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別紙標準様式（第７条関係） 

会 議 録 

会 議 の 名 称 第２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１０月１０日（金） 
９時２５分から 

１１時３０分まで 

開 催 場 所 別館４階 特別会議室 

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、林委員 

欠 席 者 梅宮委員 

案  件  名 

１．評価基準（案）について 

２．募集要項（案）について 

３．その他 

提出された資料等の 

名 称 

資料１(仮称)枚方市総合文化施設設計事業者選定に係る公募型プロポーザル評価基準(案) 

資料２(仮称)枚方市総合文化施設設計事業者選定に係る公募型プロポーザル募集要項(案) 

参考資料１ 第 1回総合文化施設選定審査会で出された主な意見とその対応 

参考資料２ 第 1回総合文化施設設計事業者選定審査会 会議録（案） 

決   定   事   項  

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 

 

会長  定刻５分前ですが、第２回総合文化施設設計事業者選定審査会を開会いたします。委員の

皆様におかれましては、お忙しい中、ご出席いただき、ありがとうございます。本日もよろしくお願

いいたします。なお、会議録作成にあたりまして、会議内容の録音を認めたいと思いますので、ご

了承いただきますようお願いします。また、委員のご都合により時間に限りがございます。概ね 11

時を目処に審議を終えたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いします。それでは、事務

局から委員の出席状況や配布資料の説明をお願いします。 

事務局  それでは、委員の出席状況について、ご報告します。現在の出席委員は６名で、委員７名

の２分の１以上となっておりますので、枚方市附属機関条例第５条 2 項により、会議が成立して

いることをご報告いたします。続きまして、お手元の資料の確認をさせて頂きます。資料は、本日

の次第、資料 1 といたしまして、「(仮称)枚方市総合文化施設設計事業者選定に係る公募型プ

ロポーザル評価基準(案)」、資料２といたしまして、「(仮称)枚方市総合文化施設設計事業者選

定に係る公募型プロポーザル募集要項(案)」、参考資料１といたしまして、「第 1 回総合文化施

設選定審査会で出された主な意見とその対応」。こちらの資料につきましては、前回の審査会で

の委員のみなさまのご意見をまとめたものでございます。また、本日の審議の中で前回のご意見

等もご参考に活用いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。参考資料２でござい

ますが、「会議録(案)」でございます。資料は以上となっておりますが、過不足等ございませんでし

ょうか。会長よろしくお願いいたします。 

会長  お手元に資料はございますでしょうか。揃っているようでしたら、案件に移らせていただきま

す。「案件１ 評価基準(案)」につきまして、事務局より説明をお願いいたします。 

 

事務局から 

資料１「評価基準(案)」に基づき、説明。 

 

 

会長  ただいま事務局から評価基準（案）につきまして説明いただきましたが、評価基準（案）につき

ましては、各委員のみなさまに事前にご確認いただいているものですので、要点を絞って審議し

たいと思います。大体 40 分ぐらいは時間があると思います。非常に大事な審議だと思っておりま

すので、何か少しでも疑問がありましたら、この際徹底的に審議しておくほうがよいと思いますの

で、遠慮なく言ってください。 

まず資料１の「評価基準（案）」３ページをご覧ください。この定性審査の配点基準についてです

が、定性審査を５段階で評価しておりますが、一般的にも５段階が妥当ではないかと思います。 

これにつきましては前回も少しお話させていただきましたが、今日確定しないといけませんの

で、もう一度確認の意味でみなさんの意見をいただきたいと思います。委員いかがですか。 

委員  最後の「劣っている」だけが 0.2刻みではなく、0.4刻みで落としているのが気にかかります。多

分、「劣っている」というのはつけにくくて、よっぽど劣っている場合は、この全くだめな場合しか E と

つけなくて、多分 A～Dを使うんだろうなと思いながら見ておりまして。そういう意味ではこんなもの

かなと。つけやすさからしたら、つけやすいかなと思います。でも、普通以下になった時に悩むとこ

ろが、普通以下はもう多分１種類ぐらいしか実態上選べないんだろうなと思いながら見ておりま
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す。あまりそういうひどいのは来ないだろうという期待をしながら。上に選択肢が豊かなほうがいい

