
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（２次提案募集）

番号 関連箇所 質問事項 回答

1

募集要項　Ｐ５
第１-４　事業対象エリ
ア
動物学習・休憩施設内
店舗について④

休憩施設は動物学習施設と一体感のある施設としたいので、動物学習施設のテーマ、
展示内容などを教えてもらいたい。

現在、動物学習・休憩施設にかかる基本計画を作成中であり、現時点で定まったテー
マはありませんが、募集要項別紙13の概要レイアウトを検討する際、環境学習を役割
とする動物園ならではの「自然」を意識したデザインのもと、既存の周辺構造物等を有
効に利用し、園内動線にも配慮した施設をめざすこととしています。
展示内容としては、天王寺動物園に収蔵されている剥製や骨格標本、各種蔵書等を単
に保管するだけでなく、可能な限り展示に供し、来園者の知的好奇心を刺激する展示
にしていきたいと考えています。

2
募集要項　P９
第１－９（３）ライセンス
使用料について

事業対象エリア外での総売り上げをベースに算出すると規定しているが、当社自身が
ロゴ等を利用した商品を販売する場合は、その売り上げを指しているのだろうが、当社
（ライセンス管理者）が第三者に使用許諾する場合（当社が第三者から使用料を収受
する場合）は、何をベースの売上とみなすのか。

事業者（ライセンサー）が第三者（サブライセンシー）に使用許諾して製作した商品につ
いて、事業エリア対象外で販売した売上をベースの売上としてください。

3
募集要項　P10
第１－９（３）ラインセン
ス使用料について②ア

「第６　大阪市への納付額に関する提案条件・２(1)①」に該当する部分は「事業条件書
第７大阪市への納付額に関する提案条件・２①アおよびイ」と考えてよいか。

ご指摘のとおりです。

4
募集要項　P11
第２－２(４)各業務にあ
たる者の資格要件

解体工事を発注する予定の会社は要件を満たしているが、その会社は提案書類の体
制表の中に協力会社として必ず記載する必要があるか。

委託・請負等も協力会社に含まれますので「別添書４（１）事業方針②事業実施体制」
に記載のとおり、開業（施設整備）に向けた体制に解体工事も含まれますので、記載し
てください。

5
募集要項　P14
第４－４(１)応募登録書
類

(1)応募登録書類の表中[4],[5],[6]について、1次提案と同様のものでも提出しなければ
ならないか。

２次提案募集の応募登録書類として必要ですので、提出してください。

6
募集要項　P16
第５－２　審査基準

各評価項目の採点は各配点の６０％を目安にプラスマイナス方式で評価するのか。
お示ししている審査基準等を超えた評価の方法につきましては、事前公表は行わない
こととしているため、本質問にはお答えいたしません。

7
募集要項　P16
第５－２　審査基準

解体・土地造成の評価の観点は「（市の負担額が）より負担の少ないものになっている
か」とあるが、市の負担額の提案幅は0円から上限額223,839千円までとなるので、市
負担額0円なら10点満点、負担額が上限値なら0点、その間は比例方式となるのか。

お示ししている審査基準等を超えた評価の方法につきましては、事前公表は行わない
こととしているため、本質問にはお答えいたしません。

8
募集要項　P16
第５－２　審査基準

解体・土地造成費について最低価格の設定はあるか。

てんしばゲートエリアの東西・南北ともに段階的に地盤高が変わる複雑な土地形状に
対して、民間事業者の創意工夫を凝らして可能な限り効果的・効率的に有効活用して
いただくことを期待していることから、解体・土地造成費について最低価格の設定はあ
りません。

9
募集要項　P17
第５－３　プレゼンテー
ションの実施

審査員から発表者の顔は見えるのか。
発表者から審査員の顔は見えるのか。

事前には非公表とします。
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番号 関連箇所 質問事項 回答

10
募集要項　P17
第５－３　プレゼンテー
ションの実施

参加可能人数は何人か。
参加可能人数は説明者及び補助者あわせて５名以内とする予定です。詳細は、改め
て応募者宛に通知します。

11
募集要項　P17
第５－３　プレゼンテー
ションの実施

パワーポイントは使用可能か。 パワーポイントは使用できます。詳細は、改めて応募者宛に通知します。

12
別添１ P５
第３－３　事業推進体制
に関する条件

プロデューサーを配置する場合は、事業期間全体に亘っての配置が必要か。を
プロデューサーを配置する場合は、事業期間全体に亘って配置するなど、事業を確実
に実施できる体制を構築してください。

