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別紙標準様式（第７条関係） 

会 議 録 

会 議 の 名 称 第 1回 総合文化施設設計事業者選定審査会 

開 催 日 時 平成２６年 ９月 ５日（金） 
１５時０５分から 

１７時３５分まで 

開 催 場 所 別館４階 第２委員会室 

出 席 者 
会長：吉村委員、副会長：岸田委員、 

委員：荒起委員、伊木委員、猪井委員、梅宮委員、林委員 

欠 席 者 なし 

案  件  名 

１．はじめに 

２．会長･副会長の選出 

３．諮問 

４．総合文化施設設計事業者選定審査会の運営について 

５．事業の概要について 

６．総合文化施設設計事業者選定審査会の進め方について 

７．評価基準等の考え方について 

８．今後のスケジュールについて 

９．その他 

提出された資料等の 

名 称 

資料１   総合文化施設設計事業者選定審査会 委員名簿 

資料２   総合文化施設整備計画 

資料３   総合文化施設設計事業者選定審査会の進め方について 

資料４   評価基準等の考え方について 

資料５   実施スケジュール（案） 

参考資料１ 諮問書（写） 

参考資料２ 枚方市審議会等の会議の公開等に関する規程 

参考資料３ 枚方市情報公開条例（抜粋） 

参考資料４ 枚方市駅周辺再整備ビジョン 

参考資料５ 枚方市文化芸術振興条例リーフレット 

参考資料６ 枚方市の文化芸術に関する概況等について 

参考資料７ 「枚方市議会総務常任委員会所管事務調査最終報告」の提言について 

参考資料８ 総合文化施設整備計画（抜粋版） 

参考資料９ 所管事務調査最終報告「総合文化施設について」 

決   定   事   項 
・会長に吉村委員を、副会長に岸田委員を選任した。 

・枚方市情報公開条例第６条第６号及び第７号に規定する非公開情報
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が含まれる事項について審議・調査等を行うため会議を非公開とする

ことを決定した。ただし、第二次審査にかかるプレゼンテーション、

ヒアリングについては公開とすることを決定した。 

・委員名は公表し、会議録は、最優秀設計事業者選定後に個別委員名

を伏せて公開することを決定した。 

・評価基準等についての概ねの考え方を確認し、詳細については次回

検討することとした。 

会議の公開、非公開の別 

及 び 非 公 開 の 理 由 

非公開 

枚方市情報公開条例第６条第６号及び７号に規定する非公開情報が含

まれる事項について審議・調査等を行うため。 

会議録の公表、非公表

の別及び非公表の理由 

公表 

（公表時期は最優秀設計事業者選定後） 

傍 聴 者 の 数      ―  人 

所 管 部 署 

（ 事 務 局 ） 
地域振興部文化振興課 
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審議内容 

 

開会 

委員の紹介 

担当職員の紹介 

         

竹内市長  皆様、こんにちは。市長の竹内脩でございます。 

本日は、お忙しい中にもかかわりませず、第１回総合文化施設設計事業者選定審査会にご出

席いただき、誠にありがとうございます。 

また、審査会委員の就任依頼の折には、ご快諾をいただきましたことを心から感謝いたしま

す。 

さて本市では都市ブランドとして教育文化都市を掲げ、本年４月には枚方市文化芸術振興条

例を施行し、６月には総合文化施設整備計画をまとめたところでございます。 

総合文化施設の整備は、20 年来、検討と見直しを重ねてきた事業であり、この実現は、本市

にとりましてまさに念願の事業となっております。総合文化施設は 40 万都市枚方の玄関口であ

る枚方市駅前に建設を予定していることから、賑わい創出につながる施設のあり方について市議

会からもご指摘をいただいており、こうした点も踏まえ、民間の発想、ノウハウを引き出しやすい方

法として、プロポーザル方式で設計事業者を選定することといたしました。審査会の皆様にはこの

ような趣旨をご理解の上、総合文化施設実現に向けた大きな１歩となりますよう設計事業者を

選定していただきますことを願っております。 

総合文化施設は、本市で盛んな合唱や吹奏楽、演劇、人形劇、美術創作など、市民の文化

芸術活動の拠点としてはもちろん、文化芸術への関心をもつきっかけとなるような優れた舞台芸

術を鑑賞する機会の提供や、これまで施設の機能不足によってなかなか取り組むことができな

かった人材育成型の事業、また創造型の事業にも取り組むことができる施設として整備し、枚方

市駅周辺の賑わいにもつながるよう運営していきたいと考えております。 

繰り返しになりますが、市民一人ひとりが日々生きがいをもって輝き、枚方に住み、ここで生き

る喜びを感じるような魅力あるまちづくりが実現できますよう、そのような文化施設を作り上げるこ

とのできる設計事業者を委員の皆様の幅広いご議論の中から選定いただきますようよろしくお願

いを申し上げまして、はなはだ簡単でございますが、開会にあたってのご挨拶とさせていただきま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

事務局  続きまして、審議会の会長及び副会長の選出をお願いしたいと思います。この審議会の設

置根拠であります枚方市附属機関条例では、「会長及び副会長を置く」こととしており、その選任

につきましては、委員の互選によるとされておりますが、ご推薦などはございますでしょうか。 

委員   事務局に提案があれば一任してはどうでしょうか。 

事務局   それでは事務局よりご提案させていただきます。 

 今回の審査会では、本市で初めて設計事業者をプロポーザル方式により選定することから、

他市でプロポーザル選定審査のご経験が豊富な吉村委員に会長をお願いしてはどうかと事務局

では考えております。 

また、概算事業費が 100 億円を超える大型事業であり、審査に公平性・透明性が求められて
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いることから、法律的なチェック体制が整っていることを前面に打ち出す意味でも、副会長には、