と思いますので、事実上の４段階でいいのかなと思っています。 

会長  確かに0.2刻みが原則ですけれども、最後はもう劣っているのは0だと。劣っているのは、ない

とは思いますけれども、提案自体が忘れている、抜けているという時は、もうこうなるかと。 

委員  そこで 0.2 をつけるのは変ですので、0でいいと思います。 

会長  続きましては、ホールの管理をされている方からどうでしょうか。 

委員  いま言われましたように、「提案内容がやや劣っている」も 0.2 ぐらいでいいのではないかと思

います。というのは、みなさんの点が入ったときに、劣っているとなった時に、点数にあまり差がつ

かず、逆転するときがあるので、私は提案内容が劣っていれば0でもいいんですれども、やや劣っ

ているは 0.2 ぐらいでいいと思います。0.2刻みだったら。ほんとは Cが 0.5 ぐらいですよね。 

会長  私も今のご意見を聞いて、そう思います。 

委員  普通だったら0.6でやっておいて、それだったらいけるんだというふうにやっておいてもいいと思

うんです。ただちょっと「内容が劣っている」についてどうかなとは感じられるんですが。 

会長  差をつけるという意味で例えば今言われましたように、C を 0.5 にして、1、0.8、0.5、0.3、0 と

いう方法もあります。ただここで0.3とかにすると、評価点に端数が出てしまう。ただ、価格点でどう

せ端数が出てくるんだったら、問題ないです。今だったら端数は出ないんですか。 

事務局  会長がおっしゃっていただきましたように、価格評価の部分にのみ、端数が生じてまいりま

す。その他の評価につきましては、ほぼ整数で評価点が出るようになっております。それと、一次

審査の中の２つの定性項目の中で 12 点という配点がありますので、その点については端数が、

小数点以下１位まで出てくるようになります。その他は整数となっております。そしてこの配点の A

～E までの点数の割り振りにつきましては、先ほど言っていただきましたように、劣っているというと

ころに差を設けたいという趣旨もございまして、このような配点バランスにさせていただいておりま

す。 

会長  E につきましては、0 というのはご異論ないかと思います。普通を 0.5 にするか 0.6 にするかと

いう、大差ないのかも知れませんが。感覚を極力均等化するという意味では、0.1、0.75、0.5、

0.25という方法もあるんですが。そうすると小数点以下２桁ぐらいまで出てくる。数字が 0.1違うか

らどうということはないと思うんですが。まずは C をどうするかにつきまして、他にご意見いかがでし

ょうか。あるいは事務局から意見を。実はこれは考え抜いた上での数字だからいじらないでほしい

というのか、これも含めて審議の対象なのか。 

事務局   仮に普通の 0.6を 0.5にしますと、全体的な総合得点の点差が広がっていくと考えられま

す。最低基準点を設定しておりますので、これについてはシュミレーションし直す必要はあります

が、影響が出る可能性があるという気はします。 

委員  あとで聞こうと思っていたのですが、最低基準点がこことバランスしていないと思っていたんで

す。525 点中 300 点だと 57.何％になり、提案の評価が普通以下のものも救っていることになる

ので、ここはリンクしていないといけないと思ったのにリンクしていないなと思いましたので、あまりそ

この話は今回関係ないかなと思っています。今のご説明のうちの最後の合格最低点のところは、

もう１回再考されたほうがよいかなという意見をあとでしようと思っていました。 

会長  シュミレーションで少し下がる可能性があるということでしたが、劣っているところが下がるわけ

ですね。差をつけるという意味ではいいかもしれないですし、それと上位５者でそんな悪い点が出

てくるのかと。総合では低いとはいえ C では差がつかないところを、どう差をつけるか。できるだけ
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上位チームでも差をつけておくほうがいいのか。ただどのぐらい開きますかね。シュミレーションさ

れているんでしたら。全部が悪いところはないと思うんです。ここはいいけど、ここは悪い。実際は

そんなに差がつかない。まんべんなく高得点のところはいいですし、全部悪いところはもともとだめ

なんでどちらでもいいのかなと。Cを 0.5にするのはおかしいですか。 

委員  私たち大学でテストしても６割が合格点というイメージがあるので。 

会長  これは合格という意味じゃなくて、普通だということなんで。 

委員  中位で0.5というのも一考かなと思いますね。ただ先ほどおっしゃられたとおり、そうすると0.75

というのが出てくるのが気持ち悪いなというふうに思いますね。 

会長  0.05ぐらいはえいやと。いいものを高く評価して、悪いものと差をつけるという意味では1、0.8、

0.5、0.2、0.0 という考え方もある。市として、団子にしたいのか、差をつけたいのか。 

事務局  メリハリのついた得点ということが見えるような形が一番いいと思っておりますので、いま会

長がおっしゃられますように、優秀な提案については上位の A と B に配点が集中してくるだろうと

思いますし、逆に劣ると言いますか、普通以下のものについては、やはり点数の開きが出るほうが

見た目にもはっきりと分かりますので、いまお教えいただきましたように、C 評価については 0.5、D

評価については 0.2 というのも適正なのかなと思います。 

会長  まだご意見いただいていない委員はいかがでしょうか。 

委員  定性評価ですから、あまり厳密に数字を細かく規定しても、決めるときは全体の印象なり総合

的に決めると思いますので、私は 0.6 でも 0.5 でもそんなにこだわらないです。先ほど言われたよ

うに D の 0.4 を 0.2 にするというのは賛成です。はっきり際立たせるという意味で。あまり劣ってい

るのを拾い上げる必要もないので、差をつけるという意味の0.4を0.2というのはいいかなと思いま

す。Cについては先ほどのテクニカルな部分もあるので、0.6でもかまわない。 

会長  そうですね。C と D でうんと差をつけるということですね。普通以上は評価して、それ以下をう

んと下げるという、そういう考え方はいかがでしょうか。 

委員   A と Bを選んだ中で一番を決めたいという感じですよね。ただ最終的に二次は点数だけでい

くんですよね。そのあと我々が協議することはないのですか。 

会長  点数についてお互いの点を伏せたまま意見交換します。 

委員  それは意見交換。 

会長  出てからはもう変えないです。 

委員  出てからは変えないですね。だから優秀なものを拾い上げるという意味では、いま委員からも

出ているように Cをもう 0.1ポイント下げるほうが優秀なものは選びやすいけれども、ただ極端な偏

りが出る可能性が、0.1 とはいえあるのかなという気もするので、ちょっとそこのところは 0.2 ずつの

ほうが穏やかな議論にはなるのかなとは思います。ただ、まず際立った A と B を選んでいこうとい

う主旨であれば、0.5というのはいいのではないかと思います。ともかくEはないということでいくわけ

ですから、そういう意味では D もそれに近いと考えたらそこを小さく割り振るというのも一つの考え

方だとは思います。 

会長  そうしますと、Cを 0.6か 0.5かということになりますね。 

委員  偶数のほうが、刻みが良い。 

会長  刻みが、最後に総合点で 0.1 以下が出て、それが価格点だけで出てくるんだったら、ちょっと

困るなと。ある程度価格が推定できるなと思うんですけれども、そういうことはないですか。ほかの

ところでも端数が出てくるので。最終の端数が価格の端数とは限らない。 
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事務局  いまの一次審査の中でも端数が出てまいりますので。それと、のちほどご説明いたします