13
別添１　P６
別添４　P１

別添1ｐ6第3-3事業推進体制に関する条件や、別添4の①事業コンセプト「■事業方
針」のなかに長期・中期・短期とあるがそれぞれの具体的な長さを教えてもらいたい。

長期・中期・短期について、本市として特に具体的な長さの設定はしません。事業者と
して事業終了時点における今回の事業対象エリアが目指す姿をお示しいただき、そこ
に向けたステップを段階的に想定してください。

14
別添１　Ｐ16
別添４　Ｐ４～６

新世界ゲートエリアについて、ガスはLPGを使用する記述がありましたが都市ガスなど
の引き込みを事業者負担で出来るか。またLPGの場合の設置場所など想定があれば
計画を示してもらいたい。

事業者負担による都市ガスの引き込みを検討していただくことは可能ですが、引き込
み経路等本市との協議が必要となりますので、その点をご理解のうえ提案してくださ
い。また、本市としてのＬＰＧ（プロパンガス）の設置場所に関する計画はありません。店
舗レイアウトと併せて提案してください。

15
別添１ P22
第７－３ライセンス使用
料の条件

ライセンス料について、事業エリア内店舗を拠点としたインターネット販売、通信販売等
を実施した場合は、事業エリア内店舗と理解してよいか。

事業エリア内店舗を拠点とした場合であっても、インターネット販売、通信販売等につ
いては事業対象エリア外での販売となり、ライセンス使用にかかる売上還元額の算出
基礎とします。

16 別添４ 2次募集資料として1次の資料に付加するということでよいか。
１次提案の「事業計画概要書」と対話内容をふまえて、２次提案の「事業計画提案書
類」として新たに提出してください。

17
別添４ P1
(1)②事業実施体制

欄中上から14行目、協力会社の業務実績について、別途会社概要書類を添付するこ
とで要件は満たすか。

業務実績を確認できるものであれば、様式は問いません。

18
別添４　Ｐ２～３
(2)①施設整備計画

動物園出口ゲートの整備は事業者もしくは市の負担のどちらになるか。市の負担の場
合の形状・規模がわかる資料を示してもらいたい。

てんしばゲートエリア側に退出する動物園出口ゲートの整備は事業者負担で行ってい
ただきます。境界フェンスや動物園グッズショップ等構造物との配置を踏まえて、事業
者にて提案してください。

19
別添４　Ｐ３
(2)②賑わい創出計画

詳細な計画というのはどこまでの実施計画が必要か。
動物への来園を促進する取組みや、公園内施設（エントランスエリア・動物園・美術館
等）との連携活動に対する考え方、手法、スケジュール等の計画を可能な限り具体的
に提案してください。
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20
別添４　Ｐ４
(2)③運営維持管理計
画

ホスピタリティの項目で（検収計画）とあるが、研修のことか。 ご指摘のとおりです。正）研修計画　誤）検収計画

21

別添４　Ｐ４～５
(3)①園内一円での飲
食・物販等店舗整備に
関する計画

動物園エリアのゲート部分の建築図を示してもらいたい。

新世界ゲートの平面図、立面図、断面図についてについては次によりデータを提供し
ます。
申込方法：
・別紙①「提供資料の取扱いにかかる誓約書」を添付し、天王寺動物園ゲートエリア魅
力向上事業者募集要項「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10月10日（火）

22

別添４　P５
（３）②新世界ゲートエリ
アの飲食・物販等店舗
整備に関する計画

新世界ゲートエリアの店舗レイアウトにおいて、建築面積、延べ床面積、最高高さにつ
いて記載するにあたり、大阪市で計画中の店舗等の高さ等がわかる詳細の図面があ
れば示してもらいたい。

動物学習・休憩施設は現在基本計画作成中であり、募集要項（２次提案）p.9の事業ス
ケジュールにも記載のとおり、平成30年度に基本設計を兼ねた実施設計を実施する予
定であり、事業予定者決定後に提案を踏まえて決定していく予定であるため、現時点
で本市からお示しできる建築面積、延床面積、最高高さに関する図面等はありませ
ん。

