ゲートエリア魅力向上事業に関する質問回答（１次提案募集）

番号 関連箇所 質問事項 回答

49
別添1 P19
オリジナル商品等の開
発・ライセンス管理等

「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」とるあるが、特例が認められる具体例とはどのよう
なものか。

現段階で想定する例外はありません。

50
別添1 P19
オリジナル商品等の開
発・ライセンス管理等

現行商標並びに新商標等を事業者自身が利用する場合は、使用料等は無償か。
５（２）②に記載のとおり、２次提案募集においてロゴ等の使用に伴うライセンス使用料について、最低保証額及び還元率
等について提案を求める予定です。

51
別添１ P19
乳母車貸出サービス

現在使用している乳母車・ぞうさんバギーを廃棄する予定はあるか。また、ぞうさんバギーのレンタルを中止してよいか。
現在使用している乳母車・ぞうさんバギーは現行の売店事業者の所有物であり、事業者において調達していただくことに
なります。必ずしもぞうさんバギーである必要はありません。

52

別添1 P22
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

既存施設の解体・土地造成にかかる費用の217,900千円の算出根拠となる、工事条件・解体範囲・造成範囲、レベルに
ついて資料の開示されたい。

工事条件は「募集要項附属資料別紙１　設計・整備に関する業務要求水準書p.8 工事等に関する諸条件」に記載のとお
りです。
解体範囲・造成範囲及びレベルについては、民間事業者のアイデア・ノウハウを発揮していただき、魅力的なエリア形成
や効率的な利用者動線、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な提案を期待
するものであるため、本市で想定した資料の開示は行いません。

53

別添1 P22
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

既存施設の解体・土地造成にかかる設計費・施工費の内訳について、開示されたい。
既存施設の解体及びその後の土地造成については、民間事業者のアイデア・ノウハウを発揮していただき、魅力的なエ
リア形成や効率的な利用者動線、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な提
案を期待しているため、本市で想定した施工にかかる設計費・施工費の内訳はお示ししません。

54

別添1 P22
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

既存施設のアスベスト含有の想定根拠資料を開示されたい。
建物図面と現地調査により想定される含有箇所（4か所）を、環境科学研究所（現：環境科学研究センター）で調査を行っ
ています。調査結果資料は別紙③1～4のとおりです。

55

別添1 P22
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

想定されている範囲外にアスベストがあった場合の費用は、大阪市の負担となるのか。
想定されている範囲外にアスベストがあった場合は、処分範囲等について本市と事業者で協議のうえ精算し、本市負担
とします。

56

別添1 P22
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

ＰＣＢの有無についての調査費用は大阪市の負担となるのか。
ＰＣＢの有無についての調査費用は、解体に係る施工費に含んでおり、事業者負担となります。調査の結果、含有が判
明した場合は、募集要項附属資料別紙１「設計・整備に関する業務要求水準書　解体撤去工事に係る特記仕様書」に記
載のとおり、本市に引き渡していただきます。

57

別添1 P22
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

什器・備品等の残置物については、環境省、国土交通省からも使用者が排出者として処理すべきであり、解体工事施工
者は産業廃棄物として処理できないとの指導が出ている。これら残置物は、大阪市で処理してもらえるのか。

映像館・植物温室内の什器・備品等の残置物については、躯体に付随しているものを除き、解体工事施工までの間に本
市で処分する予定です。

58
別添1 P24
その他

関連予算の成立状況が想定したものと大きく異なり、事業条件に影響が出た場合、事業協定書締結後でも辞退可能と考
えてよいか。

予算の成立状況が異なったことにより、事業の取りやめ、事業範囲の縮小、変更、拡大等、政策変更による事業への影
響が出た場合は可能です。



天王寺動物園ゲートエリア魅力向上事業に関する質問回答（１次提案募集）

番号 関連箇所 質問事項 回答

59 別添2、別紙5 募集要項において、「別添２」「別紙５」双方に記載された「てんしばゲートエリア」の範囲が異なる。どちらが正しいか。
事業者の整備・維持管理範囲は、募集要項附属資料 事業条件書別紙５（平成29年５月31日更新していますのでご注意
ください。）を基本とします。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します。

