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第１ 事業の概要 

１ 事業名称 

 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。） 

 

２ 趣旨 

大阪市（以下、「本市」という。）では、大阪府とともに平成 28年に「大阪都市魅力創造戦略

2020」を策定し、世界的な創造都市、国際エンターテイメント都市へ加速するよう取組みを進

める方針です。この戦略において重点地区として位置づけられた「天王寺・阿倍野地区」では、

天王寺公園・動物園を核とした地区全体の魅力向上・集客促進に取り組んでいます。 

  これまで、天王寺公園エントランスエリア（てんしば）等においては、官民連携による公園

再整備・活性化を進めており、平成 27 年 10 月のリニューアルオープン後は、１年間で従前の

約３倍となる 420万人が訪れるなど、大きな賑わいが生まれています。 

  天王寺動物園においても、入園ゲートの新設、ユニフォームの刷新、“ナイト ZOO”の開催を

はじめ、動物園の魅力向上に向けた様々な取組みを進め、平成 25年度に 116万人だった入園者

数が、平成 27 年度には 173 万人、平成 28 年度は 167 万人まで増加するなど、成果をあげてい

ます。 

 また、平成 27年 8月には動物園の今後の方向性を定めた「天王寺動物園基本構想」、平成 28

年 10月には基本構想を実現するための具体的な方策を定めた「天王寺動物園１０１計画」を策

定し、獣舎リニューアルや動物園の機能向上、来園者サービスの改善など、大都市大阪にふさ

わしい都市型動物園をめざした各種施策を、継続的に展開していくこととしています。 

  中でも、飲食・物販等サービス機能は、動物園の魅力や来園者の満足度を高めるうえで欠か

せない要素であり、老朽化した既存売店等をリニューアルするとともに、動物園の特徴やロケ

ーションを活かした特色のある店舗・サービスを導入し、園内サービスの質や機能の抜本的な

改善を図っていくことが喫緊の課題となっています。 

  また、平成 27年度に整備した動物園入園ゲート（てんしばゲート）及びエントランスエリア

の隣接には、既存施設の老朽化等によって閉鎖している大規模なエリア（てんしばゲートエリ

ア）が存在し、多くの来訪者が訪れるエントランスエリア・動物園・美術館を繋ぐ要衝に位置

するにも関わらず、そのポテンシャルを活かせていない状況となっています。当該エリアを新

たな賑わい拠点として再整備することにより、公園内の回遊性を高め、公園全体のさらなる魅

力向上に繋げていくことが必要です。 

  さらに、これらの取組みを進めるうえでは、天王寺公園・動物園が有する強みや特色を最大

限に活かすとともに、新たな官民パートナーシップの構築や官民連携手法の導入よって、民間

の資金・ノウハウを効果的に活用し、公費負担の軽減を図りつつ、投資効果や事業効果を最大

化することが重要です。 

  本募集は、民間事業者のアイデア・ノウハウを最大限に発揮することで、天王寺・阿倍野地

区の核である天王寺公園・動物園のさらなる魅力向上に寄与する積極的な提案を求めるもので

あり、今回の２次提案募集では、効果的かつ効率的な事業となるよう、１次提案の「事業計画

概要書」と対話内容をふまえつつ、１次審査通過者を対象に詳細な提案を求めるものです。 

なお、本事業の実施にあたっては、本市と事業者の役割と責任を明確にしながらも、相互に

尊重し、緊密に連携・協議しながら事業に対する共通理解を形成し、官民一体となって魅力向

上に取り組むことを基本方針とします。 

 

 

 

 

 

 

http://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/cmsfiles/contents/0000274/274613/senryaku2020.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/cmsfiles/contents/0000274/274613/senryaku2020.pdf
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３ 天王寺公園・動物園の概要等 

(1)  天王寺公園の土地概要 

所在地（地番） 大阪市天王寺区茶臼山町１-108 

敷地面積 
天王寺公園 約 26ha  

うち、天王寺動物園 約 11ha 

区域区分 市街化区域 

都市施設 都市計画公園区域 

地域地区 風致地区 

用途地域 第２種住居地域 

建ぺい率 80%（別途、都市公園法に基づく建ぺい率の制限あり） 

容積率 200% 

防火指定 準防火地域 

その他 
埋蔵文化財包蔵地、大阪府指定文化財、大阪市指定文化財 

※参考資料１「埋蔵文化財包蔵地、大阪府指定文化財、大阪市指定文化財」 

 

(2)  天王寺動物園の概要 

開園 1915（大正４）年１月１日 

敷地面積 約 11ha 

法的位置づけ 都市公園法上の「公園施設」、博物館法上の「博物館相当施設」 

飼育動物数 197種 1052点（平成 28年 12 月時点） 

入園者数 約 173万人（内、有料入園者 約 115万人） ※平成 27 年度実績 

休園日 月曜日（休日に当たる場合には翌平日）、年末年始（12月 29日～１月１日） 

開園時間 午前９時 30 分～午後５時（入園は午後４時まで、５月と９月の土日祝日は１時間延長） 

入園料 

・通常入園料 

大人：500円（市内在住 65歳以上、障がい者手帳等をお持ちの方：無料） 

市外小中学生：200 円（市内在住・在学：無料、就学前児童：無料） 

・年間パスポート（平成 29 年 4 月より導入） 

大人：2,000 円 

市外小中学生：800 円 

 