が、最終的に委員のみなさまの合計点をもって整数点にするということになりますので、端数につ

いては、出てくるものではございません。 

会長  刻みを 0.2 で、普通以上であれば評価の土俵で 0.2 刻みと。それ以下はうんと差をつけると

いうこととし、Aが 1、Bが 0.8、Cが 0.6、Dが 0.2、Eが 0 ということでよろしいでしょうか。じゃあ、

今の刻みでさせていただくということで。 

続きまして、一次審査の選定基準ですが、第１回審査会で応募者の取り組み意欲や理解度

を確認する定性評価を積極的に盛り込むことを確認させていただきました。配点も 50％程度を

占めております。これは非常に画期的だということを申し上げましたが、一方企業や担当者の評

価が 50％程度にされていることから１者でも多くの応募者に参画の機会を与えているものではな

いかと思います。取り組み姿勢の評価につきまして、事務局から本事業の背景を十分に理解した

上で設計に取り組む姿勢やチーム体制を見極めていただきたい、そういう説明をいただきました

が、枚方市では応募者の中から最適な設計者を求めたいと、そういう思いがおありかと思いま

す。そういうこともありまして、このようなテーマを設けておられると思いますが、第１回の選定審査

会では他の提案、テーマもあったかと思いますが、この点、その後どう整理されましたか。 

事務局  一次審査の定性評価につきまして、第１回審査会におきましては、事務局からのテーマ案

といたしまして、にぎわい創出のしかけづくりについてや、人口減少社会にも対応できる総合文化

施設のあり方を提示させていただき、更には、交通マネジメントの考え方のご意見をいただいてお

りましたが、事務局で検討させていただきました結果、一次審査では、応募者自らに課題を設定

してもらい、どのような視点で設計に反映するかの考え方を問うものでございまして、事業に主体

的に取り組む姿勢も審査していただけるものと考え、このようなテーマ設定といたしました。なお、

施設設計に係る各論的なテーマは二次審査で求めることとし、事業全般を広く捉えたテーマを

一次審査で審査していただく項目としました。本市では、業務を行っていただく受注者には、総合

文化施設整備計画を始め、市駅の再整備ビジョンを十分に理解したうえで業務に取り組んでい

ただきたいと考えております。特に、整備計画の策定過程は、隣接しますラポール建設から約20

年経過しており、新町 2 丁目地区やその周辺への影響や効果などを応募者がどのように理解し

て、設計を進めるかの理解度と、取り組み意欲をご確認いただきたいと考えております。また、基

本設計・実施設計を着実に進めるためのチームの体制やチームの特徴、設計段階での市民へ

の説明手法の考え方やその他設計に係る配慮事項につきましても併せてご確認いただきたいと

思います。以上でございます。 

会長  前回委員からもいろいろご意見いただきまして、今回はいまもご説明がありましたが、プロポー

ザルの最優秀提案者がそのまま実施設計者になるということでよろしいですね。しばしばプロポー

ザルの最優秀提案者と実施設計者が違う場合があります。そうすると、ノウハウを企業秘密とま

では言いませんが、出してもよそにアイディアを盗まれるということがあるので、提案を出せと言っ

てもなかなか出してくれないんです。今回はもう最後まで入れますので、むしろいろいろ考えさせ

る。だから前回交通のことについて、書いてないと言わないという心配も確かにありますが、しかも

今回減点式ではないとも聞いていますので、失言をあげつらうということもないですし、たとえ少し

理解不足が出ても、なるほど、といういい提案があればそれは積極的に取り上げたいなと思いま

す。そのためにも今回のようにプロポーザルと実施設計が同一者だということは、参加者の意欲を

高めるうえでも非常にいいことだと思います。それに併せて価格点が低いというのも同様で、安心



第２回 総合文化施設設計事業者選定審査会 

6 

 

して思い切った価格を入れて、それに見合うだけのマンパワーをかけてやります、実施設計に取り

組む。いまのご説明でいいのではないかと思いますが、みなさんの疑問等ありましたら、お聞かせ

ください。 

委員  そういう方針であることを理解いたしましたので、提案があれば加点していくというのでよいかと

思います。 

会長  二次審査でしっかりと聞いていく。専門の立場からそれぞれ聞いていく。 

委員  はいそれがよいと思います。 

会長  あとの話になりますが、私は共通質問を主に担当させていただきますので、それ以外それぞ

れの専門の立場でお集まりいただきますので、委員長は出しゃばらずに、みなさんの意見を聞き

出すということに徹したいと思います。 

私からの質問ですけれども、平成 11 年以降 1000 席以上の同種施設があまりない。景気が

後退したということもあって、あまり例がないということなんですが、1000 席という制約をつけます

と、どの程度、枚方市の登録業者さんの中で参加可能な設計事務所があるのでしょうか。 

事務局  具体的な企業数につきましては確認出来ておりませんけれども、過去 15 年以内で 1000

席以上の同種施設を請け負われた企業につきましては、非常に少ないのではないかというふうに

とらえております。 

会長  数は全くわからないですか。 

事務局   過去 15 年間の実績を、ホール設計の実績のある設計事務所のホームページを全部調

べたのと、15 年間の建築関係の雑誌を 10 雑誌ぐらい調べた結果ですけれども、可能性のある

設計事務所としては、20 数社の名前があって、その中で 1000 席以上の実績を確認できたの

が、13 社でした。その中で在阪の設計事務所の中で、いくつかあるんですが、実は 5 社ほど

1000席の実績を確認出来なかったという事実がありまして、やはりここ15年間あるいは10年間

を見ると非常に少ないです。1500 席のホールの計画ですけれども、1500 席で見ると、これまた

非常に少なくて、もう数社しかないという状況でございます。1500 席の規模の 7 掛け程度という

意味で 1000.席というレベルでチェックを行った結果としてそういう状況であります。 

会長  この評価基準案の４ページ、別表１を見ますと 1000席未満の同種施設でも 1点しか違わな

いということは一つあります。 

一方でこれはむしろ専門の委員にお聞きしたいんですけれども、1500席と1000席がホールと

して大きな差があるのか。我々ぱっと思いつくのは、バルコニー席が出てくるかとか、あるいは舞台

の袖がとか、楽屋がとか、さらにいきますと、専属の楽団が出てくるとかいう話があります。1500 と

1000の差というのはどういう差が考えられますでしょうか。 

委員  本来、ホールの最適な客席数は、大体 1200～1300なんです。だけど、お客さんを入れて、

営業が成り立つようにしようとすれば 1500 とか 2000 にしないといけない。営業に適しているの

か、いいホールを建てるのかということによって、ものすごく変わってきます。なので、1000席で点

差をつけるようですが、1000席と 1500席となかなか難しいですね。1000席のホールでもすごく

いいホールがありますし、2000 席のホールでも多目的で全然だめなホールもありますし。だから

その辺では一概には言えないと思うんですけれども。ただそこにものすごくコンセプトを持って、ち

ゃんとやられてるホールもある。だから 1000 席のラインで考えたほうがいいかもわかりませんね。

あと、どれだけこの中で点数差をつけるかですね。 

会長  同じ 1000席でも稼働率にもよりますし、高い入場料がとれるか。 
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委員  それと昔は 1700席や 2000席と言っていても、椅子がものすごく小さいんです。うちも椅子が

