
1 

大阪市立住まいのミュージアムにおけるミュージアムショップ 

運営事業者募集要項 

１． 運営事業者選定の目的 

 大阪市立住まいのミュージアム（以下「ミュージアム」という。）では、ミュージアムショッ

プ（以下「ショップ」という。）を単なる物販の場としてではなく、ミュージアムが提供するサ

ービスの一環であり、常設展示室、企画展示室につづく、ミュージアムを構成する重要な要素

と位置づけています。 

 ミュージアムの来館者が、住まいやくらしの文化に気軽に触れ、立ち寄ることができる居心

地のよいスペースとなるよう、新たなショップを整備し、ミュージアムにふさわしい物販とサ

ービスの提供を行っていただく運営事業者を、企画提案方式により募集します。 

２． ミュージアムショップの概要 

(1)施設名称  大阪市立住まいのミュージアム※ 

※大阪市立住まいのミュージアムは、現在、大阪市立住まい情報センターの業務の一部とし

て、大阪市住宅供給公社・アクティオ共同事業体が指定管理者制度に基づく、運営管理を行

っています。なお、本要項に基づく契約者は大阪市住宅供給公社（以下「公社」という。）で

す。 

(2)所 在 地  大阪市北区天神橋６丁目４－20（住まい情報センター８階） 

(3)施設概要 延床面積 約 34 ㎡   【資料１】８階館内図参照 

設備等        【資料２】改修の範囲と注意事項参照 

(4)ミュージアム入館者数とショップ売上高 

＜2018 年度＞ 

来館者数 約 62 万１千人 

ショップ売上高 約 4800 万円 

(5)ミュージアムが求めるショップのイメージ 

①ミュージアムにふさわしい来館者の新たなニーズに対応し、来館者の満足度を向上させるサー

ビスを提供する。

②来館者がミュージアムで体験した感動や思い出を、商品を通して持ち帰り、記憶に定着させ伝

え広めることで、ミュージアムとしてのイメージアップや新たな来館者・リピーターの増加に

つなげる。

③大阪の魅力を発信する拠点の一つとして、大阪の歴史や文化にちなんだ商品、オリジナル商品

等の品揃えがある。

④キャッシュレス決済の導入やインバウンドの対応などサービス向上に努める。
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３． 施設の運営 

(1)運営の基準 

①休館日  火曜日（祝日または振替休日の場合は、開館） 

年末年始（12 月 29 日～１月２日）、展示替期間年２回 

②供用時間 午前 10 時から午後５時 

③休館日及び供用時間の変更 

※上記①以外に、臨時に休館あるいは開館する日があります。 

※上記②について、公社は今後供用の時間を見直す場合があります。 

 

(2)運営事業者の業務の範囲 

 運営事業者が行う業務は以下に記す範囲とします。 

  

①専有部分の改修及び附属設備の維持管理 

ア ショップ専有部分の改修 

・本要項８（２）ショップの空間整備計画の提案に基づき、公社と協議のうえ専有部分と

なるショップの改修を行ってください。【資料２】改修の範囲と注意事項参照 

イ ショップ専有部分に係る維持管理業務（付属設備含む） 

   ・専有部分の日常の管理点検を行ってください。日常業務により生じた専有部分の損傷等

について、迅速に補修等を行ってください。 

・運営事業者は、専有部分及び周辺についても、日常の清掃を含め清潔感や美観を損なわ

ないよう管理してください。 

②ショップの運営に関すること 

ア 物品販売について 

・本要項８（３）物品販売の計画に基づき、公社と協議の上、各種商品の販売を行ってく 

ださい。 【資料３】運営における留意事項参照 

イ 委託販売商品について 

・ミュージアムが作成した展示図録や研究紀要、オリジナルグッズの販売をおこなってく 

ださい。 【資料４】委託販売物品一覧参照 

・業務委託料は売上の10％とします。 

・委託販売については別途、業務委託契約を締結します。 

 

(3)業務の第三者への委託 

運営事業者は、ショップ運営の全部または一部を第三者に委託し、または請け負わせてはな

りません。但し、あらかじめ書面により公社の承認を受けた場合はこの限りではありません。 

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しなければなりません。ま

た、委託の相手方は、大阪市住宅供給公社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、または大阪市住宅供給公社契約関係暴力団排除措置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りません。 
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(4)業務責任者及び業務従事者 