岸田委員にお願いしてはどうかと考えておりますが、委員の皆様いかがでしょうか。 

ありがとうございます。ご異議がないようですので、吉村委員に会長、岸田委員に副会長をそ

れぞれ選任いただきたいと思います。恐縮ですが、お二人は前の席のほうにお移りを願いたいと

思います。よろしくお願い致します。 

それでは、吉村会長より、会長就任のご挨拶をいただきます。よろしくお願いいたします。 

会長  ただいま会長に選任いただきました吉村です。他市でいろいろなプロポーザルの審査委員、

審査委員長を務めていたということで今回こういう大役を受けることになりました。一方私は枚方

市民でもあります。が、今日は市民ということは忘れて、公平な立場でみなさんの知恵を結集し

て、枚方のシンボルでもある、地域から愛される、そういう公共建築を作っていく一助になればと

思います。 

もちろん私一人の力では到底できませんので、委員の皆さんそれから事務局の強力なバックア

ップのもと、これはいいものができたと、市長はもちろんのこと、市民の皆さんにも喜んでいただけ

るものを作っていきたいと思いますので、どうぞご協力よろしくお願いいたします。 

事務局  ありがとうございました。続きまして岸田副会長より、就任のご挨拶をよろしくお願いします。 

副会長  副会長の任に就かせていただくことになりました、弁護士の岸田と申します。私は皆様方の

ように文化とか経営とか建築の専門家ではありません。法律という点もありますが、やはり市民感

覚を持って皆様と一緒に、枚方市によい施設が建つことを目指して、少しでもご協力できたらと思

いますので、よろしくお願い申し上げます。 

事務局  ありがとうございました。それでは、会議に入ります前に、竹内市長から吉村会長に諮問書

を手渡していただきます。委員の皆様におかれましては、参考資料１といたしまして、諮問書

（写）をお配りしておりますので、ご参照くださいますようお願いいたします。それでは、竹内市長、

吉村会長、前のほうでよろしくお願い申し上げます。 

市長  それでは、諮問書をお渡しいたします。 

総合文化施設設計事業者選定審査会 会長 吉村英祐様。 

総合文化施設設計事業者の選定について（諮問）。 

標記の件につきまして、枚方市附属機関条例第 1条第 2項の規定に基づき、プロポーザル方

式による総合文化施設設計事業者選定の募集要項等の作成及び設計事業者の選定について

貴審査会に諮問します。よろしくお願いします。 

事務局  どうもありがとうございました。なお、市長におかれましては、この後別の公務がございますの

で、ここで退席をさせていただきます。〈市長退席〉 

それでは、ここからの進行は、会長にお願いしたいと思います。 

会長  改めまして会長に就任いたしました吉村です。このたび皆様からご承認いただきまして就かせ

ていただくことになりました。ご協力どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局  それでは、資料の確認のほうに移らせていただきたいと思います。 

本日の資料でございますが、次第、資料１ 総合文化施設設計事業者選定審査会委員名

簿、資料２ 総合文化施設整備計画、資料３ 総合文化施設設計事業者選定審査会の進め方

について、資料４ 評価基準等の考え方について、資料５ 実施スケジュール案、参考資料１ 

諮問証写し、参考資料２ 枚方市審議会等の会議の公開等に関する規定、参考資料３ 枚方

市情報公開条例（抜粋）、参考資料４ 枚方市駅周辺再整備ビジョン、参考資料５ 枚方市文
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化芸術振興条例のリーフレット、参考資料６ 枚方市の文化芸術に関する概況等について、参

考資料７ 枚方市議会総務常任委員会所管事務調査最終報告書の提言について、参考資料

８ 総合文化施設整備計画抜粋版、参考資料９ 所管事務調査最終報告書総合文化施設に

ついてという資料でございます。 

会長  ありがとうございました。本日は、審査会終了後に任意の現地視察も予定されていることか

ら、午後５時を終了のめどとして進めて行きたいと思いますので、ご協力のほど、よろしくお願いい

たします。  

それでは、次第４ 審査会の運営についてを議題とします。事務局から説明をお願いします。 

 

 

事務局から 

参考資料２「枚方市審議会等の会議の公開等に関する規程」 

参考資料３「枚方市情報公開条例（抜粋）」 

に基づき、「審査会の運営」について説明。 

 

 

会長  ただいま、事務局から説明がありました会議の公開方法、会議録の取り扱いについて、何か

ご意見・ご質問等がありますか。 

副会長  いまご説明がありました点ですが、公平性、透明性の確保の点から、できる限り公開を原

則と考えるべきだとは思います。ただし、自由な論議ができなくなる部分とか、そういう部分もあり

ますので、事務局の案のように事後的な公表で、どなたか特定されない形で、ということで、私は

よいのではないかと思っております。 

委員  ひとつ質問ですが、公表の場合、委員に接触した場合は失格ということについて、具体的なイ

メージがわからないのですが、接触というのは、どの程度の内容ですか。 

会長  考えられるのは、たまたま前から知り合いの人が応募者の中にいて、それとなく探りをいれてく

るということはあり得ます。 

委員  どこまで委員のほうで判断したらいいんですか。 

会長  委員のみなさんを信頼するしかないんですが、ただ応募者によってはかなりしつこく聞いてくる

ことがあると聞いています。皆さんに頑張っていただくほか、ないでしょう。 

ほかにご意見がないようですので、会議の公開非公開につきまして、原則非公開とします。第二

次審査にかかるプレゼンテーション、ヒアリングにつきましては公開とします。委員名については公

表します。会議録につきましても事務局からの説明のとおりの方向で作成し、公表していくこととい

たしますが、よろしいでしょうか。 

委員  １点質問ですが、接触すれば失格になるという情報は流すんですか。 

事務局   公示の際にそういった要件を入れた上で、募集をかけていくということを考えております。 

委員  かなりの歯止めになっているんじゃないですか。 

委員  そうですね、そういう規定を入れるだけで。 

会長  次に、次第５ 事業の概要について を議題とします。 

それでは事務局から説明をお願いします。 
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事務局から 

資料２「総合文化施設整備計画」 

参考資料４「枚方市駅周辺再整備ビジョン」 

参考資料５「文化芸術振興条例リーフレット」 

参考資料６「枚方市の文化芸術に関する概況等について」 

参考資料７「枚方市議会総務常任委員会所管事務調査最終報告書の提言について」 

参考資料８「総合文化施設整備計画抜粋版」 

参考資料９「所管事務調査最終報告書総合文化施設について」 

に基づき、「事業の概要」について説明。(資料７については、審議経過についても報告) 

 

 

会長  ただいま、事務局から、事業の概要について説明がありましたが、何かご意見・ご質問等があ

りますか。 

それでは、続いて、次第６ 審査会の進め方について、事務局より説明をお願いします。 

 

 

事務局から 

資料３「総合文化施設設計事業者選定審査会の進め方について」 

に基づき、「審査会の進め方」について説明。 

 

 

会長  審査会の進め方について、何かご意見・ご質問等がありますか。 

先ほど資料３の冒頭でプロポーザル方式というお話がありましたが、これにつきまして、プロポー

ザルというのが年々増えてきているんですが、なかなかどういうものかというのが共通認識を持つ

のが難しいので、ちょっとだけ補足説明させていただきます。 

それにつきまして、参考資料９をご覧いただきたいのですが、枚方市議会総務常任委員会で

所管最終報告の５ページ、③事業者の選定手法について、ということで簡単にまとめていただい

ているんですが、通常の公共事業は価格競争入札方式、これは通常の簡単な工事はこれで

す。道路工事、下水工事はその典型です。今回はそういう性質のものではもちろんありませんの

で、安いところが落札というのはまったくなじまない。 

企画提案型のほうがしっくりくるんですが、その中でもこの中にありますプロポーザル方式、コン

ぺ方式、総合評価落札方式とありますが、総合評価は置いておきまして、プロポーザルとコンペ、

コンペというのはわりとよく耳にしますが、この違いがなかなか頭でわかっているようで、慣れない

人は混乱するということで、あえて説明させていただきます。 

ここに書いてありますように、コンペ方式は明確な設計条件を提示するということで、市側で「こ

の提案は必要な諸室は何室まで」と、かなり設計条件を細かく決めていくということで、市側でも

大体イメージができていないと要項ができないんですが、一方で民間の新しい知恵が、なかなか

出ないということがあります。 
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そこでプロポーザル方式というのが提案されているのですが、これは今回当該業務における実