小さかったんですが、もともと 1700席だったものを椅子を換えて今は 1400席程度です。200～

300席は椅子の大きさですぐ違ってきます。椅子を大きくすれば、1300席から 1200席になると

か、だんだん下がってきます。だからキャパにおいても椅子の大きさなどで変わってきます。 

委員   いま枚方でお考えになっているようなホールの規模からすると、きりがいいから 1000 席とい

うのもありますけれども、これでさして問題ないと思います。だから基本は 1500 席規模までの劇

場をお考えになって、一般的にはけっこう多機能にはするんだけれども、音楽がかなり目的性の

ある大きな部分を占めるというのが、大体今までの枚方の市民の芸術の取り組みから見て思わ

れることから、普通の規模からいうと逆に普通にシューボックスで作ったりする劇場は1500席ぐら

いが一つのいい形なんです。ですから、それ以上大きなものになってくると、また特殊な考え方を

入れていかないといけないということで。いま枚方でお考えになっている規模からいうと、この１番

の 1000 席以上という差別化というのは全然問題ないと思います。ただ次に 700～1000 はどう

なのかというと、700以上でも 800、900でいい施設というのは、多分枚方のいまの 1500規模で

お考えになっているものと経験量において不足するとは思えないので、この 1 と 2 の差は微妙で

はあります。ただそのあたりはいったんこの配点としてやるのであれば、音楽事業に目的性をかな

り特化する部分がありつつ、ということになると、類似施設との差というほうが本当は大きいのかな

と思いますが。こういうところで配点を細かく言い出しても仕方がないということであれば、これは特

段問題ないです。あとは二次のところまで持ち込まれたときの話だと思いますので。 

会長  ほかに何かよろしいですか。 

事務局 規模の評価の部分につきましては、5 ページの一番下の別表 1 のとおり、市としてホール実

績を評価したいという思いがございまして、このような配点ランクにさせていただいております。 

会長  ほかにもご意見あるかもしれませんが、時間に限りもございますので、次に進めさせていただい

てよろしいでしょうか。 

委員  平成 11年 4月以降に完了したところは、先ほどの話だと、最近少ないということなので、大丈

夫なんですかね、という素朴な疑問があります。平成 11年以降の実績で大丈夫ですか。 

事務局 特に平成 11年ということで、過去 15年から公示日までということにしております。 

委員  結構です。あまり古いのを拾い上げても技術面でも相当違う可能性がある。区切りということ

で、承知しました。 

会長  それではよろしいでしょうか。一次審査の選定基準はいま審査していただいたことでよろしいで

しょうか。審査会としましても、多くの応募者の参加を期待するところでありますし、設計業務の実

績に合わせ、本事業に対する取組姿勢、理解度を十分に見極めて提案書の提出者を選定した

いと思います。 

それでは、特に問題なければ、７ページに移らせていただいて。 

委員  ６の一番最後のところなんですけれども、280 点中 120 点というのは何か意味のある数字な

んですか。4割 2分になりますけれども。4割 2分じゃちょっと低いような気もするんです。普通以

下も一次審査通しますよというインプリメンテーションになるんだったら、6割ですから、168点にし

たほうがいいんじゃないかなと思いました。平均して普通以下が多いのも、いまのままだと採用し

てしまうということになるので。 

会長  120点でも審査に残ることというのは、理屈上あり得るんですか。 

委員  どこの会社も 120点に満たなかった場合はやめるということですよね。 
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事務局 一次審査で 5 者程度選出いただきますので、できるだけ二次審査へのエントリーができると

いうか、そのあたりもちょっと踏まえまして、4 割以下は当然だめだろうというふうなところも考え、

二次審査にウェイトを置いた形で、二次審査につきましては技術提案書の評価が約 6 割以下の

ものは対象としないとしておりますので、そこでしっかりと見ていただくという考え方をしております。 

会長  一次審査は 2割でしたか。評価は。 

事務局 二次審査のウェイトは 20％の 2割としております。 

会長  一次が低くても二次で大逆転もあり得るということですね。一次は極力、実績があまりないとこ

ろでも土俵に上げてあげるという意味で。ここであまり高くすると結局大手しかだめなのかということ

になってしまう。 

委員  では逆にそれでよいかと思います。 

事務局 補足です。いまの一次審査の足切り点が低いということについては、逆に応募者が少ない場

合に、あまりにも評価が低過ぎるのもちょっと。二次に上げるというところもあろうかと思いますの

で、そのあたりの微妙なところで 4割としています。 

会長  実際そんな低いところが 5者程度に残るのかどうか。 

事務局 今回多くの応募者があるとは思っていますけれども、万が一少ない場合、数者程度の応募

があったにもかかわらず、一次審査の点があまり低いもの。これはやっぱり二次に進んでいただく

のはどうかなということで、足切り点というのをつけさせていただいています。 

会長  足切りのポリシーですよね。いいのだけ残すのか、切りたいのか。救い上げるのか落とすのか。

一次に関しては極力ハードルを低くして、二次で、いままでにないダークホース的なところが出てく

るかも。 

それでは７ページの二次審査の選定基準に移ります。ここは技術評価と一次審査の評価、価

格の提案を総合評価することになっております。まず技術提案書の評価項目について審議した

いと思います。事務局の説明では総合文化施設整備計画の実現に向けた提案を設計者に求め

たいということでしたが、事務局からテーマの主旨について補足説明がございましたら、お願いしま

す。 

事務局 二次審査の定性評価につきまして、まず建築計画の考え方のうち、土地利用では、主に施

設利用者の動線の処理について提案していただき、併せて、誰もが利用しやすい土地利用の考

え方について問うものでございます。また、施設前広場と施設の一体的な利用を図ることにより、

交流や地域の賑わいの創出に寄与できる土地利用の考え方について問うものでございます。 

次に、施設計画についてですが、整備計画に示します文化芸術振興の 4 つの視点を踏まえ

た、大小ホールなどの主要施設の構想と空間の考え方に併せて、ホールの特殊機能について、

利用される方や、管理される方を想定しつつ、様々な演目に効率的かつ効果的に対応できる施

設の計画についての考え方、そして 40万都市であるまちのシンボルとなるデザインと品格を兼ね

備えた枚方市の価値を高める設計計画の考え方を問うものでございます。 

次のコストの低減につきましては、建設費などのイニシャルコストについては、必要な機能・品

質を確保しながら低減できる方策。 

また、維持管理運営にかかるランニングコストについては、省エネルギー等を導入することによ

り光熱水費や人的負担などの将来の負担を軽減できる方策を設計段階でその考え方を問うもの

でございます。 

次の付帯民間施設の提案につきましては、文化芸術機能と連携して枚方市駅周辺の回遊性
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の向上と賑わいの創出につながる付帯民間施設の提案を民間のノウハウにより求めたいと思って