(3)  関連する計画、あり方検討結果等 

・天王寺公園関連 

10年後の大阪を見すえて【エリア編】（平成 26年 12月策定） 

天王寺公園エントランスエリアへの民間事業導入にあたっての方向性 

天王寺公園活性化ビジョン サービス施設配置概要（参考資料２参照） 

平成 29 年度当初予算主要事業「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）」 

・天王寺動物園関連 

    天王寺動物園基本構想（平成27年８月策定） 

天王寺動物園１０１計画（平成28年10月策定） 

・大阪市立美術館関連 

 大阪市の美術館のあり方検討報告書 

http://www.city.osaka.lg.jp/seisakukikakushitsu/page/0000293480.html
http://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/cmsfiles/contents/0000249/249808/bettensho1.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/seisakukikakushitsu/0000388729.html
http://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/seisakukikakushitsu/0000388729.html
http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000321456.html
http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000383054.html
http://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000385408.html
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平成 26年度本市実施の大阪市立美術館本館改修及び新棟のあり方に関する調査業務委託 

※大阪市立美術館については本館の大規模改修を予定しており、それに併せて、慶沢園との

一体的活用並びに、サービスウィング（ミュージアムショップ、レストラン・カフェ等）の

先行整備の可能性などについて、検討を進めているところです。 

 

４ 事業対象エリア 

以下の(1)～(2)を事業対象エリアとして、事業の提案をしてください。（別添２「事業対象エ

リア図」参照） 

【図表１ 事業対象エリア】 

事業対象エリア名 区分 面 積 

(1)てんしばゲートエリア 
公園 

（無料エリア） 
約 0.5ha  

（
２
）
動
物
園
エ
リ
ア 

①動物園内一円 ※1 

動物園 

（有料エリア） 

約 11ha  

②新世界ゲートエリア 

（動物学習・休憩施設内店舗）  

店舗面積 約 150㎡程度  

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（売場・倉庫） 

※１ (2)①動物園内一円には、天王寺公園内（(1)(2)エリア、エントランスエリア、茶臼山北東部

エリア、美術館、慶沢園を除く）の自動販売機の設置・運営エリアも含むこととする。 

 

【動物学習・休憩施設内店舗について】 

① 動物学習・休憩施設内店舗の配置イメージについては、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）」参照。 

② 動物学習・休憩施設の詳細については、本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）において決定する。 

③ 飲食店舗に併設し、客席 200席程度（屋内・屋外）を確保した休憩スペースを配置す

る予定である。休憩スペースの整備・施設維持管理は、市の負担で実施することを基

本とするが、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）

については事業者の負担で実施することとする。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。 

④ 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、本市・事業者で別途協議・調

整のうえ決定する。 

 

５ 事業者の業務範囲 

  事業者の業務範囲は、以下のとおりです。 

(1) てんしばゲートエリア 

①  既存施設の解体及び土地造成に関する業務 

ア 既存施設の解体及び土地造成の計画・設計・施工  

※既存施設の解体及び土地造成に要する経費は本市負担（ただし、負担上限あり） 

②  施設整備に関する業務 

ア 一般園地（広場・園路・緑地等）の計画・設計・施工 

http://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000270994.html
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イ 動物園グッズショップの計画・設計・施工 

ウ 荷物預かり・乳母車貸出サービス施設の計画・設計・施工 

エ 新たに導入する魅力施設（店舗等）の計画・設計・施工 

※イ・ウ・エの施設を合わせて、以下「収益施設」という。 

③  賑わい創出に関する業務 

ア 賑わい創出に向けたイベント等の企画・実施・誘致等 

イ 集客促進に向けたプロモーション活動（広報・宣伝） 

ウ 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 

④  運営維持管理に関する業務 

ア 一般園地の維持管理（警備・巡回、清掃、巡視・点検、植栽管理、安全対策、施設・

設備等の保守点検・修繕等） 

イ 収益施設の運営維持管理（施設運営、警備・巡回、清掃、巡視・点検、安全対策、

施設・設備等の保守点検・修繕等） 

ウ 事業対象エリアにおける公園の利用調整、案内、イベント受付・連絡調整等 

エ 運営・マネジメント体制の構築、施設利用状況（収支、利用者数等）の把握、テナ

ント管理、ＣＳ向上の取組み等 

(2) 動物園エリア 

① 動物園内一円での飲食・物販等店舗整備に関する業務 

ア 簡易売店、自動販売機の設置（計画・設計・施工含む） 

イ ふれあい・家畜広場での飼料販売サービス施設の設置（計画・設計・施工含む） 

② 動物学習・休憩施設内での飲食・物販店舗整備に関する業務 

ア 動物学習・休憩施設内における飲食・物販店舗の整備（内装・設備に係る計画・設

計・施工） 

③ 飲食・物販等サービスの営業企画に関する業務 

ア 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 

イ オリジナル商品にかかるライセンス管理（キャラクター等の権利化、契約管理等） 

ウ 運営する店舗や商品等のプロモーション（広報・宣伝） 

エ 動物園内で開催されるイベント等との連携活動 

オ 公園内他施設（エントランスエリア・美術館等）との連携活動 

④  飲食・物販等店舗の運営維持管理に関する業務 

ア 動物学習・休憩施設内の飲食・物販店舗、簡易売店、自動販売機、荷物預かり・乳

母車貸出サービス、飼料販売サービス等の運営 

イ 各店舗の維持管理（清掃、巡視・点検、安全対策、施設・設備等の保守点検・修繕

等）、動物学習・休憩施設内の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） 

ウ 運営・マネジメント体制の構築、施設利用状況（収支、利用者数等）の把握、テナ

ント管理、ＣＳ向上の取組み等 
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【図表２ 事業者の業務範囲】 