施方針課題に対する提案を受けて、こちらの提案に対して創造力、経験知識を持つ設計人、人

を選ぶ。設計者を選ぶんです。案を選ぶのではない。コンペは案を選ぶ。 

したがって具体的な細かい提案をさせるのではなくて、これからまだ不確定なところがある、そ

ういう難しい提案に対して、それをしっかり現実にしていく、あるいはこちらの想像している以上の

提案を期待するというところで、まず第一段階は当然そういう知識があるというところを絞るんです

が、実はその段階ではほとんど差がない。それよりもどういう提案を持ってきたか、枚方市の特性

とか、枚方市の方針をどれだけ理解して、新たな提案をしたかという提案力。それから、真摯に

対応する姿勢があるかというところを見るというところ、そのためには、どういう審査方式がいいかと

いうのはこれから重要なところです。 

コンペと違いまして、設計図を提出させるとか、それに基づいて評価するのではない。ヒアリング

とかが重要だということになります。またどういう人か選ぶときにいろいろな委員の視点からいろい

ろ突っ込んだ質問をしたときに本当に力があるのか、その場しのぎで答えているのか、そのへんを

見抜いて、本当にいいものを作ろうという誠実な視点が読み取れるかどうか、それを実現する力

があるかどうかということを見抜いていくということで、人を見る。しかし図面が出てくるとなにか案に

引きずられてしまいがち。これから案もどんどん変わっていく可能性があるので、いまは細かい要

求はしないほうがいいですし、それよりもどういう人かを見る。そういう人が見抜けるような評価基

準とする。 

と、いま説明してもなかなか難しいので、その都度その都度私からはプロポーザルについて何

度か説明させていただくかもしれません。以上でプロポーザルであるという説明を終わらせていた

だきます。 

いま説明した中でプロポーザルとコンペの違いがまだよくわからないという方がいましたら、のち

ほどでも結構ですので、言っていただけたらと思います。 

それでは、続いて、次第７ 評価基準等の考え方について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局から 

資料４「評価基準等の考え方について」 

に基づき、「評価基準等の考え方」について説明。 

 

 

会長  いま、ご説明いただきましたことにつきまして、順次審議を進めていきたいと思います。 

まず、１番目評価方法及び採点について、資料４の１ページ目です。評価は２段階で進めると

いうことですが、今回 100 億円を超える大事業、新ホールということで、おそらく相当の数の応募

があると思います。それを何者に絞るかということは非常に大事ですので、理想は全部聞くという

ことですが、一方で非常に技術が要求される、提案面が要求されるところですので、当然ある数

に絞っていかなければならない。ここでは５者程度と出ておりますが、私が今まで経験したものも

大体これぐらいです。その理由はいくつかあります。まず現実的な問題として、時間の問題。通常

公開でやる場合は、通知で終わらない。会場を押さえるとか、一般市民の方に来ていただくとき

に 40者ありますと言うと多分来られない。会場の確保も難しいですし、そもそも人間がきちんと正

確に比較できるのは７つまで。７つを超えると矛盾がでてくると言われています。そういう人間の問
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題、時間の問題があります。 

もう１つは、日本にたくさんの設計者がいますが、何をもって一番とするか。人数だけではなく、

それぞれ得手不得手が多少あります。５者ぐらいにしますと、おそらくどの案でもいいのではないか

という非常に高い提案がでてくる可能性があります。それ以上増やしても、それを超えるものが出

てくるかどうかわかりませんので、５者程度にするというのが、じっくり審議するという点では良い。

過去の例ですと、５者ぐらいですと、プレゼンテーション質疑応答１者あたり１時間近くあります。説

明が短くてもわからないですし、質疑応答の時間もいりますので、私の理想としましては、各委員

それぞれのお立場から１項目ずつは聞いていただきたいことを考えますと、入れ替える時間含め

て１者１時間で５時間というのが今までの例です。もちろん過去の例に引きずられることはないん

ですが、５者ぐらいがいいと。 

ただし、ここに「程度」という言葉がついております。これも私の過去の例で程度を入れておいて

よかったなということが実際にありました。それは５番目と６番目がコンマ何点の差であったというこ

とで、ここでとても切れない。５者と書いてしまいますと、なんで６者になったんだと。 

今回はないと思いますが、逆もあります。５者目はこれはちょっとひどいなということもあります。

多少幅を持たせておくということで、事務局から５者という案がでてきているのかと思いますが、こ

の５というのが妥当なのかどうか、みなさんのご意見を知りたいです。 

委員にお聞きしたいのですが、兵庫県文化芸術センター、あれはどういう方式ですか。 

委員  実はこの現場には立ち会っていないんです。設計施工に関してプロポーザルをしているとは思

うんですけれども、それは私が就任する以前の話なんで。 

会長  ご経験がある方はいらっしゃいますか。 

委員  メイシアターはもう３０年になりますんで、当時はコンペが主流になってまして、プロポーザルと

いう形が出ていなかったんです。いま言われたようにコンペではその１者を決めてしまうと、要する

に作品を決めてしまうという場合は変えられないというのがあります。 

その時は、７者で実施しまして、いろいろこれから出てくると思うのですが、提出させる情報によ

ってものすごく違うと思います。すごい量がありましたので、７者に決めました。 

いま会長が言われたように、私も５者ぐらいがちょうどいいんじゃないかなと、ヒアリングがありま

すので、とは思います。そのへんで言えば、コンペとちょうどプロポーザルの間をとったという話にな

りますので、今回はちょうどプレゼンもありますので５者ぐらいがよいのじゃないかと。 

それから先ほど言われましたように、私もちょうど６者目ですごく意欲を感じるところがあって、そ

こも取りたいということになった時に、「程度」という言葉があるほうがよいと思います。５者と限定し

てしまうとそれで決めてしまう。またその中で４者しかなかったとか、提案がでなかった時に、みな

さんで最終結論が出せるように、５者程度でいいと思います。 

会長  今回に関しては５者を切るということはまずあり得ない。絞るのに苦労するくらいかなと。 

委員  できれば今、プレゼンを１時間という限定をされたんですが、できればもうちょっとあったほうが

いい感じがするんですが、やっぱり提案者から提案する時間が１時間ではちょっと少ない感じがす

るんですが。５者なら１時間 20分でもその日、１日でできる。 

会長  それはどうですかね、プレゼンテーションで小１時間、それからその日に公表するということが

ありますので、しばらく待っていただいて。市民の方は大体帰られるんですが、応募者の方は残っ

ていただいて、その場で発表という、今回どうするか知りませんが、そういう形式をとるんでしたら、

夕方 発表できるようにしなければならない。 
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委員  一番大きな問題ですね、その日に決めてしまうかによってですね。 