ショップの管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業務責任者を定め、その

氏名その他必要な情報を公社に通知していただきます。業務責任者を変更したときも同様に公

社に通知していただきます。また、業務責任者の下で作業を行う業務従事者についても同様に

通知していただきます。 

 

(5)改修に必要な経費 

  運営事業者には、ショップの専有部分の改修工事費を負担していただきます。 

 

(6)開店後に負担していただく経費 

  ①固定額 

   月額 10 万円 

  ②利益配分 

   本要項８（６）で提案された利益配分で実施してください。 

  ③延滞金 

   固定額、利益配分を指定期日までに支払われないときは、その翌日から納入までの日数に

応じて、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）

第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額に相当する額の遅

延利息を加算して支払っていただきます。 

④退店の費用 

   契約期間終了等による設備等の撤去や原状回復等に要する一切の費用 

  ⑤支払いについて 

（６）①②に消費税等を加算した額の毎四半期分をその翌月末日までに公社へお支払いくだ

さい。なお、支払に要する費用は運営事業者が負担してください。 

 ※但し、令和５年度の第４四半期分（１～３月分）の支払いについては、翌月 10 日まで

を期限とします。 

 ※日々の売上金は、運営事業者の責任において管理してください。なお、公社に対して、

営業状況につき日々の売上等報告を翌開館日中に、月ごとの売上等報告を翌月５日までに、

年ごとの売上等報告を４月５日までに、所定の様式にて提出してください。 

 

（7)損害賠償 

運営事業者は、ショップの管理運営にあたってミュージアム又は第三者に損害を与えたと

きは、すべて運営事業者の責任においてその損害を賠償してください。 

取扱商品に関する問い合わせや苦情、クレームなども運営事業者で対応してください。 

また、運営事業者がショップの管理運営にあたって契約した販売品などの納入業者や廃棄

物処理業者が施設を破損、汚損し、ミュージアムに損害を与えた場合には、すべて運営事業

者の責任においてその損害を賠償してください。 

 

 



 

 

4 

 

４．契約期間 

 契約締結日から令和６（2024）年３月 31 日まで 

なお、営業開始日（令和元（2019）年10月1日までを 終準備期間とする）について具体的なス

ケジュールは公社と協議の上、対応してください。 

※契約期間の初日にミュージアムとの立会いにより運営事業者への物件の引継ぎを行いますの

で、営業開始のための改装や開店準備作業等については契約開始後に行うこととなります。 同

様に、契約期間終了等により運営事業者が設備等を撤去する場合、撤去、原状回復等に要する

期間は、契約期間内とし、公社が確認を行います。 

※公社は指定管理者として大阪市より指定されているため、指定解除などの事由により、運営期

間の途中で契約が取り消される場合があります。この場合、運営事業者の損害に対して、公社

は賠償しません。 

 

５．応募資格等 

次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り応募することができます。  

(1) 公社契約規程第７条第２項及び第３項に該当しないこと。 

(2) 日本国内において物販小売業（お土産店等）を３年以上営んだ経験があること。 

(3) 法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、許認可等の免許を有しているこ

と（営業に関する資格が必要な場合のみ）。  

(4) 経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。（会社更生法に基づく更生手続

き開始の決定、又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けたものを除く） 

(5) 公社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。 

(6) 公社契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと。 

(7) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのあ

る団体に属する者でないこと。 

 

６．失格事項 

応募から契約までの間に、次の各号のいずれかに該当した場合は失格とし、選定審査の対象除

外又は契約者の地位を失います。なお、失格となった場合は、審査順位が次順位の者が契約運営

事業者となります。 

(1) ５に定める応募資格等を満たさなくなった場合  

(2) 契約予定者決定後、契約締結までに契約予定者が公社契約関係暴力団排除措置要綱に基づく

入札等除外措置を受けたときは契約の締結を行わないものとします。 

(3) 法人等の役員等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する場合 

(4) 選定審査に不当な要求等を申し入れた場合 

(5) 提出書類に虚偽の記載があった場合 

(6) 提出書類が期間内に提出されなかった場合 

(7) 提案の内容が公社の求める水準を満たさないと認められる場合 

(8) 提案された収支計画内容が、事業計画等と照らして実現可能性が無い又は提案者として不適

格と認められる場合 
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(9)その他不正・不誠実な行為があった場合 