おります。 

そしてその他といたしましては、上記の他に本事業に有益な提案について評価を行っていただ

きたい。このように考えております。以上で補足説明を終わらせていただきます。 

会長  ただいま説明いただきました、民間事業者からの付帯民間施設についての提案を求めること

につきましては、市議会の所管事務調査においてもにぎわい創出の観点からも必要であると報告

されている経過もあります。総合文化施設がより特徴ある施設となり、新町 2丁目地区全体の活

性化につながることですので、応募者には文化施設にふさわしい付帯民間施設の提案を期待し

たいと思います。今の追加説明も含めました主なテーマについて、ご意見はございますか。ここは

大事です。出来上がってから稼働率とか。こういうのを作ると箱ものとかすぐ言われる。そうならな

いように、本当にこれは作ってよかったというもの。そうしますといままでにないもの、同じもの作っ

ても同じ失敗を繰り返すだけですので。その一つがこの付帯施設だと思います。単なるホールだ

けじゃなくて、駅前、駅周辺全体の、あるいは市全体の活性化にもつながる、市の大きな投資と

いうんですか、それはここの性格づけが大きく左右すると思いますので、これは経済的な視点か

らも大事だと思います。ホールのご経験から施設は非常に稼働率が高いようですので、そのへん

のノウハウを教えてください。それから道路が分断されてますので、将来はともかく高齢者や障害

者の方にもアクセスしやすく、建物の中だけマニアックにしてもあまり意味がないので、交通アクセ

ス、利便性。ポテンシャルの高いところと将来、駅前が立派になったときでも、そのポテンシャル

が生きてくるような計画にしたいと思いますので、それぞれの立場からご意見お願いします。 

委員  会長が言われましたように、7ページの施設計画の2番目、ホールの持つ特殊性というのは、

やっぱりソフトがあって初めてハードが生きますので、将来的にも考えて。それと、にぎわい創出で

すが、その周辺の整備との関係や、もちろん舞台だとかの関係はあるんですが、ホール自体は実

は芸術性の高いものでなければいけないというところがあります。だからホールであれば本当に楽

器みたいなものなんです。そういうものの意識性を審査するべき。 

だからホールのソフトを考えられて、ハードを考えてもらって、詳細設計をやっている時に、設計

者はなかなか変更きかないんです。途中でソフトが変わってハードが変わったりする、そういう繰り

返しでやっぱり建物の修正というのは出てくる。フェスティバルホールなんていい音を作るのに、何

度も修正を加える、その結果、最終的にものすごく、空から音が降るというように言われたホール

になっていますので。逆に言うとそこまで改修、改修をかけなくても、設計の段階でどこまでいける

か、それを真摯に対応してもらうために、できたらホールの持つ特殊機能、建物全体を含めてそ

ういう利用効率がいいような形で考えてもらう。それに加えて舞台機構だとか音響機構、舞台照

明を考えていただくという提案を求めたら、どんなものが出てくるかというのがあると思うのですがい

かがでしょうか。ちょっと加えていただいたほうがいいんではないかなと。将来の設計が決まった時

にそこまで考えてもらわないといけないということを担保するためにも。 

会長  今のに関連してですけれども、たとえば美術館とかの設計の時に、学校もそうなんですけれど

も、先に館長を決めておいて、その人が設計プロセスに参加するというのが本来理想なんですけ

ど、役所の場合、館長はたまたまなったとかいう人がいて、お 2人のような経験ある方じゃなくて、

形式的な館長で、2年ぐらいでぱっと変わるとかいうのがあって。これを作るんだからということで、

実施設計の段階で参加していただけるのか、そういうことをお考えなのか。 

設計だけがどんどん先行して、竣工間際に館長は誰だと、市の方が人事異動で選ばれるのと
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大きく変わっていく。事務局が、提案してもその通り市が動いてくれるかどうか。 