会長  東京から来られる方を足止めするわけにいかないので。それはまたのちほど議論しましょう。

時間とは別に７、８者だとこっちよりこっちのほうがよいが、こっちよりあっちのほうがよいとか、そうい

うことが起こってくるので、５～最大７ぐらいかなと思うのですが、ご意見ありますでしょうか。 

委員  あまり多いと目移りするというか、比較する基準がずれてくるので、５者ぐらいが適当かと。 

副会長  私もそう思います。 

会長  またやっぱりという意見が出ましたらまたあとで最終確認いたしますが、５者程度ということで進

めましょう。 

続きまして２の評価項目。まず一次審査につきましては、この中にあります、事務所の評価、そ

れから担当者の評価について、受賞歴、技術者数、有資格者数、これは１級建築士またそれに

類する方ですが、それが業務にどの程度影響するのかというのを数値だけで判断するのはいか

がでしょうか。 

むしろこの事業に対する考え、取り組み意欲、企業の態度、より積極的に評価して、絞り込むと

いうのはいかがでしょうか。と言いますのは、５者ぐらいになってきますと、10 者ぐらいは名前がぱ

っと浮かぶのですが、どこも受賞歴も技術者数も僅差で、おそらくここの評価シートに入れるとほ

ほぼ全部満点になってしまう、差がつかない。１級建築士が一人多いから優秀なのか、ということ

も言えませんので、むしろそのプロポーザルならではの事業に対する考え方、意欲、事業に対す

る理解度というのをじっくり見極めて、そこに配点を多くしていくということで、差をつけるということ

があるのではないか。 

特に慣れている数者は過去に応募したプロポーザルの案をコピーペーストとまでは言いません

が、結構使える部分もあるので、そういうことを極力避けて、枚方のは１から考えないといけないと

いうことがわかるような発信をして、それをきちっと受け止めるところを選べばいい。そういう人を目

指していく。  

プロポーザルによっては機械的に調べてぱっと切るところもあるので、そうするといつもの顔ぶ

れになってしまう。提案を求めることにしますと、ちょっと規模は小さくて技術者は満点ではない

が、すごい提案を持っているところが出てくる可能性があります。そのほうが応募者は意欲を持つ

と思いますので。  

単なる点数評価だけですと、もちろんリスクもあるのですが、ただし、それはそのリスクを極力回

避するような技術者、受賞歴という点で、突然、設計経験のない人が出てきてもそれは排除でき

る。それから登録業者でないと応募できないとなっている。そういう意味でもまったく無名のところ

が出てくることはない。ですから、提案のウェイトを高めていく。ここの欄ですと、事務所の評価と担

当者の評価を足していくと、23 になる。50 ですので、半々になるぐらい。これはかなり画期的じゃ

ないでしょうか。たださっきから何度も言っていますように、５者ぐらいですと事務所の評価、担当

者の評価、これはほとんど差がつかない。 

個人的には事務局の案は面白いなという気がしますが、他の意見もあろうかと。他のプロポー

ザルで多いのは、一次審査と言いながら、実質かなり細かい設計をしないとできないような要項と

なっていて、応募者にものすごい負担をかける。何十者応募しても残るのは５者ですから。そうす

ると、これも他の例であったんですが、あとで聞こえた話ですが、本当はあれに応募したかったけ

れども、泣く泣く応募をあきらめたというところがありました。今回のですと、事務所の評価ウエイト

が低く一次の負担も大きくなく、応募者が非常に増える可能性があり、いい提案が期待できると
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思います。 

委員  この一次審査の内容は、どのように考えればよいのでしょうか。これまで関わったプロポーザル

では、一次審査というのがない形式のものが多かったので。 

会長  土木でもプロポーザルは結構やられているんですか。 

委員  計画事業のプロポーザルの審査はやっています。 

会長  委員はこういうご経験はどうですか 

委員  こういう大規模なものは初めてです。小規模なものはやりました。市の登録業者とはどういうこ

とですか。 

事務局  市のほうで入札に参加する事業者につきまして、事前に枚方市のほうに会社の内容実績

等を踏まえて、事前に登録をいただいて、市のほうが入札に参加できる資格があると認めた企業

に対して、登録を認めていく、そのような業者をもって、今回のプロポーザルの参加資格が出てく

るというふうなものでございます。 

会長  今回はそれが適用されるということですよね。 

事務局  はいそのように考えております。 

会長  赤字を出しているところは応募できないということはあるんですか。 

事務局  そのへんの業務につきましては、本市の総合契約検査室がやっているんですが、やはり登

録願いを出された登録業者の方につきましては、事前に書面等で数々のチェックを行っています

ので、そのチェックを経たのち、入札に参加していただけるシステムとなっています。 

会長  入札とプロポーザルは別のものですが、応募資格については同じ入札審査資格ということで

すか。 

事務局  設計事業者を決定するということで、プロポーザル方式あるいは価格競争入札といえども、

設計事業者を選定するということで、現在は契約検査室のほうで業務を担当していただける、と

いう打ち合わせになっています。 

委員  指定管理者の場合は、割と単独でなく、足りないときは２者か３者が共同で出てくるというのも

ありますね。そういうのは可能なんですか。 

会長  それは連合体とか JV ということですか。 

事務局  一般的な入札では、単独あるいは JV でも、というような説明はありますけれども、今回のプ

ロポーザルについてはJVも適用されるかどうか、そういうところまではちょっと契約とは打ち合わせ

していません。打ち合わせをいたしまして、次回の時には応募資格としてご提案します。 

委員  大きいですからね。音響のコンサルタントのそういうところ、あるいは共同のちょっと大きなとこ

ろですと、どこまで認めるのですか。デザインビルドの場合は専門のところが共同企業体に入るの

ですか。 

事務局  PFIでの SPCみたいな特別目的会社の場合はそういうこともありますが、設計業務におきま

しても、構造計算の強い会社にお出しになられるとか、パースの作成等、特殊専門分野は、取ら

れた設計事務所のほうから関連会社のほうへお出しになられる場合もあるので、今回のプロポー

ザルではございますが、そういう関連会社に協力を仰ぐという形もあるのかなと思っています。 

委員  総合文化施設ですから、なかなかこれを全部カバーしようとすると、結構大変です。そういうこ

ともあり得るんじゃないでしょうか。募集資格要件の作り方、そのへんちょっと留意点として。 

会長  審査の項目、資料４の下に配点割合が書いてありますが、これについてはいかがでしょうか。 

委員  劇場を経営する側の経験で言いますと、私は２つの劇場を経験しています。また、全国的に
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ホールを利用者の立場でも結構経験しているので、今回総合的な施設ではありますが、そのメイ