エリア名 導入機能 

業務範囲 

資金 

調達 
設計 

建設 

(施工) 

運営 

管理 

(1)てんしばゲート 

エリア 

既存施設の解体・土地造成 
大阪市 

(負担限度あり) 
事業者 

公共的施設（広場・園路・緑地等） 

動物園グッズショップ 

荷物預かり・乳母車貸出 

新たな魅力施設（店舗等） 

事業者 

（
２
）
動
物
園
エ
リ
ア 

①動物園内一円 

簡易売店 

自動販売機 ※1 

ふれあい・家畜広場での飼料販売 

事業者 

荷物預かり・乳母車貸出※2 事業者 ※2 

②新世界ゲート 

エリア（動物学

習・休憩施設内） 

動物学習・休憩施設 大阪市 

飲食店舗 
事業者 ※3 

動物園グッズショップ 

※１ 自動販売機は、天王寺公園内（(1)(2)エリア、エントランスエリア、茶臼山北東部エリア、

美術館、慶沢園を除く）の設置・運営も含む。 

※２ 新世界ゲート既存施設内（参考資料５「天王寺動物園 既存サービス施設等の現況①②」

参照）の活用・運営を基本とするが、事業者での施設整備提案も可とする。なお、貸出備

品の調達は事業者で行うこととする。 

※３ 事業者は、動物学習・休憩施設内で飲食店舗・動物園グッズショップを運営。動物学習・

休憩施設の整備は本市で実施するが、店舗の内装・設備・什器備品等の整備・運営管理は

事業者での実施とする。また、屋内休憩スペースの日常清掃（テーブル・椅子の清掃、ご

み処理等）については事業者での実施とする。  

 

６ 事業提案を求める内容 

  事業対象エリアにおいて、「５ 事業者の業務範囲」に記載する業務を事業者が一体的に実施

するものとし、別添１「天王寺動物園ゲートエリア魅力向上事業条件書（２次提案）」（以下、

「事業条件書」という。）及び別添４「事業計画提案書類作成要領」を踏まえ、事業提案を行っ

てください。 

なお、具体的な事業詳細については、事業者として決定した後、提案内容を尊重しつつ、市

と事業者で協議のうえ、確定するものとします。 

(1)  てんしばゲートエリア 

① 事業対象エリアにおいて、天王寺公園・動物園の特色や当該エリアの立地特性を最大限

活かし、新たな魅力機能や動物園グッズショップ等の導入、質の高い空間形成・運営、

動線の工夫、イベント等の賑わいの継続を図るなど、民間事業者のアイデア・企画力・

経営力を活かした空間リニューアル及び利活用について、創造的かつ意欲的な事業提案

を求めます。 

② また、新たな施設の整備計画と併せて、必要となる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）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）について提案してください。 

③ 提案にあたっては、事業者が上記①②の業務を一体的に実施するものとし、空間デザイ
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ン、店舗等の企画・誘致、施設の計画・設計・施工、運営維持管理、賑わい創出までを

事業者が包括的に実施できる強みを活かし、事業がより効果的なものとなるよう提案を

工夫してください。 

④ なお、既存施設の解体及び土地造成にかかる本市の費用負担額を除き、事業者自らが設

置する施設からの収益等を基に、事業実施することを前提としてください。 

 

(2)  動物園エリア 

①事業対象エリアにおける飲食・物販、簡易売店、自動販売機などのサービスを包括的に

実施することを前提とし、動物園来園者ニーズを的確にとらえ、動物園のブランド価値

向上に寄与し、さらに新たな購買意欲を喚起するような商品展開やサービス提供につい

て、創意工夫を凝らした事業提案を求めます。 

② 飲食・物販等サービスの提供にあたっては、民間事業者のアイデア・企画力・経営力 

を最大限に活かし、従前の公立動物園における売店のイメージにとらわれない話題性

のある商品・メニューの開発・提供などによって、園内滞在時間の延長や新たな来園

者やリピーターの獲得に繋がるよう提案を工夫してください。 

③併せて、ふれあい・家畜広場での飼料販売や荷物預かり、乳母車の貸出など園内のアメ

ニティサービスについても、動物園全体のＣＳ（顧客満足度）向上のための取組みの一

環として、充実したサービス提供が行える提案を求めます。 

④事業者自らが運営する施設からの収益等を基に、事業実施する前提としてください。 

 