事務局 これから運営計画を作成していきますが、事務レベルでは骨子というのを作っているんです

けれども、これから専門家の技術の方にもいろいろご意見をいただいて、施設の運営計画を作っ

ていきたい。ただ私どものいまの思いとしては、芸術監督なり、館長なり名称はともかくといたしまし

て、やっぱりちゃんと全体のプロデュースをしていただける方を含め、そもそも運営体制をどこが担

うのか。私どものほうにも外郭団体で文化国際財団というのがあるんですが、今はちょっと組織的

にも体制的にもこの規模のホールは担えないとういことで、そのあり方や見直しを含めまして、今

後どうするのかという、まずそれを決めていきたい。しっかりとマネジメント、プロデュースいただける

ような芸術監督もしくは館長、ゼネラルマネージャーみたいな方をちゃんとお願いして、できるだけ

早く、まだ修正のきく段階で、設計の部分に関わっていただいて、ソフトの部分、あるいは施設運

営管理という部分からうまく調整いただけるような体制でやっていきたいなと思っています。 

会長  それはどのレベルまで決まっている話ですか。希望を言っておられるのか、実はもうかなりそう

いう方向で固まっているんですか。これからかなりいろいろな雑音が入ってくると思いますが。 

事務局 これまで兵庫県立芸術文化センターにもメイシアターにも寄せていただいて、もちろんトップの

ほうもそうなんですけれども、議員のほうも視察ということで寄せていただいて、やっぱりホールを

動かすのは人であるという認識は持ってもらっております。タイミング的にもそのへんの話はしてお

りますので、単なる希望じゃなくて、そういう形で進めたいと考えております。 

会長  いまの委員の考え方をここに反映するとしたら、どういう表現をしたらいいですか。 

委員  ホールの持つ特殊機能、これは今回文化芸術振興の 4 つの視点をとらえた提案、これで伝

わってそれを提案してもらうけれども、特殊機能をもってそうとらえますよ、ソフトをどう入れていく

のという形で、特殊機能を生かすというんですか、生かすための方策。その中に舞台機構だとか

音響とか舞台照明があるということについて考え方をだす。ということでわかるかな。 

会長  たとえば二次審査のときに委員から必ずそれを聞いていただく。 

委員  こういうことだと思うんですけど、どこのまちにとってもベストなホールってないんですよ。だから

一次の中の取組姿勢の中の設計に対する基本的な考えの中で、枚方において何がベストなもの

であるかという考えに立脚した上で、プランニングを出せる業者はどこなのか、ということで選んで

いくということだと思うんですね。その時に一次のところのハードルで、総合文化施設整備計画の

策定にいたる背景や経緯を踏まえてという、ここ大事なポイントだと思うんでですね、やっぱり枚方

のいまの文化状況をきちっと把握した上で提案してもらわないと、いい形であったり、たとえばいい

音響を持つホールであったり、たとえばいい舞台機能、一般的な技術機能があっても、このまち

の持つ文化に対して適合できるような設計でなければ、枚方がとる業者ではないということになる

と思うんです。そのへんを順番にどう見ていくかという部分がポイントになって、多分、委員のおっ

しゃっているところはそういうことだと思うんです。あとは、ここの施設計画の点数を 75点中 25点

というのは、私みたいなソフトのランニングを専門にやってきている人間からすると微妙なところで

して、前回も申し上げたように、ここの部分がきちっと出来上がってないと。当然まちづくりの中で

のこの施設のありようとか、アクセス環境とかバリアフリーとか、すごく大きな問題だし、実際に付帯

民間施設の提案というのも大事なポイントだと思うんだけれども、その他でもう 10 点積んであると

考えたら、75点の中のここの施設計画が25点でいいのかどうかなというと、これは個人意見です

が、ちょっと少ないような気はします。やっぱりここが半数近いウェイトを持っていて、それをその外

側でどう取り囲んで、そこのところでまちづくりやにぎわいづくりの中においていくのかという、結構こ
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このポイントはいまの点数では少し、私の立場からするとちょっと少ないなという気はします。 

あと全体の配分でして、実際おかれているアクセス環境を考える、たしかに土地利用計画とか

民間付帯施設をどういうふうに総合的に考えるかというのは大事なポイントですから、どんどんそ

っちを削ってこっちを積めということではないんですけれども、その辺のバランスがどこなのかなあ

という、これは個人意見ですが。 

会長  いまのところ 75分の 25ですね。 

委員  私も土地利用計画のところの配点が若干高いかなと思っていたんです。立場的に削れという

のはあまり言わないほうがいいんだろうと思って言ってなかったんですけれども。 

会長  これは委員への配慮によると私は思っていたんですが。 

委員  ずばり土地利用計画と付帯民間施設の提案とその他の提案というのは微妙にどこかオーバ

ーラップしているところがあります。私の立場からして、そう見えるんです。そうするとその全体像の

ほうが、ホールそのものというものよりも大きくなってしまっているというのは、ちょっとどうなのかとい

う。5点なのか 10点なのか点数の配分は別の話なんですが。 

委員  私もちょっと高いかなと思いながら見ていました。 

会長  たとえば施設計画に何点お譲りできるかという。 

委員  5～10 ぐらい。少なくとも 15にしたほうがいいんだろうなと思って、個人的には見ていたんです

けれども。 

委員  さっきの 1000 席と絡んでくるんですけれども、やっぱりここの部分というのは、結構特殊な設

計に対する考え方とか技術的なノウハウ等の集積だと思っているんですね。そこのポイントを外し

た業者になった場合、委員のおっしゃるあとの修復というのがなかなか難しくなるということが起き

かねないので、やっぱりちょっとハードルは高いのかなと。 

会長  この土地利用計画のウェイトが高いのは、市として新町が重要であると。それから道で分断さ

れていることに対し、なんとかいいアイディアが出てこないかというそういう期待ですが、肝心の中

のホール自体の魅力がないとそれも意味がないので。ほかの委員の方も異存がないようでした

ら、たとえば土地利用を 15 にして、施設を 30にすると 2倍の差が開く。あるいは最大 10点と。

今度逆に土地利用が 10点となると市のほうが困るということになるかと思います。当初の配点が

半分になるというのは困る。 

委員  それか、「その他有益な提案」から持ってくるかですね。 

会長  これは私が最初 5 点だったのを 10 点にしました。それは、ここにおもしろい提案、これは実

は、その他というのは土地利用についても何についても、どこかについて我々が想定していないよ

うなおもしろい提案があればそこを高く評価したいということで思っていまして、5 点ぐらいだったら

もうここはあきらめてほかで稼ぐということもありますが、10 点になりますと考える。ここが構想で出

ました枚方市の特徴をよく盛り込んだところが優位になるような、あえて具体的な評価項目を書

いてない。その他の何が出てくるか。これはこの提案がそのまま実施になるわけではなくて、こうい

う提案をする力があるところだというところを評価したいという意味で、ちょっとウェイトを高くさせて

いただいています。与えられた条件を淡々とこなす能力はみんなあるはずなのでプラスアルファ

を期待するのが、この 10点につながる。 

委員  その他の 10 点はどこに入るかわからないということを考えると、65 点の中での割り振りから考

えて、施設計画は 30点で約 4割強、15点で 2割ぐらい、30、15かなという気がしました。その

お話を聞いて。その他に手をつけるんじゃなくて。 



第２回 総合文化施設設計事業者選定審査会 

12 

 