ンは劇場音楽用にあたるホールと言えますので、実際そこのところでにぎわい作りができながら、

まちづくりの核となっていく、基本的には、やはり劇場自身が市民のほうで受け入れられて、２つの

意味で観客という意味でも利用者という意味でも、そこで多くの人たちのにぎわいが創出できる施

設でなければ意味がない。ということになってくると、ここのホールに関しての使い勝手というか、

芸術的なポイントも含めて優位性がないと、そういうことが行えないであろう。 

ということになってくると、二次で特に見ていかないといけないポイントがあると思うのですが、会

長がおっしゃるように配点の配分というのは、なかなかよく出来ているのではないかと思います。 

それで我々は逆に言うと、経営側のほうが経験が長いので、上の２つの 20％30％、いわゆる

技術的な部分の最低限の足切りになる部分というのは、たとえば会長含めて建設建築の専門の

方がまず見ていただいて、ある段階にのっからない方に関しては、二次審査に移っていけないだ

ろう。 

それでも会長のご経験から５者以上の数の評価点が高い人が出てくるであろうとおっしゃってい

るので、そうだろうと思うのですが。やはりこれは建物全体のデザイン性、意匠性、利便性、経済

効率とかすごく大事ですが、一番のポイントは劇場を作るんだ。その経験度やノウハウないしは、

枚方に対してどんなものを提案しようという意欲とか、というのがかなり重要なポイントと。 

そこらへんまでの技術力とか経験を持っている業者であっても５者を超える可能性が高いとい

うことなので、一次の段階で５者程度ということでふるいにかけておいて、ここから先は結構難しい

技術の差になると思うんですが、おっしゃる流れでいいと思います。上位者に対しての評価という

ことではなくて、一次で乗っかれない人を上の50％で専門家のご意見を中心に見ていただいて、

そこの中で後半の 50％をどう見るかという、そういうことでよいと思います。 

会長  ありがとうございます。 

委員  もうちょっと言いますと、劇場というか、建物の設計的に非常に意欲的で意匠デザインが優れ

ていても、利用者の立場からすると使い勝手の悪いという劇場が日本に結構あるんです。結構有

名な方の設計であっても、観客にしても利用者にしても二重の意味で使い勝手が悪い劇場が実

際経験上すごくあるんです。ですから、利用者にとって使い勝手がよくて、芸術的なポイントをきち

んと出せる劇場にすることがやはり大事なポイントだと思います。 

会長  本当にその通りだと思います。 

それでは時間も押していますが、次の取り組み意欲を確認するテーマについて、これもテーマ

になり得るんじゃないかという項目がありましたら、あとで事務局で似たものはまとめたりして整理さ

れると思いますので思い付きで結構です。 

これはむしろ建築というよりもソフトや、そちらのほうが大事だと思います。 

みなさんのご意見をいただけたらと思います。 

委員  ちょっと難しいんですが、先ほどありましたコンサルタントの問題があると思うんですが、やっぱり

総合芸術なんで音響や舞台設備、照明だとかそういうのも入ってきますので、そういう業者もコン

サル業者としてあるんですが、枚方市としてそういう高等な技術を持つためにここで決めてしまう

という方法と、その設計事務所がそこと連携されて提案されるというのもあるんですけど、どちらに

持っていくかになりますね。 

確かに音響とかそういうのはデザインがよくても、それがだめなら全然だめですので、舞台もそう

ですし、照明もそうです。そういうのを設計事務所から提案の中に入れさせて、点数に反映させる
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のか、それともコンサルというのはこういうところを入れなさい、ということで入れるのか、ということ

はあるんですけどね。 

会長  それは例えば、ほかので言いますと、ヒアリングの時音響についてはどうするのか、専門のコン

サルをつけます、というか、違いますというか、明確な答えがないかもしれませんが、大手組織で

すとある程度やれるんですけれども、音響は何者か有名なところがありますね。 

委員  音響は５～６者ぐらいしかありませんので。 

会長  最初から業者を決めなさいというと、ほかの例では業者の取り合いになってしまうんですよ。複

数のところとは組めないので、早いもの勝ちになってしまう。 

委員  条件的にそういう経験のあるところということで、入れておいてもらったら、条件になりますの

で。この項目の中でも音響とか照明とか特殊性がありますので、そういうところに対する技術力を

どう担保されるか。特殊な要求条件に答えられるような技術力を有することとかなどですね。 

会長  ここは意欲の話なので、どう書いたらいいですかね。 

委員  結局、設計事業者と施工事業者に分けた形で、今回進まれていくわけですね。ですからそこ

のところが１つの JVでやる方式もありますが、枚方の場合分けて、まず設計事業者を選ばれる。 

ですから、多分その問題は大事な問題だと思うんですけれども、次にやっぱり今回で落札した

設計事業者と施工事業者の受け渡しの問題といったところで、実際劇場という、ハードの具体的

な中身について詰めていく感じになるので、重要なことです。設計事業者もそうなのですが、施工

事業者にどれぐらいノウハウというか幅を持って取り組むことができるのか、設計事業者のところで

も大きな問題ですね。 

だからそういうこともそうなんですが、ここの資料の中で枚方市の文化芸術に関する内容等、こ

れは非常に大事な資料なんですが。というようなことに関して今回、設計事業者がどれぐらい枚

方という街のいまの文化、市が一体いまの文化施設において何をしようとしているか、ということに

ついてどういう理解をした上で、どういう提案ができるか。そういう能力、提案力が一番大事なポイ

ントだと思います。会長がおっしゃるような意味において５者を超える事業者というのは、基本的に

はすごく能力水準が高いところが一次では残るはずなんですが、そこの中でさらに絞り込みをしよ

うとすると、やはりここに書かれているような枚方の文化行政に関する概況というものをどれぐらい

把握した上で、どういう劇場がここに望ましいかということを提案できる人、業者ということになって

くると思うのでそれも大きなポイントですね。 

会長  今日これで出た意見をまとめていただけるのでしょうか。 

事務局  事務局のほうで整理をさせていただきたいと考えております。 

会長  確認ですけれども、ここに書かれていることに加えて、特殊な音響や照明など特殊な設備に

どう対応するかということが１つ目ですし、いま委員が言われたことが３つ目のポツに含まれるのか

なと。もう少し具体的に書くほうがよいのか、あえてぼかして向こうの読み込み能力を見るという両

方の方法があるんですけれども。大筋この案でいってよろしいでしょうか。 

委員  戻るようで申し訳ありませんが、一次審査と二次審査の関係性を少しお伺いしたいんですが。

一次審査で確認するテーマと二次審査の技術提案テーマ、というのは補完関係にあるという考

え方でよろしいですかね。 

要は一次審査で聞かれてないことは当然二次審査に含まれていますが、例えば、交通につい

てどういう対応ができますか、という話が一次審査の中ではなくて、二次審査において聞いてきて

いるというのがあって。先ほどみたいなお話だと、基礎力の中でも、特に熱意とかそういうところを
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見たいのは、舞台の作り方とか劇場の作り方とかいうところをみたいという部分で。要は一次審査