７ 事業期間等 

事業期間は、事業協定書の締結日から、平成 47 年 9 月 30 日までを基本とします。ただし、

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年間まで提案できます。また、協定期

間は事業協定書の締結日から解体・撤去完了までの期間、設置・管理許可の期間は事業開始に

先立った施設整備工事着手から事業終了後の現状回復（解体）工事完了までの期間のことをい

い、考え方は図表３のとおりです。 

なお、てんしばゲートエリアの運用は、原則として、平成 31年 4月１日以降、平成 31年 10

月 31日までの間に開始するものとします。動物園エリアの運用についても、期間の考え方はて

んしばゲートエリアと同様とし、運用等の詳細は「別添１ 事業条件書」を参照してください。 

ただし、都市公園法に基づく設置許可・管理許可の更新手続きは、３年毎に必要となります。 

 

【図表３ 事業期間の考え方】 

 

  

事業期間

協定期間

設置許可・管理許可 許可期間（公園使用料等発生）

▼ ▼ ▼ ▼

事業期間

協定期間

平成47年9月30日までを基本に

最長20年間
最長6ヶ月最長2ヶ月

事業スケジュール

（てんしばゲートエリア）

事業

終了

整備工事

着手

協定協議 設計・確認申請等 解体・造成工事 営業期間 解体期間施設整備工事

▼

協定期間

終了

▼

事業協定書

締結

事業予定者

決定

工事完成・運用開始

（遅くとも平成31年10月31日まで）
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８ 事業スケジュール（運用開始時期等） 

事業協定書の締結以降、大まかな事業スケジュールについては、次のとおり予定しています。

詳細については、別添３「事業スケジュール（予定）」も参照ください。 

【図表４ 事業スケジュール（概要）】 

 
 

９ 大阪市への納付額等 

飲食・物販等収益施設の設置・運営にあたっては、下記のとおり、公園使用料及び収益還元

金（歩合）、並びにライセンス使用料を本市に納付いただきます。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」を参照してください。 

 

(1)  公園使用料 

① てんしばゲートエリア 

許可面積 × 提案単価（※条例単価以上） 

 

② 動物園エリア 

固定納付額：提案額（年額 31百万円以上） 

 

※①②双方について、別紙 10「公園施設の設置許可・管理許可制度の概要」参照 

 

(2) 収益還元金（歩合） 

ア 対象施設 

ⅰ．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 

ⅱ．動物園エリア 

     動物園内店舗等すべての施設（自動販売機を除く） 

イ 歩合水準   基準売上高を超える売上に対する提案歩合（３％以上） 

ウ 基準売上高  年間 217百万円 

 

(3) ライセンス使用料 
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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還元率を乗じた額 

②  売上還元額（歩合） 

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 還元率  

対象総売上に対する市への提案還元率（１％以上） 

 

第２ 応募資格・応募条件等 

１ 応募者の構成等 

 応募者は、事業の実施に必要な資力、信用、技術的能力、管理能力、実績を有する法人及び

その他の団体(以下、「法人等」という。)、又は複数の法人等によって構成される任意団体、Ｊ

Ｖ（共同企業体や合弁企業）又はＳＰＣ（特別目的会社）等の連合体（以下、「連合体」という。)

とします。 

 

【連合体による応募】 

① 連合体の構成員の役割分担を明確にするとともに、予め、応募及び事業に必要な諸手続き

等を一貫して担当する法人等(以下、「代表者」という。)を定めてください。本市との協議

の窓口は、代表者に一元化します。 

② 事業予定者として選定された後に、連合体により新たな法人を設立する予定であるときは、

提案書類にその旨を明記してください。新法人は、事業協定書の締結（事業予定者の選定

後 2ヶ月以内）までに設立してください。 

③ 連合体で応募する場は、次の事項を遵守してください。 

ア 代表者の変更は認めません。 

イ 代表者を除く構成員の変更は、原則として認めません。ただし、やむを得ない事情で

連合体の構成員を変更する必要があり、本市が承諾した場合はこの限りではありませ

ん。 

ウ １つの連合体の代表者または構成員もしくは構成員であった者は、別の提案を行うグ

ループを構成する法人等や単独の応募者となることはできません。 

 

２ 応募者の参加資格要件 

  連合体により応募する場合は、構成員のすべてが次の参加資格要件を満たすものとします。 

なお、２次提案は、１次審査通過者のみが対象となります。１次審査通過者以外は、２次提

案に応募できません。 

 

(1)  応募者の資格要件 

① 地方自治法施行令第１６７条の４に規定する欠格事項に該当していないこと。 

② 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと。 

③ 直近３事業年度分の法人税、消費税及び地方消費税、法人都道府県民税、法人事業税、
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法人市町村民税の滞納がないこと。 

 

(2)  欠格事項 

次のいずれかに該当している場合は応募することができません。 

① 破産者で復権を得ない者 

② 地方自治法第２４４条の２第１１の規定により、本市又は他の地方公共団体から指定を

取り消され、その取り消しの日から２年を経過しない者 

③ 応募する法人等の役員に、次のいずれかに該当する者がいる法人等 

ア ①に該当する者 

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった

日から２年を経過しない者 

ウ 公務員で懲戒免職処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 

 