 

７．運営事業者として果たすべき責任 

(1)個人情報保護の取り扱い 

①運営事業者は、この契約の履行にあたって個人情報及び業務に係るすべてのデータ（以下「個

人情報等」という。）を取り扱う場合は、個人情報保護の重要性に鑑み、公社個人情報保護

基本規程、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

25年法律第27号）及びその他の関連する法令等の趣旨を踏まえ、その漏えい、滅失、き損等

の防止その他個人情報等の保護に必要な体制の整備及び措置を講じてください。 

②運営事業者は、自己の業務従事者その他関係人について、前項の義務を遵守させるために必

要な措置を講じてください。 

③万一、個人情報等の漏えい、滅失、き損等の事故が発生した場合は、運営事業者は直ちに公

社へ報告し、公社の指示に従ってください。この場合の損害賠償は３（７）を参照。 

(2)研修の実施 

情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、管理運営業務における業務責任者及

び業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な教育及び研修を業務責任者

及び業務従事者その他関係人に対し実施するよう努めていただきます。 

(3)事故への対応 

事業実施中に事故（個人情報等の漏えい、滅失、き損等を含む。）が発生した場合、運営事

業者は、当該事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ちに事故拡大の防止策を講じるとともに、

速やかに公社にその旨を報告し、公社の指示に従っていただきます。 

 

８．提案を求める内容 

(1)ショップの運営方針 

 ・ミュージアムにふさわしい空間コンセプトや物品販売、ミュージアム事業との連携などにつ

いての考え方 

(2)ショップの空間整備計画 

 ・具体的な整備計画（動線計画や色彩計画を含む） 

(3)物品販売の計画 

 ・どのような品目を販売するか 

 ・オリジナル商品について 

・キャッシュレス決済の導入について（必須） 

(4)運営体制・スケジュール 

・人員体制、スタッフの配置計画、責任・協力体制、店舗運営管理など 

・準備段階から開店までのスケジュール 

(5)自由提案 

 ・ショップの魅力を高めるために必要なこと 

(6)利益配分等 

 ・毎月の売上額のうち公社に支払う割合 



 

 

6 

 

（売上金額に乗じる一定の割合の率（％）によって表示。 低８％以上とします。） 

※上記の割合の率は 低限の基準であり、これを超えた割合の率の提案も可とします。 

 

９．応募上の注意事項 

(1)提出書類の作成及び提出にかかる費用は、運営事業者の負担とします。 

(2)受付後の企画提案書の変更・修正は認めません。 

(3)提出された企画提案書等は返却しません。 

(4)公募型プロポーザル参加申請書兼誓約書及び企画提案書は、他に使用しません。 

 

１０．提出書類 

下記(1)に該当する参加申請書類を各 1部、下記(2)に該当する企画提案書各９部を提出してくだ

さい。 

(1)参加申請書類（各 1部） 

① 公募型プロポーザル参加申請書兼誓約書(様式－１) 

② 印鑑証明書（原本） 

※上記②については、公募型プロポーザル参加申請書兼誓約書の提出時におい         

て発行日より３か月以内のものに限る。 

③ 使用印鑑届（様式－２） 

④ 委任状（様式－３） 

※参加承諾・契約締結等の権限を委任する場合のみ必要。  

※受任者は支店長・営業所長又はこれに準ずる地位以上の者に限る。 

⑤ 営業に関する資格、免許、許可証等の写し。（※営業に関する資格が必要な場合） 

 

(2)企画提案書（各９部 ※うち６部は社名等を抹消してください。） 

① 会社概要書（様式―４） 

② 貸借対照表及び損益計算書（直近３事業年度分） 

③ 企画提案書（様式－５） 

      ※提案は１者につき１提案とします。 

      ※提案書は、中央下部にページを印字してください。 
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１１．危険負担 

契約期間内の主なリスクについては、以下の負担区分に基づき対応するものとします。 

 

 