と二次審査とどういうふうに。 

会長  私が説明します。一次審査は取り組み意欲とか考え方、二次審査はかなり具体的な部分が

出てくるような要項。１つのことについて例えば賑わいについてどういうふうに考えていますかとい

うふうになりますので、当然ここに一次審査での意欲が反映されているはずです。 

もしそこにずれがあったら、それはヒアリングの時に「こう言われていましたが、どのような形で反

映されているんですか」ということです。 

プロポーザルですよと言っているのに、コンペみたいにすごく図面の多いところがある。そうなる

とついそっちに目が向いてしまうんで。あくまでこの案はたたき台で、やり方によってはごろごろ変わ

っていくので、この案がこのままいくのではなく、こういう提案ができる力があるよ。市のことをどれだ

け理解しているのかとか、読み取るのが二次審査です。わからないところをヒアリング等で補って

いく。 

委員  単純に言うと、例えば、二次審査のほうでは交通の話が出てきているんですが、一次審査の

話で周りの周辺交通とかの話が出てきていませんので、そこの考え方についてはあまり交通とか

はいいのかなと思って、考え方はどうなっているのかなというところですね。  

あと例えばホールで 2000人、車で 2000人ほぼ使われると周辺交通が麻痺しますので、その

辺ちゃんとデザインとかマネジメントされていますかというのは二次審査で問うという整理なんでし

ょうか。その切り分けとかありますか。 

二次審査にあることと一次審査にあることは、あえて違うような感じがして、住み分けをしている

のかなと思うんですけど。 

会長  多分住み分けではなく、一次を踏まえての確認。例えば、にぎわい創出のしかけと書いていま

すが、ここは駅に近いとはいえ、道路で分断されていますので、多分商業施設などは成立しない

と思います。駅から徒歩圏内であるが、府道を渡らなければならないといった周辺の条件を含め

た提案が求められることになります。 

委員  じゃあ、何を加えるという話でしたら、一次審査のほうに周辺交通をどのようにマネジメントする

かというところについて、加えていただきたい。 

会長  交通に限らず、周辺環境、淀川とかの関係とかも。ただそれを書くと淀川との関係を重視する

んだなとなるんで、放っておいて、交通のことを考えていなければバサッと落とすとかいうほうが本

来のやり方なんです。細かく書き出すと差がなくなる。 

委員  聞かれれば答えたけれども、聞かれなかったから答えなかったというケースもあるんで、私は

入れるべきだと思います。 

会長  私はむしろ逆で聞かれなくても答えるぐらいの人がいいと思います。 

事務局で、あるいは上のポツの中にそういうことも含まれるように、詳しい項目をあまり増やさな

い感じでお願いします。ニュアンスが出るような。 

２ページの資料に配点が出ております。一次審査の項目を 25％、4 分の１のウェイトをかけて

います。ヒアリング等は 75％、この比率は逆転が起こり得ると思うのですが、一方でここでなじみ

のない価格提案というのが、これは設計料のことですね。 

この価格提案については３ページの上に例として式が出ておりまして、この価格の評価式という

のは何種類もあるのですが、これがよく出来ているのは、一番安いところですと乗率が１になっ

て、一番高いところが０になって、あとは直線で補完される。一番安いところを５点とすると、一番
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高いところは０点となるのですが、本来はこの価格点は入れるべきではないんですが。価格を入

れますと設計をうんと安くして、点を稼ごう。今回のようなもので設計料を安くすると絶対にペイし

ないはずですし、仮に無茶苦茶安いところを入れたとしても、たった５点ですから、もしこのウェイト

が公表されるんでしたら、むしろ安心して金入れても提案で頑張れば、設計料の不利はカバーで

きる。 

安かろう悪かろうというのは、意欲があるというポーズを見せても実際設計料がものすごく安か

ったら、なかなか実際に設計が始まると、もうこれ以上設計は変更できませんとか、ということにな

るので、５というのはかろうじて残っている空席のようなものですけど、対外的にもコストをまったく

考えないのかということが言える。というほうが説明しやすいのですが、どうなんでしょうか。 

事務局  会長がおっしゃっていただきましたように、プロポーザルの趣旨はやはり技術の提案によっ

て、ということでございますが、経済性というのは私どもにとりましても大変重要でございますので、

やはりその要素を加えさせていただきたいということで、そのような考え方を示させていただいてお

ります。 

会長  最低価格とか上限とかは決めるんですか。 

事務局  これもこれから考えていくところでございますが、その必要性について検討いたしまして、こ

れも契約部局との関係がございますので、協議をしながら定めていきたいと思います。 

委員  この委託金額というのは要するに行政で決められた金額、工事いくらで、設計額いくらで、上

限と下限決められるのですか。提案される側からは工事費いくらと出さなくてもよいわけですね。

設計料を出そうとすると、工事費を出さないと出てこないわけです。 

会長  大体予算はいくらぐらいというのは、公表されるんですよね。 

事務局  整備計画のほうにも大体の事業費はあるんですけれども、本市の設計委託料の積算の方

式というのが、つい最近変わりまして、従来ですと工事費から設計料を出していたのですが、延床

面積と建物の用途、形状とかを組み合わせて、委託料を出す方式に改めてきています。 

いまおっしゃっているように委託料の上限というのは、枚方市の積算基準に基づいて積算した

委託料です、設計料です。 

委員  予算 3億組まれましたよね。3億組まれたけれども、設計金額というのはまだ決まっていない

わけですね。3億じゃないですね。 

事務局  そうですね。例えば１億 5,500万とか。発注公告前に改めて仕様等に基づいて、市が積算

します。現在の設計委託の発注事務は市が予定している金額というのは、非公表という流れにな

っているんですけれども、プロポーザルでは、市が予定する設計委託料の上限ということで、表示

されるケースも多くございますので、その他市のプロポーザルの状況と、いま本市が言っている一

般的な設計額の非公表という流れ、相反するものでございますので、事前に契約担当課と協議

は行っていますが、次回には協議結果をお示ししたいと思います。 

委員  ５％なので、そんなにたいしたことはないと思います。3 億だったら、ちょっと変わるかもしれな

い。 

会長  金額でいくら開いても点数が２倍開くことはない。本来プロポーザルで提案する場合は、通常

の設計料よりも技術料を見ておかないといけないですよね。それを市の積算根拠でやると多分安

くなってしまうおそれがある。そのあたりへの配慮。プロポーザルにするのであれば、通常の上限

プラスアルファーというのは見ておいたほうがよいと思います。 

それはここでの議論ではないということですかね。設計者の意欲がそれだけありますと。すごい
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提案を求めているのに、設計料は通常の標準仕様に基づくので、一緒であればなかなか、赤字