(3)  失格事項 

次の要件のいずれかに該当した場合は、選定審査の対象から除外します。 

① 事業者選定審査に関する照会・要求等を申し入れた場合 

② 提出書類に虚偽の記載があった場合 

③ 本要項に違反又は本要項から著しく逸脱した場合 

④ 提出期間内に提出書類等が提出されなかった場合 

⑤ 暴力団の構成員又は暴力団密接関係者 

⑥ その他、不正行為があった場合 

 

(4)  各業務にあたる者の資格要件 

既存施設の解体、土地造成及び提案施設に関する業務にあたる者（応募者又は協力会社）

については、次の資格要件を満たすものとします。 

資格要件の確認に必要となる書類等を提出してください。 

① 設計業務 

  既存施設の解体、土地造成及び提案施設の設計業務にあたる者は、以下に示す要件を

全て備えていることとします。 

ア 建築士法（昭和 25年 5月 24日法律第 202号）第 23条の規定に基づく一級又は二級

建築士事務所の登録を受けていること。 

イ 提案する施設と同種・同規模の設計業務を元請として履行実績があること。 

ウ 配置する管理技術者（設計業務の技術上の管理等を行う者をいう。）は、提案する施

設の設計に資格が必要な場合、建築士法第５条の規定に基づく一級または二級建築

士の登録を受けている者であり、その者を配置できること。 

エ 有資格者は建築士法第 10条第１項の規程に該当しない者であること。 

② 建設業務 

  既存施設の解体、土地造成及び提案施設の建設業務にあたる者は、以下に示す要件を

全て備えていることとします。 

ア 建設工事の種類に応じて必要となる建設業法（昭和 24年法律第 100号）に定める許

可区分の建設業の許可を有していること。なお、建設業務にあたる者が複数である

場合には、そのうち１者が満たせば良いものとする。 

イ 元請として提案施設と同種・同規模に相当する工事の施工実績があること。 

ウ 配置する技術者は、提案施設と同種・同規模に相当する工事の施工実績があること。 

 

３ 参加資格要件の確認基準日 

① 参加資格要件の確認基準日は、１次提案における応募書類の提出期限日（平成 29 年７月
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21 日(金)）とします。ただし、基準日後、事業協定書締結前に、参加資格要件を欠くこ

ととなった場合や参加資格要件を欠くことが明らかとなった場合は、参加資格を欠くも

のとし、あるいは選定を取消します。 

② 構成員の変更があった場合の当該構成員の参加資格要件の確認基準日は、構成員の変更に

ついて本市が承諾した日とします。 

 

第３ 募集スケジュール 

  事業者の募集・選定等のスケジュールは、次のとおり予定しています。 

日にち・時期 内容 

平成 29年 8月 31日(木) 募集要項の公表 

平成 29年 9月 1日(金)～ 

平成 29年 9月 15日(金) 

質問の受付 

平成 29年 9月 29日(金) 質問への回答 

平成 29年 10月 18日(水)～ 

平成 29年 10月 19日(木) 

提案書類の受付 

平成 29年 10月 30日（月） 応募者からのプレゼンテーション（非公開） 

平成 29年 10月（予定） 事業予定者の決定 

平成 29年 12月（予定） 事業協定書の締結 

 

 

第４ 応募手続きに関する事項 

１ 質問の受付・回答 

本募集要項に記載された内容に関する質問を、次の要領で受け付けます。これ以外の方法に

よる質問は、受け付けません。 

(1)  受付期間 

  平成 29年９月１日（金）～平成 29年９月 15日（金）午後５時 

(2)  提出方法  

・様式１「天王寺動物園ゲートエリア魅力向上事業に関する質問書」に必要事項を記入の

うえ、「第７ 提出先、問合せ先」宛て、Ｅメールにて申込みを行ってください。 

・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に関する質問（法人名）」

としてください。 

・Ｅメールを確認次第、受信した旨の返信メールをお送りしますが、平成 29 年９月 19 日

午後５時までに返信がなかった場合は、「第７ 提出先、問合せ先」まで電話にてお問い

合せください。 

(3)  質問に対する回答の公表等 

受け付けた質問に対する回答は、次のとおり本市のホームページで公表します。 

① 公表時期 

平成 29年９月 29 日（金） 

  ※ただし、質問が多数に及ぶ場合等には、回答日を延期する場合があります。 

② 公表ホームページアドレス 

http://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000395208.html 

③ 注意事項 

    ・受け付けた質問に対する回答は、個別には行いません。 

    ・質問を行った法人名は公表しません。 

    ・本募集要項に関係のない事項等の質問に対しては回答しません。 

 

http://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000395208.html
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２ 事業提案に係る事前調査 