※1 自然災害（地震・台風等）等不可抗力への対応 

・建物・設備が復旧困難な被害を受けた場合、業務の全部を停止します。 

・復旧可能な場合、ショップの復旧に要する経費は運営事業者と協議します。 

・災害発生時にミュージアムが市民の避難場所やボランティアの活動拠点となる場合、災害対

応のために業務の一部又は全部の停止を命じることがあります。 

・公社は運営事業者に対する休業補償は行いません。但し、固定費は日割で返却されます。 

※2 サービス提供に伴うショップ施設・機器等の損傷リスクへの対応 

・ショップ運営に必要な消耗品は運営事業者において適時補充、交換をして下さい。 

※3 ショップ施設、機器の不備又は施設管理上の瑕疵による事故への対応 

・管理上の瑕疵による事故に対応するため、運営事業者はリスクに応じた保険に加入して下さ 

い。 

 

 

 

ミュージアム

（公社）
運営事業者

法令等の変更 ショップの運営業務に影響を及ぼす法令等の変更

第三者賠償
ショップの維持管理、運営において第三者に損害を与え

た場合
〇

資金調達 必要な資金の確保 〇

収支計画に多大な影響を及ぼす場合

契約締結後のインフレ、デフレ 〇

金利 金利変動 〇

不可抗力 自然災害等による業務の変更、中止、延期　※1

公社の責任による中止・延期 〇

運営事業者の責任による中止・延期 〇

運営事業者の事業放棄・破綻 〇

申請段階 申請コスト 申請費用の負担 〇

準備段階 引継コスト
ショップ運営の引継ぎ（契約期間前の準備を含む。）費

用の負担
〇

需要変動 当初の需要見込みと異なる状況 〇

ショップ施設・機器等の損傷　※2 〇

管理上の瑕疵によるもの 〇

公社側の事由による業務又は契約内容の不履行 〇

運営事業者側の事由による業務又は契約内容の不履行 〇

性能リスク
公社が要求するショップﾟ運営の水準の不適合に関するも

の
〇

ショップ施設、機器の不備による事故　※3

ショップ施設管理上の瑕疵による事故　※3 〇

管理リスク
施設、機器の不備又は管理上の瑕疵及び火災等の事故に

よる臨時休館等に伴うもの
〇

段階 種類 内容

協議事項
損害賠償

ショップ運営事業の中止

物価

共通

運営段階

協議事項

ショップの損傷

債務不履行

協議事項

負担者

協議事項



 

 

8 

 

１２．応募の手続き 

(1)募集要項の配布 

①窓口配布期間 

令和元（2019）年６月28日（金）から７月29日（月）までとします。 

配布時間は午前10時から午前12時まで、午後１時から午後５時までとします。（火曜日、及び

祝日の翌日（休館日）を除く。） 

②配布場所 

大阪市立住まい情報センター４階住情報プラザミュージアム担当（大阪市北区天神橋６丁目４

番20号） 

（公社のウェブサイトからダウンロード可能：http://www.osaka-jk.or.jp/） 

 （トップぺージ⇒入札契約情報⇒お知らせ⇒プロポーザルの実施について） 

 