23

別添４　P５
（３）②新世界ゲートエリ
アの飲食・物販等店舗
整備に関する計画

概略レイアウトにおいては、現時点での基本プランを記載するが、Ａ工事の概要決定及
び設計協議等により詳細設計は変更となる場合があると思われるが、その理解でよい
か。

Ａ工事の概要決定及び設計協議等によって詳細設計が変更となる場合は、その都度
本市と協議していただき、支障のないものについて変更が可能です。

24

別添４　P５
（３）②新世界ゲートエリ
アの飲食・物販等店舗
整備に関する計画

現在、計画されている建築物の基本設計データ（展開図・仕様書）などがあれば示して
もらいたい。

動物学習・休憩施設は現在基本計画作成中であり、募集要項（２次提案）p.9の事業ス
ケジュールにも記載のとおり、平成30年度に基本設計を兼ねた実施設計を実施する予
定であるため、現時点でお示しできる展開図・仕様書等はありません。

25

別添４　Ｐ５
(3)③飲食・物販等サー
ビスの営業企画に関す
る計画

テナント事業者を想定している場合、物販・飲食の想定価格などは、出店テナントの方
針などの計画を提示する形でよいか。

ご提案に際してテナント事業者が未定等の事情により、物販・飲食の想定価格をお示
しいただけない場合は、出店テナントの方針（例：ジャンル、客単価、メニューの価格な
ど）を提示してください。

26
別添４　Ｐ６
(4)②関連経費内訳書

今回の実施計画に基づき、関連経費内訳書を１次提案時から変更することは可能か。 変更は可能です。
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27

別添４　Ｐ７
(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

参考見積もりは、正式な捺印のある見積もりが必要か。
捺印までは求めませんが、ご提出いただく見積書は、発行主体が明記された「正式な
見積書」として提出してください。

28
別紙３　Ｐ２
※２

災害などの場合の施設の役割などありましたら教えてもらいたい。
災害発生時には公園は広域避難場所となり、公園内施設を避難場所として使用する
場合などが想定されます。具体的には災害状況により個別判断となりますが、災害対
応のために必要な場合は状況に応じて協力していただくことになります。

29
別紙３　Ｐ２
※２

災害などで事業期間を延長する場合の公園使用料の考え方について見解を教えても
らいたい。

災害その他使用者の責めに帰すことのできない特別の事由により使用の許可に係る
使用ができなくなつたときは、使用料の全部又は一部を還付することがあります（大阪
市公園条例第16条）。災害などで事業期間を延長する場合の公園使用料の考え方に
ついては、延長前の考え方と同様です。

30
別紙14　P１
工事区分表（飲食店舗）

厨房嵩上げは乾式でと工事区分表にあるが、厨房床を水洗い出来ない仕様になる。こ
れで衛生上問題ないか。

厨房相当部分については軽飲食の提供を想定していたため乾式・耐水性の床構造と
していましたが、必要に応じて飲食店営業の施設基準を満たせるよう、湿式も可能とし
ます。

31
別紙14　P１
工事区分表（飲食店舗）

ガス設備でプロパンガスを利用の際、区画外の屋外にプロパンガス庫をC工事にて設
けるということでよいか。

ご質問の「区画外」がどこを想定されているかわかりませんが、別紙13でお示ししてい
る概要レイアウトの範囲内で事業者の提案した場所にプロパンボンベ庫をC工事にて
設置していただきます。

32
別紙14　P１
工事区分表（飲食店舗）

飲食（フードコート）と同建物内の屋内休憩スペースの設計施工は大阪市の実施だが、
飲食（フードコート）のファサード垂れ壁意匠や照明器具を休憩スペース側へ範囲を広
げることは可能か。

提案内容によりますが、飲食（フードコート）のファサード垂れ壁意匠や照明器具を休憩
スペース側に展開していただくことも可能です。事業予定者決定後に、来園者にとって
より良い空間づくりができるよう本市と協議のうえ決定します。

33
別紙14　P２
工事区分表 （物販店
舗）

ダウンライト、コンセントはＡ工事となっているが、当社設計に基づきその位置等は協議
できるのか。

事業者の設計によるダウンライト、コンセント等の位置変更の協議は可能です。