  本事業の実施に伴い、応募者は、事業対象区域内及びその周辺において事前調査を実施する

ことができます。 

(1)  実施期間・時間 

平成 29年９月 11日（月）～平成 29年９月 29日（金）（土日祝日を除く） 

午前 9時～正午、午後１時～午後 5時  

(2)  実施内容 

・現時点では、次の調査等を想定しています。 

非公開エリアの現状確認（目視調査）、測量、交通量調査、軽易なボーリング調査等 

・調査の内容が土地の形質変更を伴う場合は、都市公園法等に基づく事前の許可等が必要

となる場合があります。また、施設運営や安全管理上、事前調査の対象として認められ

ない場合がありますのでご注意ください。 

(3)  申込方法 

 ・事前調査を希望する場合は、「第７ 提出先、問合せ先」宛て、調査を希望する５日前（土

日祝日は除く）までに、Ｅメールにて事前に申し込みを行ってください。 

 ・Ｅメールの件名は「事前調査申込：天王寺動物園ゲートエリア魅力向上事業」とし、事

前調査希望日、人数、調査内容、連絡先などを記載してください。 

 ・なお、Ｅメールでの申し込み後、翌日（土日祝日除く）までに返信がない場合は、「第７ 

提出先、問合せ先」まで電話にてお問合せください。 

 ・なお、現地状況等により、希望日での対応が難しい場合は、別途、実施日を調整させて

いただくことがあります。 

(4)  実施方法 

事前調査にかかる費用をすべて事業者が負担した上で、事業者にて行ってください。必要

に応じて本市職員が立ち会う場合があります。 

 

３ 応募書類の提出方法及び応募上の注意事項 

(1)  受付期間・時間 

   期間：平成 29年 10月 18日(水)～平成 29年 10月 19日(木)  

時間：午前９時～正午、午後１時～午後５時  

(2)  提出場所・方法 

   事前に電話連絡のうえ、「第７ 提出先、問合せ先」まで必ず持参してください。 

郵送・ＦＡＸ・Ｅメール等、持参以外の方法は、受け付けません。 

(3)  提出書類・部数 

応募に必要な書類の様式及び部数等は、「４ 応募書類」を確認してください。 

(4)  応募書類の取扱い 

 提出された応募書類については、事業予定者が決定するまでは公開しません。 

 なお、提案内容については、２次提案募集が終了し事業予定者を決定した後、本事業の

決定過程の一環として公表することがあります。 

(5)  その他注意事項 

① 関係者等との接触の禁止 

 本市から連絡した場合を除き、選定委員及び本件業務に従事する本市職員、その他、

本件関係者に対しての接触を禁止します。 

 接触の事実が認められた場合は、失格となる場合があります。 

② 募集要項の承諾 

 応募者は、応募書類の提出をもって、本募集要項の記載事項を承諾したものとみなし

ます。 

③ 応募内容変更の禁止 
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 受付終了後、応募書類の内容を変更することはできません。 

④ 応募書類の取扱い 

 応募書類の著作権は応募者に帰属します。ただし、事業者の選定に関する情報の公表

時及びその他本市が必要と認める場合は、本市は応募書類の全部又は一部を無償で使

用・公表できるものとします。 

 応募書類は、理由の如何に関わらず返却しません。 

⑤ 情報公開 

 応募書類等本市に提出された書類は、大阪市情報公開条例に定めるところにより、公

開される場合があります。 

⑥ 応募の辞退 

 応募書類提出後に応募を辞退する場合は、予め市へ連絡した上で、速やかに様式２「参

加辞退届」を「第７ 提出先、問合せ先」まで持参又は郵送してください。郵送の場

合は、書留等配達の記録が残る方法に限ります。 

⑦ 費用負担 

 応募にかかる費用は、全て応募者の負担とします。 

 

４ 応募書類 

(1)  応募登録書類 

 Ａ４縦版ファイル（左側２穴）に次の書類を綴り、必要部数を提出してください。 

 ファイルの表紙に「正」「副」の区別を明記してください。 

 名 称 様 式 部 数 内 容 

[1] 応募登録申込書 様式３ ３部 

(正本１部、 

副本２部) 

所定の用紙に必要事項を記入 

[2] 誓約書 様式４ 所定の用紙に必要事項を記入 

[3] 
連合体協定書【標準様式】 

※1 
様式５ 副本３部  ※2 連合体で申し込む場合に提出 

[4] 事業者別状況調書 ※3 様式６-１ ３部（正本１

部、副本２部） 

所定の用紙に必要事項を記入 

[5] 事業者の経理状況調書 ※3 様式６-２ 所定の用紙に必要事項を記入 

[6] 申込添付書類 ※3 

様式自由 

３部 

(正本１部、 

副本２部) 

 

ⅰ会社定款または寄附行為 

各種 

証明書※4 

ⅱ商業登記簿謄本及び代表者の印鑑証明書

（直近 1カ月以内に発行のもの） 

様式自由 ⅲ会社概要書 

様式自由 ⅳ役員名簿及び履歴書※5 

関係法令

に定める

様式 

ⅴ直近 3事業年度分の次の書類 

・営業報告書 

・会社法に定める計算書類※6（連結含む）

及び附属明細書 

・法人税申告書一式 

各種 

証明書 
 

ⅵ直近 3事業年度分の次の書類 

・法人税、消費税及び地方消費税の納税証

明書（納税証明書「その３」または「その

３の３」。直近 3カ月以内に発行のもの） 

・法人都道府県民税、法人事業税、法人市

町村民税の納税証明書（本店所在地の納税

証明書。直近 3カ月以内に発行のもの） 
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※1 連合体で申し込む場合のみ提出してください。 