(2)現地見学会 

申請を予定している運営事業者を対象に、次のとおり現地見学会を開催します。 

①開催日 

令和元年７月７日(日) 午後 5時から 30 分程度（午後 4時 50 分集合） 

令和元年７月８日(月) 午後 5時から 30 分程度（午後 4時 50 分集合） 

※閉館時間の午後 5時になると、エレベーターが利用できませんので、午後 4時 50 分に集合し

てください。 

②集合場所 

住まい情報センター８階 住まいのミュージアム受付前 

③申込方法 

「公募型プロポーザル現地見学会申込」を本要項 15 に記載のメールアドレスへ送信してくださ

い。 

メールの件名は「公募型プロポーザル現地見学会申込」と記載してください。 

※メールの送信後、本要項 15 に記載の連絡先へ電話連絡し、確認を行ってください。 

④申込期限 

令和元年 7月６日(土) 午後５時まで 

※当日は直接会場へお越しください。 

⑤参加時の留意点 

1) なお、質問については、後述の「(3)質問事項の受付・回答」をご参照ください。 

※現地見学会では質問を受付けません。 

    2) 写真撮影等の記録を認めます。 

      ※１者につき１部図面を配付します。 

なお、改修可能範囲は現地見学会の当日に説明します。 

現場測定が可能です。 
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(3)質問事項の受付・回答 

①プロポーザルの内容等に関する質問がある場合は、下記のとおり質問書を電子メールにより提

出してください。件名は「公募型プロポーザル質問書」とし、送信後、本要項 15 に記載の担当

へ電話し確認してください。 

    1）質問書受付期間 

     令和元年７月７日(日)から７月 10 日(水) 午後５時まで 

（７月９日（火）は休館日のため、電話確認は翌日にしてください。） 

    2）質問書提出先 

     本要項 15 に記載の担当に同じ。 

    3）質問書の様式 

      箇条書きで簡潔に記入してください。（A4 サイズ自由書式） 

②質問の回答は、令和元年７月 12 日(金)中に本要項 15 に記載のウェブサイトに掲載します。但

し、質問又は回答の内容が、提案内容に密接に関わるものについては、当該質問者についての

み回答します。 

 

(4)参加申請書類及び企画提案書の提出 

①提出受付日時 

令和元年７月 24 日（水）から７月 29 日(月)まで 

 上記期間の午前 9時から午前 12 時、午後１時から午後５時まで 

②提出方法 

持参に限ります。 

③提出場所 

 本要項 15 に記載の担当に同じ。 

 

１３．運営事業予定者の選定 

(1)ヒアリングの実施 

運営予定事業者を選定するため、提出された「企画提案書等」に基づいて、15分程度の説明を

してもらい、その後15分程度、質疑を実施します。（※時間は目安であり、変更される場合があ

ります。） 

① 実施時期 

令和元年８月２日（金）予定 

※会場及び時間については、別途連絡します。 

②参加者が準備するもの 

・ヒアリングに必要な資料 

・プロジェクター、ポインター等 音響装置一式を準備しますので、使用される場合は、パソコ

ンやiPad等を持ち込みください。接続には、HDMI又はD-sub15ピンが必要です。 
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(2)プロポーザルによる評価項目 

①選定方針 

以下の評価項目・配点により選定を行います。 

評価項目 配点 

（１）ショップの運営方針 ５点 

（２）ショップの空間整備計画 ２５点 

（３）物品販売の計画 １０点 

（４）運営体制・スケジュール １０点 

（５）自由提案 １０点 

（６）利益配分等 ４０点 

合計 １００点

 

②選定結果等 

・ショップ運営事業者選定委員会により、企画提案書及びヒアリングの内容を、評価基準に基づ

いて審査し、その中で 優秀と認められた運営事業者を契約予定者とします。 

・いずれの提案内容も選定基準に満たない場合は、契約予定者を選定しない場合があります。 

・結果は、契約予定者を公社ウェブサイトに掲載するとともに、参加者全員に文書で通知します。 

・選定結果に関する質問、異議申立ては一切受け付けません。 

・通知予定時期：令和元年８月上旬 

 

(3)公募型プロポーザル参加申請書兼誓約書及び企画提案書の無効 

①本要項５に記載の参加資格(１)～(７)のうち、いずれか１つでも満たさない場合 

②公社契約規程第 18 条第 1項の規定に相当する事実のある場合 

③申請書類及び企画提案書類に虚偽の記載をした場合 

 

(4)公募型プロポーザル参加申請書兼誓約書類及び企画提案書提出時の注意事項等 

①提出書類の作成及び提出にかかる費用は、運営事業者の負担とします。 

②受付後の企画提案書の変更・修正は認めません。 

③提出された企画提案書は返却しません。 

④公募型プロポーザル参加申請書兼誓約書及び企画提案書は、他に使用しません。 

⑤参加申請書類及び企画提案書提出後の辞退は認めません。 

 

(5)その他 

①企画提案書提出後、契約締結までに、契約予定者が公社競争入札参加停止措置要綱及び公社契

約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の締結を行いません。 

②契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が公社契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札

等除外措置を受けたときは、契約の解除を行うことがあります。 



 

 

11 

 