会長  いかがでしょうか。15 と 30にするというのは。 

委員  私はそれが落としどころかなと思いますね。それでさっきと同じ繰り返しになりますが、一次か

ら引き継いでいって、ヒアリングで聞けばいいと思うんです。やっぱり枚方のまちをどう考えるかとい

うことなので、どういう提案になるんですかということは、やはりそれぞれの提案者に聞きたいと思

います。 

会長  いま出てきましたように、それぞれプレゼンテーションの時は極力まず同じようなことを聞いた

ほうがいいと思いますので、共通の質問項目としてそれぞれの委員のみなさまから、一つこれだ

けは聞くというのを作っておいていただいて、プレゼンの時間を十分とっておりますので、残った時

間でほかのことを聞くと。そうしないと評価が多分つけにくいと思いますので。 

委員  応募してくるところは、標準の能力は持っておられると思うんです。おっしゃったように枚方のこ

こでどういうホールを作るのかというのが最大のポイントだと私も思いますが、そういう点ではこの

施設計画というのは非常に重要で、この中身をどうするか、ソフトとハードを含めて、一番大きなポ

イントなので、この配点を少し高めるというのはいいんじゃないかなと思います。質問する場合も、

この中で全体の枚方のプランとの関連性とか、それをどう生かせるかとか、そのへんを共通の質

問というか、最低限の必須項目として入れていかないといけないと思います。それから我々なん

かは逆に市民の視点でいろいろ聞いていきたい。利用者に対するどういう配慮が、さっきおっしゃ

たように狭い椅子席でいくのか、もうちょっとゆったりした椅子席でいくのか。要はもう一度行ってみ

たいホールかどうか。ホールの価値というのは、一番リピーターに表れる。一度行ったけどもういい

わ、ではなく、やはり何回もリピートしたいというのが、このノウハウになってくると思いますので、もう

一度行きたい、これは利用者の視点ですけれども、そういうホールにぜひしてもらいたいなと。こ

れは 40 万都市であるシンボルということと、逆に市外からも枚方市民以外の方も利用できるぐら

いの広域的な魅力を持っているところが一番かと。それも含め全部が施設計画のところに入って

いますので、ここはかなり重要なところだと思いますので、もう少し上げてもいいかなと。 

会長  各委員のお考えと市の考えからしますと、土地利用計画を 15、施設計画を 30ということで事

務局は問題ないでしょうか。 

事務局 配点についてはいまおっしゃっていただいたとおりで事務局としてはいいと思っています。それ

と委員の方からいただいております土地利用計画、施設計画、表現の部分につきましては、いま

いただきましたご意見を踏まえて、再度事務局のほうで直させていただいて、次回提案させてい

ただいて、確認していただく。こういうふうに考えたいと思います。よろしくお願いします。 

会長  事前に委員にも確認してください。 

事務局 事前にヒアリングもお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

会長  それでは二次審査の８ページ、これについては前回もご説明いただいたかと思いますので。

525点中 300点。 

委員  57.何％になっていて、普通以下も対象になっている危険性があるので、315 点にされたらど

うですか。 

会長  6掛けで。この 300の根拠はなんなんですか。 

事務局  6 割というのを意識しておりまして、数字的にちょっと切りのいいところという、それだけのとこ

ろでございます。 

会長  二次はもうすぱっと 6 割切るというほうがいいんでしたら、315 に。これはご異論あるいは事務

局、作業上、特に困るということがなければ。最後に質問ですけれども、価格評価はどなたが確
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認されるんですか。 

事務局  価格評価につきましては、契約所管部署で提案額を確認いたしまして、その契約所管部

署のみが確認するような形で、ここにお示しさせていただいております算定式に基づいた評価点

を技術提案の評価後に加えるような形で透明性を確保していきたいと考えております。 

会長  この８ページの算定式 1、2、これについてご異論ございませんでしょうか。最終確認になるか

もしれませんが。念のためこの式、とくに算定式 2 ですけれども、これによって最大どの程度の点

の差がつくのか、ちょっと教えていただきたい。 

事務局  委託金額の上限ということで、この限度額と最低価格の差によりまして異なってまいります

が、仮にその差が 3000 万円の場合で考えますと、約 600 万円の差で 1 点程度の配点に差が

生じることになってまいります。 

会長  設計の委託は最大 3億円ですか。 

事務局 3億円弱程度です。 

会長  では 600 万円というのは 2％ですか。実際はもっと差がつく可能性がありますね。1000 万円

単位で差がつくこともある。言いたかったのは、そこでほとんど点差が開かないのだったら、事務局

としても入れたいだろう。しかし一方で提案内容が価格点でひっくり返っても困るという。それでシ

ュミレーションをされて検討されたとか。前も言いましたように 5％というのは、私の知る限りでは一

番、しかもかなり極端に低い評価点ですので、参加者にとっては大いに励みになると思います。 

委員  決定後の情報の開示は、どこまでですか。評価点数全体だけなのか、個別にするのか。 

事務局  点数の開示につきましては、いま最優秀提案者決定後、ホームページにおきまして、最優

秀提案者のみ企業名を公表させていただこうかと考えておりまして、その他の企業名につきまし

ては、A者 B者 C者等の形でその点数のみを公開させていただこうと考えおります。総得点数に

はなりますけれども、得点を公表させていただこうと思っています。 

会長  次点は知らせなくていいんですか。不正があって回ってきたときのために。 

事務局 お手元の資料 2 の一番末尾 14 ページのところにも書かせていただいております、7 の契約

の締結の部分の項目の(2)の契約にかかる交渉及び見積もり書の提出というところに少し触れて

おりまして、最優秀提案者に事故等があった場合、契約が不調となった場合には、次点の企業

の方を契約交渉相手方とするという旨を記載させていただいています。 

会長  もううちは最優秀じゃないと思っていたら急に連絡が来る。これだけの規模ですと、設計者、

担当者、相当人を張り付けないといけないので、急に言われてもというところがあります。過去の

例で言いますと、当然参加するはずの設計事務所が参加しなかったことがあって、あとで事情を

聞いたらほかの案件で手がいっぱいだったので、したかったけれども出なかった。次点者には言っ

ておいてもいいのかなと思ったんですけれども。 

事務局 応募をいただいた方には、得点をお知らせいたします。市のホームページで公表するのは A

者、B 者という表現でありますけれども、得点も記載いたしますので、受けられた方は自分の得点

を見られると３位だったんだなと。 

会長  自分はわかるんですか。 

事務局 応募された方にはわかります。 

会長  わかりました。 

委員  最近の例ですけれども、配点において価格評価と技術提案書の評価と定性評価に分けて公

表されています。どちらがいいのか私はわからないので、市はどうお考えなのかとお聞きしたかっ
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たんですけれども。 