※2 受付時に原本と副本の照合を行うので、原本も併せて持参してください。 

※3 連合体で申し込む場合、全ての構成員について上記[4]～[6]を提出してください。 

※4 各種証明書は、正本へは原本を添付することしますが、副本は複写も可とします。 

※5 役員の名簿について、法人にあっては、代表者のほか非常勤を含む役員及びその経営に事実上参加して

いる者、法人格を有しない団体にあっては、その代表者及び経営に事実上参加している者の名簿を提出

してください。また、役員の名簿に記載した者、全員の履歴書も提出してください。 

※6 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書。非営利法人の場合は、貸借対照表、正味財産増減計

算書、キャッシュ・フロー計算書及び財産目録並びに収支計算書。 

 

(2) 提案書類・データ 

  「事業計画提案書」をＡ３横版ファイル（左側２穴・片面刷り）に綴り、データファイルと

ともに、必要部数を提出してください。 

① 「事業計画提案書」の様式・記載内容 

 別添４「事業計画提案書類作成要領」のとおり 

 別添１「事業条件書」における諸条件を満たしているか、確認できるよう注意して作成

してください。 

② 提出部数 

 正本１部、副本 15部 ※ファイル表紙に「正」「副」の区別を明記してください。 

 CD-Rデータ １部  

※データ形式は、Microsoft office2007に互換するエクセル・ワード・PDFデータのい

ずれかで作成したものに限ります。 

③ 注意事項 

 様式を定めていない提出書類については、Ａ３版までの大きさで作成してください。 

 副本については、応募者を特定できる記載（商号又は名称、所在地、代表者名、印影、

ロゴマーク、管理運営実績施設の名称等）にはマスキング処理を行ってください。マス

キングが不足している場合は、本市において追加のマスキングを行います。 

 

 

第５ 審査方法・審査基準等 

１ 審査方法 

  審査については、応募書類を基に、学識経験者等で構成する「天王寺動物園ゲートエリア魅

力向上事業予定者選定委員会」（以下、「選定委員会」という。）において、１次審査通過者を対

象に「事業計画提案書」の提出を求め、選定委員会において、応募者によるプレゼンテーショ

ン（非公開）及びヒアリングを行ったうえで、事業予定者を選定します。 

 

  

    
ⅶ設計業務及び建設業務にあたる者の資格

要件を確認できるもの 

[7] 選定結果通知用封筒一式 長形３号 １部 
長形３号封筒に送付先を明記し、特定記録

郵便相当の切手（252円）を貼付したもの 
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２ 審査基準 

２次提案を審査する際の基準は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価の観点 配点

事業方針

・事業方針、事業コンセプトが、両ゲートにおいて動物園のゲート空
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）を醸成するだけでなく、動物園のサービス施設のリ
ニューアルやサービスの質・機能の抜本的向上を図るものであること
はもとより、公園内他施設との連携、ひいては天王寺・阿倍野地区の
更なる魅力向上をめざす本事業の趣旨と合致しているか

・天王寺公園・動物園の将来を見据えて、持続的・発展的な魅力・集
客力・ブランド力の向上に積極的に意欲を持って取り組む提案となっ
ているか

・提案した事業期間において、適正かつ確実な事業実施が可能な事業
実施体制となっているか

・事業者が、当事業を実施するために有効な実績・経験を有している
か

15点

てんしばゲートエリアの
事業計画

・施設整備計画（既存施設の解体・土地造成に関する事業計画を含
む）について、実現可能な計画が具体性を持って的確に提案されてい
るか

・効果的な土地利用計画によって、公園内の回遊性の向上や来園者が
憩い、くつろぎ、新たな市民交流や賑わいの場を創出する空間形成な
ど公園の新たな魅力創造が図られているか

・ランドスケープデザインとして、都市公園としてふさわしいもので
あるか

・賑わい創出計画について、公園全体の集客力、公園内の回遊性、ブ
ランド力を高める計画が具体性を持って的確に提案され、新たな魅力
の創造につながるものとなっているか

20点

動物園エリアの
事業計画

・園内一円の飲食・物販等店舗整備に関する計画について、具体性を
持った的確なものであるとともに、質・量ともに高いサービスを提供
できる施設整備計画となっているか

・新世界ゲートエリアでの飲食・物販等店舗整備に関する計画につい
て、具体性を持った的確なものであるとともに、質・量ともに高い
サービスを提供できる施設整備計画となっているか

・飲食物販等サービスの営業企画に関する計画について、提供する
サービスのメニュー・内容・プロモーション等が的確な戦略を持って
工夫され、動物園全体の魅力や満足度の確実な向上が期待できるか
【飲食】

・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商
品等の企画・開発・制作・管理・販売展開に積極的かつ的確な戦略を
持って取り組み、動物園のブランド価値の確実な向上が期待できるか
【物販】