(6)プロポーザルのスケジュール 

令和元年６月 28 日(金) 公募開始 

令和元年 7月６日(土) 現地見学会申込期限(午後５時まで) 

令和元年７月 7日(日)、７月８(月) 現地見学会（各回午後４時 50 分現地集合） 

令和元年 7月 7日(日）～10 日(水) 質問受付締切(午後５時まで) 

令和元年７月 12 日(金) 質問回答(公社ウェブサイトに掲載する) 

令和元年７月 24 日(水)～29 日(月) 公募型プロポーザル参加申請書類及び企画提案書の 

提出期限(午後５時までに「15 申請書等受付担当」

へ持参) 

令和元年８月２日(金) ヒアリング及び審査委員会の実施（予定） 

令和元年８月上旬 選定結果通知発送(予定) 

令和元年９月上旬 契約の締結(予定) 

令和元年９月上旬 

 

営業準備開始 

現地改修期間：９月上旬～10 月１日 

改修可能日時：休館日 

※休館日以外は公社と要協議。 

令和元年 10 月２日(水) 営業開始 ※本要項４を参照 

 

１４．提出資料一覧 

・公募型プロポーザル現地説明会申込書 

・公募型プロポーザル参加申請書兼誓約書(様式１) 

・使用印鑑届（様式２） 

・委任状（様式３） 

・会社概要書（様式４） 

・企画提案書（様式５） 

 

１５．申請書等受付担当 

大阪市住宅供給公社 企画部 住まい情報センター 

ミュージアム担当（担当 玉井、稲村） 

    〒530-0041 大阪市北区天神橋６丁目４番２０号 大阪市立住まい情報センター４階 

    TEL：06-6242-1170  FAX：06-6354-8601 

但し、火曜日、祝日の翌日（休館日）を除く 

大阪市住宅供給公社ウェブサイトhttp://www.osaka-jk.or.jp/ 

（トップページ⇒入札契約情報⇒お知らせ⇒プロポーザルの実施について） 

    メールアドレス：konjyakukan-bosyu@osaka-jk.or.jp 

（このアドレスは本件についてのみの宛先とします。） 
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【資料 1】8階館内図 

  

＜8 階の風景＞  凡例：→ 撮影方向 

  

Ⓐ受付付近（ロビー）               Ⓑ出口付近（ロビー） 

  

Ⓒショップ予定の現休憩スペース（約 34 ㎡） 

 

Ⓐ→ 
←Ⓑ 

Ⓒ↑ 
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【資料 2】改修の範囲と注意事項   

 

＜壁面１の一例＞          ＜壁面２の一例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

壁面２ 

壁面１ 

1316 ㎜  

1100 ㎜  

3500 ㎜  
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使用可 改修可 改修不可

面積 休憩コーナー（約34㎡）　※ソファー部分を含む 〇

床材１ ビニルタイル　※薄青色部分 〇

床材２ ボーダー大理石水磨き　※赤色部分 〇

床高 FL±０ 〇

幅木 木割巾木　H＝１００ 〇

壁面１（W 11010×H 3500＝約38.5㎡）※黄線部分　(単位㎜)

           （W 1100×H 3500＝約3.85㎡)  ※写真参照
〇

壁面２(W 2050+ 1170+ 2168.17＋708.46)×H 2100＝約12.81㎡

※青線部分、立面図参照
〇

壁材 PBの上多彩模様吹付
〇

※クロス可能

コンセント １箇所、100Vまで　※建築柱に設置 〇

建築柱 〇

見切縁 ビニル製 〇

高さ CH ＝3500 (単位㎜) 〇

天井材 岩綿吸音板ｔ＝１２貼（PB捨貼） 〇

照明
14箇所、200Vまで

電球の種類は変更可能
〇

スプリンクラー 2カ所 〇

スピーカー 2カ所 〇

空調ダクト 2カ所 〇

ショーケース

可動式棚（W 100×D 60×H 181）８台 (単位㎝)