60
別紙3　P3
市・事業者のリスク分担

「需要変動リスク」に関し、来園者の増減は動物園自身の運営に依るところが大きく、飲食・物販事業者では左右しにくい
部分であるため、入園者が激減した場合（例えば２年続けて１００万人を割り込む）に動物園内の飲食・物販等サービス
事業について、事業者から解約を申し入れられるようにできないか。

動物園入園者の需要変動リスクに対しては、募集要項附属資料 事業条件書別紙３ p3※４に記載のとおり、固定公園使
用料を低減計算し、事業者の負担を緩和する措置を設けています。低減計算を行ってもなお解約を申し入れる場合は、
事業者の責任による事業の中止にあたり、違約金の対象になる場合があります。

61 別添4、別添5 募集要項において、別添４の提案書類と別添５の評価項目との関係が判然としないため、対照関係を教えてもらいたい。 審査は、評価項目に沿って総合的に評価するため、直接の対象関係にありません。

62
別添5 P3
１次審査

４(２)「事業計画概要書の評価結果は１次審査通過者の選定には影響を与えない」とあるが、どういった目的で評価する
のか。

１次審査段階における評価・採点は、採点結果(点数)を応募者に通知することで、２次提案に向け、応募者が事業計画を
詳細化するうえでの参考としていただくことを目的としています。点数が低かった項目については、より提案の質をあげる
努力をしていただきたいと考えております。

63 別添6
映像館の当初竣工図(建築、設備)と改造発注図(建築)が閲覧のみである。
正確な解体費を検討するために必要なので、当該図面を紙またはデータで配付してもらいたい。

当初竣工図（建築、設備）に関する紙・データの配布はできませんが、改造発注図（建築）については次によりデータを提
供します。
提供データ：【別紙④】のとおり
申込方法：
・「天王寺動物園ゲートエリア魅力向上事業者募集要項（１次提案募集）」様式４「提供資料の取扱いにかかる誓約書」を
添付し、同要項「第７　提出先、問合せ先」宛て、Eメールにて申し込みください。
・Ｅメールの件名は、「天王寺動物園ゲートエリア魅力向上事業　別段資料申込（法人名）」としてください。
・Ｅメールでの申し込み後、翌々日（土日祝日除く）までに返信がない場合は、同要項「第７　提出先、問合せ先」まで電話
にてお問合せください。
申込期限：平成29年６月30日（金）

64 参考資料6 店舗付随の自販機１７台の売り上げを開示されたい。 売店付随の自動販売機17台の直近の売上実績は別紙⑤のとおりです。

65 様式6
構成員における代表者は法人等の代表者という認識でよいか。また、その場合の担当部署の欄に記入すべき内容は何
か。

連合体による応募の構成員における代表者欄には参画する法人等の代表者を記載してください。担当部署の欄には、
実務担当者が所属する部署名を記載してください。

66 追加資料
動物学習・休憩施設のショップ・飲食店舗・休憩コーナーについて、運営事業者の視点から、条件面積を維持した上でレ
イアウト変更を提案することは可能か。

建物構造・棟数及び条件面積を維持した上でのレイアウト変更の提案は可能です。ただし、来園者動線等により提案ど
おりとできない場合があります。

67 追加資料2 動物学習・休憩施設の屋根部分を示してもらいたい。休憩コーナーについて「屋外」と「半屋外」の違いは何か。
平成29年4月28日追加資料２（平成29年５月31日更新）の赤破線までを屋根部分とすることを想定しています。休憩コー
ナーのについて、「屋外」の記載は誤りです。どちらも「半屋外」が正しいです。