20点

運営・維持管理計画 ・実施可能な計画が具体性をもって的確に提案され、より質の高い維
持管理水準を確実に保てるような計画となっているか

・顧客満足度向上のために、ホスピタリティある接客など運営上の工
夫を凝らした計画となっているか

10点

事業計画に基づく事業効果 ・論理的根拠に裏付けられた説得力のあるものであり、十分な事業効
果を生み出す提案となっているか 5点

公園使用料・収益還元金・
ライセンス使用料、収支計画

・公園使用料・収益還元金・ライセンス使用料について、本市により
高い収益をもたらすものとなっているか

・収支計画が具体的、計画的かつ正確なものであり、実現可能性の高
いものとなっているか

20点

てんしばゲートエリアにおける
既存施設の解体・土地造成に
かかる大阪市の概算負担額

・大阪市の概算負担額について、より負担の少ないものとなっている
か

10点

100点

評価項目

事
業
計
画
評
価

価
格
評
価

合計
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３ プレゼンテーションの実施 

   応募者による提案内容についてのプレゼンテーションを実施します。 

プレゼンテーションは、平成 29年 10月 30日（月）に実施する予定です。実施方法、時間・

場所などの詳細については、別途応募者に通知します。 

なお、日程については変更する場合があります。 

 

４ 事業予定者の決定 

   選定委員会は、審査の結果、基準点を上回ったもののうち、最も得点が高かった事業提案

者を事業予定者として選定します。基準点は 60 点とします。 

   選定後、事業予定者と協議し、万一合意に至らなかった場合や事業予定者が辞退した場合

は、基準点を上回った者のうち次に高い得点の応募者が事業予定者に繰り上がるものとしま

す。 

   選定委員会の審査結果を踏まえ、本市が事業予定者を決定します。 

 

５ 審査結果の通知及び公表 

① 審査結果は、すべての応募者（連合体で応募した場合は代表者）へ、書面により通知しま

す。 

② 審査結果は、事業予定者が決定した後、本事業の決定過程として大阪市ホームページに公

表します。 

③ 選考に関する審査内容及び結果に関する問合せ並びに異議等については、一切応じません。 

 

第６ 契約の締結等 

１ 事業協定書の締結 

本募集で選定された事業予定者は、提案内容及び別添５「事業協定書（案）」に基づき、本市

と本事業の実施に向けた協議を行い、選定後２ヶ月以内に事業協定書を締結することとします。 

 

２ 事業者の決定 

事業協定書の締結をもって、事業予定者は事業者となります。 

 

３ 都市公園法に基づく許可 

民間収益施設の設置・運営管理にあたって、事業者は、本市から都市公園法に基づく設置許

可などの各種許可を受ける必要があります。 

 

４ 実施協議、実施協定等 

事業実施にあたって、事業者は、計画、設計、施工及び運営維持管理の詳細について、本市

と個別に実施協議を行う必要があります。 

また、事業対象エリアの運営維持管理の詳細、動物園オリジナルグッズのライセンスの取扱

い、既存施設の解体及び土地造成等にかかる費用負担の取扱い等については、個別に、本市と

実施協定書を締結することとします。 

 

第７ 提出先、問合せ先 

 

担当：大阪市経済戦略局観光部観光課（集客拠点担当） 

住所：〒553－0005 

      大阪市福島区野田１－１－86 大阪市中央卸売市場本場業務管理棟１２階 

電話：０６－６４６９－５１６４ 

Ｅメール：tennojizoo-gate@city.osaka.lg.jp 

mailto:tennojizoo-gate@city.osaka.lg.jp
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第８ 附属資料 

１ 別添書 

別添１「事業条件書」 

別添２「事業対象エリア図」 

別添３「事業スケジュール（予定）」 

別添４「事業計画提案書類作成要領」 

別添５「事業協定書（案）」 

２ 事業条件書 別紙 

別紙１「設計・整備に関する業務要求水準書」 

別紙２「維持管理標準仕様書」 

別紙３「市・事業者のリスク分担」 

別紙４「大阪市への納付額等の考え方について」 

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）」 

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）」 

別紙７「天王寺動物園（売店等の配置・営業日の考え方）」 

別紙８「天王寺動物園（簡易売店の設置不可エリア）」 

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）」 

別紙 10「公園施設の設置管理許可制度の概要について」 

別紙 11「売店等における Osaka Free Wi-Fi環境の整備について」 

別紙 12「工事関係車両の標準搬出入ルート」 

別紙 13「動物学習・休憩施設の概略レイアウト」 

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）」 

３ 参考資料  

参考資料１「埋蔵文化財包蔵地、大阪府指定文化財、大阪市指定文化財」 

参考資料２「天王寺公園活性化ビジョン サービス施設配置概要」 

参考資料３「天王寺公園来園者数」 

参考資料４「天王寺動物園入園者数」 

      ①直近 10年間の推移 

      ②日別（平成 27年４月～平成 29年７月） 

参考資料５「天王寺動物園 既存サービス施設等の現況」 

①既存サービス施設等の配置図 

②施設現況（荷物預かり室、乳母車室、飼料販売所） 

③売店・自動販売機等の使用料実績 

④売店等の売上実績 

⑤自動販売機の売上実績 

⑥乳母車貸出サービス利用実績 

⑦売店付随自動販売機の売上実績 

参考資料６「天王寺動物園１０１計画（ゾーニング案）」 

参考資料７「天王寺動物園 いきものなにものマーク等」 

参考資料８「天王寺動物園 協働事業等一覧」 

参考資料９「天王寺公園全体マップ、周辺マップ」 

参考資料 10「イベント実績」 

          ①天王寺動物園イベント実績 

          ②慶沢園イベント実績 

          ③てんしばイベント実績 

   参考資料 11「アスベスト含有判定結果」 

 ４ 様式集 