可動式棚（W 113×D 60×H 92）1台

可動式棚（W 139×D 70×H 91）1台

可動式棚（W 90×D 60×H 70）2台

可動式棚（W 120×D 35×H 70）1台

〇
〇

※色変更可

ソファー ※ミュージアムが撤去し保管します 〇

5 電話 内線用 1機 〇

2

スペース・設備の現状

天井3

什器4

面積

床1

壁面

注意事項

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 既存の自動販売機やごみ箱は公社で撤去します。

ミュージアム所有の什器については協議の上無償で貸与可能ですが、修繕や更新に必要な費用は原則受託者の負担と

します。また、その他営業に必要な什器については、運営事業者で用意・設置してください。

外線用の電話は運営事業者で用意してください。

改修中は、附属設備等の搬入時の動線における養生やショップの養生をおこない、受付ロビーの美観を考慮し、ロ

ビーを通るお客様が安全に通行できるよう、配慮してください。

店舗面積範囲内にサイン・表示板等の設置を行う場合は、地震やいたずら等による転倒・脱落防止等の安全策を講じ

てください。

改修に関する全ての経費は、運営事業者の負担とします。

レジをご用意ください（レジ関連の事務的部品も同様）

空調ダクト吹出口、スピーカー、スプリンクラーは塞がないでください。

スプリンクラーの周辺は空間を確保してください（60cｍ以上）

車いすの動線を確保してください。

天井は改修できません。照明を新たに設置する場合は、什器に設置するなど運営事業者の負担で増設ください。
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【資料 3】運営における留意事項 

ア） 連絡体制 

・通常時および緊急時の連絡体制および連絡先を公社に報告してください。 

  ・公社との連絡をスムーズに行うため、館の内線が利用できます。但し、ショップからお客

様への対応（外線）については、電話番号や電子メールアドレス等運営事業者で設置しご対

応ください。 

イ） 人員配置 

・お客様が集中する時間帯のレジの混雑や、接客に遅滞等がないよう、フレキシブルな対  

応ができる人員の確保と配置を行ってください。 

・公社と連絡調整を行いながら、ショップ運営業務を管理職として責任を持って遂行するシ

ョップの業務責任者を配置してください。なお、業務責任者不在の際に業務を代行できる

体制を確保してください。 

・ショップに配置するスタッフについては、公の施設のスタッフとしての自覚を持ち、お  

客様のショップに対する要望や意見を把握し、お客者に対してきめ細かい柔軟な対応に努

め、常に質の高いサービスが提供できるよう、接客指導をおこなってください。 

・販売員の服装(ユニフォーム)については、ミュージアムのイメージに適した服装と名札  

を着用してください。これに係る費用は、運営事業者の負担とします。 

ウ）改修及び原状回復 

   ・営業開始のための改装及び契約期間終了時の原状回復をはじめ、次の行為をする場合には、 

事前に公社の承諾を得てください。  

・ショップの改修 

・電話、電気等の設備の新設又は変更  

・公社から貸与され使用する施設及び設備の補修 

・運営事業者による新たな備品等の設置  

・改修中には、搬入動線の養生やショップの養生をおこない、ロビーを通る来館者が安全に

通行できるよう、配慮してください。なお、養生にかかる費用をご負担ください。 

・ショップ退去時の原状回復は、契約期間内に実施してください。 

エ）物販・商品について 

・ショップの運営によって発生した廃棄物は、運営事業者の責任において適切に回収・処分 

してください。 

・販売品の搬出入・廃棄物等の搬出時間及び経路については、公社の指示に従ってください。  

・ショップで取り扱う商品について、ミュージアム展示物の意匠等公社に権利を有するもの 

（展示物・収蔵品の画像等）の使用にあたっては、事前に公社と協議の上、その使用可否や

金 

額を決定することとします。 

・公序良俗に反するもの、政治的・宗教的な色合いの強いものは避けてください。 

・生鮮食料品、花卉類は販売できません。 

・酒類・たばこ等の販売は禁止します。 

・ショップでは、運営事業者名や運営事業者の保有する店舗名等は使用できません。 
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・食品販売については、容器・包装を用いた商品に限ります。食品衛生上の手続きは運営事

業者が行ってください。 

※冷蔵・冷凍ショーケースが必要な商品を取り扱われる場合は、運営事業者側で新たに電

源の確保及び設置をしてください。 

  ・ミュージアムには、オリジナルロゴがあります。商品の販売時などミュージアムの PR のた

めに包装等に使用できます。 

＜ミュージアム正式ロゴ＞ 

 