覚悟とまでは言いませんが、そういう他市の例も含めて見ていただいたほうがいいですね。 

比率はこれでよいとして、技術提案の主な項目として、事務局から２ページの下に項目の案が

ありますが、特にこれにつきましてはそれぞれ専門の立場からご一読いただいて、この表現につい

て、ご意見があれば追加修正をお願いします。 

市駅周辺整備ビジョンとの整合性、先ほど委員の言われたことは整備ビジョンでかなり検討さ

れていますね。駅前でありながら道路で分断されていることについては、将来デッキでつなぐのを

構想しているようですけれども。あと同じくユニバーサルデザインも、環境への配慮もあります。い

まはもうソーラーパネルつけましたというのは当たり前、安全で安心な歩行者道路。これも先ほど

のご心配のところがこういう形で。 

委員  先ほどの質問はそれが二次審査で問うでよろしいですかということです。二次審査に入ってい

るといえば入っていますが、要は一次審査でそこはスクリーニングしておかなくてもいいですか。一

次審査で見たいのは、先ほどお話にあった施設側の話でいくと、中の建築物をちゃんと作れるか

ということと劇場を作れるかというところでスクリーニングをかけるということで、本来結果として施

設設計であれば大丈夫だと思いますけど、その共通とか質疑とかわかりません、とかいうところを

最初にスクリーニングしておくということで、いいですかという確認だったんです。一次審査じゃない

けどいいですかと。まあ二次審査に入っているんで、そちらでちゃんと聞けばいいので。 

会長  二次審査の評価項目は当然事前に公表されるのですが、こういうことも問われているというこ

とで、もしそこでどこか抜け落ちているような提案が出てきたら、それはもう大きな減点となる。そこ

で落とせばいいような気がします。一次は意欲とか、急な変更に対しても誠実に対応してくれるか

とか、人を見るという点で、私はあまり心配していないんですけれども。 

委員  加点方式ですか、減点方式ですか。 

会長  加点です。 

委員  減点方式みたいな考え方をすると、変に求められていないことをしゃべって、減点されるよう

ならしゃべらないでおこうとか、意識が働きますから。例えば、委員がさっきおっしゃられた交通の

問題、言ってくれることを期待していても、加点法だったらそういうのを入れたほうがいいな、という

考え方をしますけど、減点法で考えるといらないことを言わないほうがいいかと考えて、知りません

でしたということで。 

会長  一次ではしゃべる機会がないので、文章でしか判断できない。出てくる５者程度というのは、ほ

とんど差がないので、そういうところは二次でどんどん質問されたらいいのかなと思います。 

委員  今日の議論ではないと思うんですけれども、二次の技術提案のポイントというのが出てくると思

うのですが、配点が同列ではないのだというのがある。さっきの私の話で言えば、いかに意匠デザ

インが優れていて、建物としての利便性やデザイン性が優れていても、肝心の中のホールがよく

なかったら、今回の趣旨に合わない。ですけれども、すごくいいホールなんですが、それを取り巻

いている施設全体として利便性が悪かったり、いまの交通の話があったり、いろんなファクターが

出てくる。やはり、劇場としては優れたものがまずできないと根本的な意味がない。 

だけど総合的な施設としてのよさみたいなものも、当然半分くらいのウェイトとなっている。配点

の配分というのは、難しいんじゃないか。項目を挙げていけばいくほど、もしもこれを同点とはしな

いのですが、むしろこれを同点とすると１番目が主に劇場に関わることだと思うんですけれども、そ

この配点が薄まってしまうんで、それならきちっと劇場が設計できることを、その劇場がすごく枚方
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に合っているというものの提案ができることが第一であって、施設全体があるというような、そういう

配点が加味されているということがいい。 

会長  市から配点の案というのは、出てくるのですか。 

事務局    配点のウェイトのつけかたですね。市がどの部分を、一番どこを求めているのかという、

やはり配点のウェイトと連動すると思いますね。そのあたりも次回お示しさせていただきたいと思っ

ています。 

会長  配点も公表されますか。 

事務局    はい、公表します。 

会長  その配点で市が何を求めているかということは、ある程度読めるのでしょうか。配点も議論の

対象になるのでしょうか。 

事務局    はい、そのように考えています。 

会長  それぞれの立場で配点についてお考えを聞いていきたいと思います。  

項目についてはどうでしょうか。事前には事務局に維持管理のコスト削減の提案、作ったはいい

けど、年間維持管理に１億かかるようなところがありますので。イニシャルコストの削減ということ

で、ここでいうコストはライフサイクルコストであるから、建設費を含んだラインで設定していただい

ていますので、どこまで安くできるという視点で作れるかというのも選ぶポイントかなと思います。  

ほかに何かありませんか。項目を増やすと、１個１個のウェイトがどんどん下がってしまうのです

が、ほかの資料との整合性も考えて、事務局でじっくり練られている案だと思いますので、今日は

仮にこれで進めていきたいと思います。確認はいたしませんが、ここに書いてあるものをベース

に、ウェイトをまた考えていかないといけない。 

次に３ページ価格評価の考え方。先ほども出ましたが、最低のところが５点、この式で１位です

が、いくら安くがんばっても５点しかありません。昔の事業コンぺとかですと、価格点が高い、ある

政令指定都市の例なんですが、安くいれてきて、良くない街並み、というところがあるんです。 

コストを重視するとそういうことが起こり得る。５％に抑えたところは英断、もっと高いところも多

い中で５％に抑えていただきまして、これで逆転は非常に起こりにくいと思います。 

価格点を入れることについては、先ほどご了解いただいたところです。最後にヒアリングです

が、これを公開で行うということで、情報公開の点からも公開できるところは公開していく。 

他の例で言いますと、一般市民の方が結構厳しい。ツィッターで発信したり、議員さんがホー

ムページで記事にされたり、関心が高まる効果があったり、一方で公開にすると、業者さんが自

分のところのノウハウを出したら漏れるということをちょっと心配されたりしています。ですが、公開

すると最初に言っていますので、それはもう覚悟の上で立たれるということになります。過去の例

からも情報公開の点からも公開ということは、案の通りでいいのかなと思います。 

副会長  やはり計画とか出た後で訴訟とか行政の関係でよくありまして、やはりそこは市民の方が知

らないうちにえらいものが建っていたということで、監査請求が出たりといった話になったりしますの

で、やはりみなさんに参加する場を与えることは必要だと思います。 

会長  こういう公共施設が成功するかしないかというのは、市民のみなさんが自分も関わったとか、

プロセスを知っているとかいうのが大事で、知らないうちに完成図が広報に出て、急に出ていたり

すると反発を買う場合があるので、これは先の話ですが、実施設計の段階でワークショップなどす

ると、手間は多少かかりますが、私がやったんだよ、とか言う人が増えると稼働率にもかなり反映

したりしますので、そこは先の話ですが、公開していくことで、こんなのができるらしいということで、
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いろいろな市民活動団体の方の話を聞くというのは非常にいいことかなと。事務局は大変ですけ