天王寺動物園ゲートエリア魅力向上事業に関する質問回答（１次提案募集）

番号 関連箇所 質問事項 回答

68 追加資料2 動物学習・休憩施設に隣接するデッキ下空間はどのような用途を想定しているのか。
デッキ下空間は、現行では通行や日陰・雨除けのための空間として利用しています。東側のデッキ下イベント広場は、雨
天時等のイベント実施スペースとしても活用しています。今後も南北動線として通行は可能な状態で維持する必要があり
ますが、同空間の有効な活用方法についての提案があれば検討させていただきます。

69 追加資料2、3 動物学習・休憩施設について、屋内休憩コーナー、飲食、ショップの屋根・天井までの高さと構造はどのようになるのか。
現時点では未定です。今後平成29年度に実施予定の基本計画、平成30年度に実施予定の実施設計を経て詳細の高さ
や構造を決定していく予定です。

70 追加資料２
動物園内の飲食・物販ゾーンあるいは休憩ゾーンの一部に店舗利用者の専用スペースを設けてもよいか。（店舗利用者
以外でスペースが無くなってしまわないため）

飲食・物販ゾーンは、厨房、売場、倉庫、事務所等の設置スペースを想定しており、店舗利用者の専用スペースに供する
ことは考えておりません。休憩ゾーンについても、店舗利用者専用のスペースを設けることはできませんが、混み合って
きた場合に店舗利用者が利用できるよう注意喚起を行うなどは運用の範囲で行っていただいてもかまいません。

71 一般事項
てんしばゲートエリア内での附置義務駐車場は、てんしばエントランスエリア地下にあるの既存の駐車場を利用できる
か。

てんしばゲートエリアの四輪車にかかる附置義務駐車場は、既存の天王寺公園地下駐車場を利用することが可能です。
自動二輪車にかかる附置義務駐車場は、延面積が3,000㎡を超える場合は、１台分が必要になります。

72 一般事項
埋蔵文化財の調査に関して、既存建物の躯体よりも浅い部分は調査不要と考えるが、既存建物が無い部分については
試掘が必要か。

てんしばゲートエリアは、参考資料１のとおり埋蔵文化財包蔵地に該当しているため、土木工事等の際には大阪市教育
委員会に届出及び協議が必要となります。試掘範囲を含む、既存建物の解体撤去、及びその後の土地造成、施設建築
に関する必要な措置等については、大阪市教育委員会事務局生涯学習部文化財保護担当と調整していただくことになり
ます。

73 一般事項 今後、動物園として積極的に売り出していく動物の予定はあるか。
「天王寺動物園１０１計画」Ⅳ 活性化計画の一部にあるように、当園のスター動物を決め、戦略的・積極的にプロモーショ
ンしていくことを考えておりますが、現時点では具体的にどの動物かは決まっておりません。

74 一般事項 動物園の開園日並びに営業時間はどの時点でいつまでの予定が確定されるのか。
動物園の開園日・開園時間は、基本的には大阪市公園条例に基づき定められた規程に基づき決まっていますが、繁忙
期における臨時開園や開園時間延長、又は災害等による臨時閉園など、状況に応じて適宜変更することがあるため、確
定はできません。

75 一般事項 今後、動物園内一円の休憩スペース（ベンチ・テーブル・植栽等）を拡充される計画はあるか。 平成29年度に、動物園内一円のベンチ・テーブルの更新・拡充を予定しています。

76 一般事項 今後、動物園内のトイレを改修される計画はあるか。
平成29年度に、アフリカ・サバンナゾーンのハイエナ舎前トイレの改修（洋式化等）を予定しています。
その後については、動物舎のリニューアルに併せて撤去及び新設の検討を行っていく予定です。

77 一般事項 リニューアル後、動物園入園料を変更する予定はあるか。 具体的な予定はありませんが、検討は行う必要があると認識しています。