 

オ）その他 

・公社が別途アンケート調査等を実施する必要が生じた場合、必要に応じて公社に協力してくだ

さい。 

・ショップの管理運営を行うにあたっては、大阪市立住まい情報センター条例ほか関連規定をは

じめ、個人情報保護法、労働基準法、 低賃金法、労働安全衛生法、社会保険法及び消防法そ

の他関係法令等を遵守しなければなりません。 

・館内は禁煙となっております。 

・共同体としての秩序を乱す行為があった場合には、退店していただくことがあります。 

・ミュージアム９階常設展示において「天井改修工事」を大阪市が実施する予定があり、９階、

10 階については使用休止となります。（期間：令和３（2021）年度８ヶ月程度を予定）但し、

８階常設展示、企画展示室は開館します。なお、この天井改修期間における運営事業者の損害

に対して、ミュージアムは賠償しません。 

・大阪市では現在、副首都・大阪にふさわしい大都市制度の検討を進められており、ミュージア

ム事業については、大都市制度（特別区設置）協議会において、特別区・総合区における事務

分担の考え方が、公表されています。 

・本要項に反するなどの事由により、契約期間の途中での契約解除、又は契約を締結しないこと

もあります。また、契約を取消した場合、違約金を徴収すると共に、取消しに伴うミュージア

ムの損害について、運営事業者に損害賠償を請求することがあります。 
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【資料４】委託販売物品一覧 （令和元年 5月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

金額（税込）

1 住まいのかたち　暮らしのならい（常設展図録）2001年発行 1,290 円

2 住まいのミュージアム研究紀要・館報　館報１号（平成13・14年）～１６号（平成29年） 500 円

3 上方生活文化堂　大阪の今と昔と、これからと（図録）2019年発行 1,000 円

4 大大阪モダニズム　片岡 安の仕事と都市の文化（特別展図録）2018年発行 1,000 円

5 くらしの美を探る（企画展図録）2018年発行 800 円

6 手拭万華鏡―名もなき職人たちの手仕事―（企画展リーフレット）2017年発行 100 円

7 浪花のひな祭り（企画展図録）2017年発行 500 円

8 大坂蔵屋敷 天下の台所はここから始まる（特別展図録）2017年発行 1,000 円

9 世界遺産をつくった大工棟梁　中井大和守の建築指図（特別展図録）2016年発行 1,500 円

10 淀川舟游　―若冲・応挙・蕪村も愛した（特別展図録）2015年発行 1,000 円

11 天下人の城大工　―中井大和守の仕事Ⅲ（特別展図録）2015年発行 1,500 円

12 再現！道頓堀の芝居小屋～道頓堀開削399年～（企画展図録）2014年発行 800 円

13
親子で楽しむ企画展　世界の木のおもちゃ―春日明夫トイ・コレクション―（企画展図

録）2012年発行
500 円

14 東洋＋西洋＝伊東忠太―よみがえった「西本願寺伝道院」―（企画展図録）　2012年発行 300 円

15
大坂の陣と大坂城・四天王寺・住吉大社の建築－世界遺産をつくった大工棟梁・中井大和

守の仕事Ⅱ（企画展図録）2012年発行
800 円

16 なにわの遊・楽（企画展リーフレット）2011年発行 100 円

17 「聴竹居」と藤井厚二（企画展図録）2010年発行 200 円

18 なつかしい道具には知恵がある（D VD）2010年発行 500 円

19 大阪ゆかりの日本画家（企画展図録）2009年発行 1,000 円

20 世界遺産をつくった大工棟梁　中井大和守の仕事（特別展図録）2008年発行 1,500 円

21 まちに住まう・大阪都市住宅史　1989年発行 7,130 円

金額（税込）

22 大阪市パノラマ地図－1924年 2,000円

23 まちにすまう大阪都市住宅史付録地図（浪速、近代の2種類） 1,000円

今昔館オリジナル商品等 金額（税別）

24 一筆箋 300 円

25 日本手拭 500 円

26 ポストカード（2種） 150円

27 クリアファイル（2種） 200円

28 飛び出す立体写真（4種） 300円

29 飛び出す立体写真（1種） 380円

図録

地図