れども。 

これはこれで原案通りでよろしいですか。はい、それではヒアリングも公開ということで。 

次に採点方法。３ページの後半ですが、先ほども申しましたように事務局では事務所の実績、

価格評価、定量的なものを採点していただきますが、定性的な評価項目は技術提案書やヒアリ

ングを審議を行った後に決めるということなので、ここに採点表が出ておりますが、各委員それぞ

れの立場で採点する。 

ただご自身の専門でないところは、自信を持って丸をつけられないというところがあります。他の

プロポーザルの例ですと、相談する時間を設けて、多少ここはよくわからないとか、例えば環境の

ことはわからないのですけど、とお聞きして、いきなり一発で決めることではなくて意見交換して、

自分の自信がない、あるいは丸をつけられないものを意見交換して、そうすると不思議なもので

集合知というのですか、すべての点がみなさんの思っている順番に大体なるということが起こって

まいります。 

それは採点の際のディスカッションは非常に有効だという気がします。ここに書いてあるので、

5.0 とか小数点以下が書いてあるのが、これの意味について 5.5.点とかも、あるいは 4.5点とかも

ありなのかどうか。 

事務局    先ほどに説明しました配点ウェイトの関係もありまして、またさらに評価項目の詳細をど

れだけ分けていくかということもございますが、その点数の配分の仕方によりまして、掛け合わせた

ときに小数点の数字が出ることもあろうかということで、入れておりますけれども、できるだけきれい

な数字と言いますか、整数になるのがよいかと思いますので、その点も考慮しまして、検討しまし

て、お示しをさせていただきます。 

会長  もし小数点をつける場合でも、0.5刻みにするのがいいと思いますね。 

どうしても 0.5 をつけたい時もあるんですよね。これよりはいいけれども、あれよりは、ということもあ

る。小数点をつける場合でも 0.5 までにしておいたほうが良い。 

委員  合計点で出すということですか。 

会長  ここは実はわれわれで一番大事な責任のあるところですので、私の場合、判断できれば評価

項目と連動していただきたいんですけれども、そういう議論が展開できるような資料を用意してい

ただきたい。 

委員  項目のウェイトづけはさっき出ましたけれども、どうなんでしょうかね。一つ一つの項目が芸術

拠点としての考え方が非常に大きいですよね。それと施設前広場の提案が同じ配点だとちょっと

ね。評価項目というのはどういうレベルで言っているんですか。 

会長  はい、全体に対してまたいくらかウェイトをかけていく。 

委員  一つ一つの項目で単純に合計しているだけで、それで決定するわけではないんですよね。 

会長  と思います。通常そうですね。例えばバリアフリーも大事ですけれども。 

委員  じゃあこれをもって、材料にして総合評価するということですか。 

吉村会長  大きな項目ごとにウェイトをつけていくんじゃないかなと思います。 

事務局  ここで記載させていただいていますのは、最後の得点を各委員の平均点ではなく、合計点

とさせていただいて、選定者の得点はその点の総計で、その総計で１、２、３位を決めさせていた

だくというふうな例示だけでございまして、いま委員がおっしゃっているように、各項目によって重

みが違うと思いますので、重みですとか、点数の配点、これを事務局案としてまとめさせていただ
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きまして、次回にお示ししますので、その内容をご確認いただければと思います。 

委員  会長おっしゃいましたように、この席で少し議論してからのほうがいいのか、あるいは単純にそ

れぞれ個別に判断するのかどちらですか。 

会長  それは個別ですけどね。それはもう専門的分野が全然違いますと、全然分かりませんから。 

事務局  まったく素点というか、一番元の素材というか。 

会長  わかりました。ただし、点はお互いに絶対に言わないということでやろうと思います。 

最後、最高得点をとった応募者が最優秀設計事業者とする。これは自明のことだと思います

が。まず確認したいと思います。なぜかというと、先ほど一種の集合知でいいものができると言い

ました。僅差で例えば 0.1 点でこちらがいいとなったけれど、どう考えてもこっちかなと、私があの

点をつけたからこうなったということが、あるんですけれども、そういうことはしない。１点差であって

も、最優秀とするのか、最後にもう一度議論するのか、という悩ましいところなのですが、ルール

公表しますよね。最高点のものを最優秀とするのであれば、機械的に。どういう形で書かれるの

ですか。 

事務局  募集要項の中で。決定方法については記載する必要があろうかと考えておりまして、ご説

明させていただきましたように、最も得点の高いというところを最優秀事業者というところになりま

すので、事務局の思いとしましても点数に開きがあって決めていただくのが一番ありがたいと思っ

てはいるのですが。募集要項の中ではそのような書き方になると思います。 

委員  最後に結果発表するときに点まで公表するところもあるのですね。そうすると最高点でない

と、なんでと。 

会長  最優秀だけ点数を公表してあとは点数を公表しないところもありますので、発表方法とも関係

してきますので、どういう形にされるのですか。 

事務局  少なくとも最優秀の方と次点の方というのは、得点は事後公表していくべきではないかなと

思います。３位以下の方につきましては、公表されている事例もございますし、あえて伏せられて

いる事例もございます。そのへんはまた例示としてお示しさせていただきまして、次回またご審議

お願いします。 

会長  これもまた事務局で案をお願いします。 

案件７の審議につきましては以上ですが、この他に評価について戻っても結構ですので、思い

出したこととか、言い忘れたところとかございませんか。 

恐らくないでしょうが、可能性として０ではないので、一つだけ。応募者が１者しかなかった場合

の取り扱い、一次審査終了時点で１者になった場合の扱いについて入札ですと流れるということ

になりますが、こういうプロポーザルやコンペの場合はいろいろな考えがあり、比較のしようがない

ので、もうそこにしかないな、ということになりますが、事務局でこれはどうされますか。 

事務局  一次審査終了後に、仮に１者となった場合の取り扱いでございますが、これにつきまして

は、先行事例では１者の場合でも無効とされていない場合もありますし、１者の場合の取り扱いを

選定審査会で決定されているというふうに規定されているという事例がございます。 

これらの先行事例等を参考にいたしまして、整理をさせていただきたいと考えておりまして、こ

れも合わせて具体の形で次回の審査会でご提案させていただきたいと思っています。 

会長  応募が１者とならないような魅力ある要項が一番大事なのかなと思います。 

それでは最後に第２回審査会に向けての資料のまとめ方ですけれども、先ほどから貴重なご

意見をいただきました。次回は募集要項、評価基準について、大事なところでございますので、
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事務局は本日のご意見を踏まえて作成し、事前にご意見をうかがった上で、次回の資料を作成

していただきたいと思います。案件７につきましては以上です。 

 

事務局から 

資料5「実施スケジュール（案）」 

に基づき、「今後のスケジュール」について説明。 

 

 

会長  その他の連絡事項として、事務局から何かありますか。 

事務局  本日の資料につきまして、ご不明な点などがございましたら、事務局のほうにお願いしたい

と思います。あと本日の審議の中で資料等をお持ち帰りいただきまして、追加的にご意見等ござ

いましたらメール等でいただきまして、また事務局のほうで本日の意見、あとメール等でいただい

た意見、こういったものを整理させていただきまして、事前に委員の皆様にお示しをさせていただ

きたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

また、この後、現地の確認ということで、任意ではございますけれども、ご参加いただける方を

把握したいと思いますので、行っていただける方は挙手いただければと思います。ありがとうござい

ました。それでは、終了後にお声かけさせていただきますので、よろしくお願い致します。 

会長  それでは、長時間の審議ありがとうございました。第１回審査会を終了したいと思います。 

本日は、お疲れさまでした。 

 

 

閉会 

 

 