事務局 現時点の我々の考えとしては、最優秀提案者の決定というのは総得点によって決まりますの

で、ホームページ上で公表するのは、総得点でいいのかなと考えております。 

委員  選外の方の情報開示請求があっても総合点のみの情報ですか。 

事務局 ご自身の分野の点、配点得点については、情報開示請求があればお知らせする予定です。 

事務局 いまの情報の公開ということにつきましても、募集要項案の一番最終の 14 ページの一番末

尾の 8、情報公開の公開についてということで出しております。ここでは提出書類についてというこ

とでございますが、枚方市情報公開条例という条例がございますので、これにのっとった形で、非

公開情報以外については原則公開ということになっておりますので、それに基づき、公表させてい

ただくような形になろうかと思っています。 

会長  いままで役をやらせていただいて、個別に聞いてくる方がいるんです。なんでうちはだめだった

んですかとか、一切答えてないんですが、今回もそういうことでよろしいですか。ほかの委員のみ

なさんにも来るかもしれません。 

事務局 各委員のほうからそういうお答えをする必要はないと考えます。 

会長  当初の予定からだいぶ超えておりますが、しかし必要な時間だったと思います。他にもあるか

もしれませんが、案件 1につきましては、これでいったん終了させていただきます。 

続きまして、次第 2の募集要項案につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

 

 

事務局から 

資料２「募集要項(案)」に基づき、説明。 

 

 

会長  この募集要項案につきましても、事前にみなさんにご確認いただいておりますので、最終の方

針等の確認に要点を絞って審議いただきたいと思います。まず 2ページをご覧ください。2ページ

の実施スケジュールによりますと、一次審査の提案期間が 20日程度確保されています。また取

組姿勢が 2テーマありますが、A4判で 1枚ずつということですので、応募者にしっかりとご提案い

ただける、そんな過大な負担になっていないかなと思いますが。まずこの一次審査の提案期間

20 日間につきまして、ご意見をお伺いしたいんですが。やり出したらきりがないので、20 日でも足

りない。関西に支社があるところは、枚方のことも当然よくわかっておられると思うんですが。20 日

と決められたのはスケジュールから決まった面もあるんでしょうか。 

事務局 この期間につきましては、他市の先行事例も参考に決めさせていただきました。20 日間とい

うのは、妥当ではないかと。それ以上長くても間延びもします。仮に 20 日ぐらいでまとめ、枚方市

のことを調べ上げていただき、まとめていだけるような能力を持った設計事業者を求めたいという

主旨もございまして、このような日数にさせていただきました。 

会長  20 日間というのは、他市でもそういうふうにやっておられる。次に二次審査ですが、二次審査

の技術提案期間が年末年始を含んでおりますが、50 日以上確保されているようです。これが十

分なのかどうかについてもみなさんのご意見をお願いします。これにつきましてもプロポーザルの

本来の趣旨に立ち返って過大なものを要求しないのであればいいのかと。すごいものが出てきた

時にどこまでを認めるのか。違反という概念はあるのですか。 
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事務局 募集要項案の 9 ページをお開きいただきまして、②の技術提案書の作成要領というところを

ご覧いただきたいと思いますが、一次審査も同様なんですが、ここの Bに基本的な考え方を技術

提案書では簡潔に記述し、文章を補完するための最小限のイメージ図、イラスト、写真等は使用

してもよいが、設計内容が具体的に表現されたものとはしないことということで要領として記載をさ

せていただいています。 

会長  その通りなんですが、どこもこれを書かれているんですが、どこもみんなすごい、設計している

んじゃないかというぐらい詳細な図面とイラストを描かれてくるところがあって。ほぼ全者そうなった

ら落としようがないんですけれども、1 者だけそんなのを出してきて、ほかはこの通りやってきた時

に、その飛びぬけた 1者をどう扱うか。それをたとえば第 1位にした時に、他のところからクレーム

が来ないかという。ちゃんと書いたらやっぱり 1 位になるのか、通るのかというふうに誤解を受けな

いようにしないといけないです。 

事務局 非常に微妙なというか、どこまでがセーフなのかアウトなのかというのが難しいところであるとは

考えているんですけれども。 

会長  出てきたときにまた。 

事務局 極端にそういう模型なんかもし持ってきた場合には、それは最初から提出しないように伏せ

てしまうとか、詳細がある場合は何かで隠してしまうような処置はいるのかなと考えているんです

けれども、どこまでが本当にいいのかというのは非常に難しいところだなと思います。 

会長  これはここで考えるというよりも、そういう場合に対応されるかということを市のほうでご検討い

ただいて。 

事務局 その辺もうちょっと詳細に検討させていただきます。 

会長  それからもう 1点私から。この募集要項を出してから、募集要項に対する質疑が来ると思うん

ですが、それはどこかに書いていましたか。 

事務局  募集要項の 2ページの 4の(1)のスケジュール等の表の中に、質疑につきましては、表の 2

行目の一次審査に関する質疑の受付。ここで一次審査の質疑ということで、この募集要項の審

査基準も含めて質疑を受け付けるということにいたしております。二次審査に関する質疑につきま

しては、また区分して質疑を受け付けるという二段構えでやっていきます。 

会長  いま考えられる質疑として1つは先ほど申し上げました詳細な提案、どこまで認めてもらえるの

かというのと、それからもう 1 点、募集要項案の 6 ページ③のイです。設計共同体というのはどう

いうことをいうのか。これは設計事務所が組むのはだめだと思うんですが。前も言いましたが、音

響のコンサルタントとかホールのコンサルタントが組むのは、それは共同体というのかどうかという

ことですが。 

事務局 この点につきましては第 1 回審査会でもご質問いただきまして、その後私どもの契約所管部

署と協議もいたしまして、共同企業体すなわち JVの場合ですが、とくに共同企業体を組まないと

履行できないような業務でない限り、単体の企業に発注していくという考えでございまして、それ

に沿った形で今回も単体企業を想定をいたしております。いま会長に申していただきました音響

等は協力会社もしくは下請会社といいますか、そういう形で参加いただくことは問題ございません

ので、そのようなことを想定いたしまして、このようにしております。 

会長  音響とかホールのコンサルタントについてはいいんですか。設計事務所はありますけれども、

その段階で、すでにもうもし将来実施が設計までいった時に早いうちに組んでおかないと、通って

からだったら奪い合いになりますし。 
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事務局 プロポーザルの応募としては、単体企業名での公募になるんですけれども、今後いまおっし

ゃっていただいた、基本設計、実施設計していく時に自分のところの事務所ではない、補完をして

いただかなければいけない音響とか、そういう形については設計業務の中で協力会社あるいは下

請ということで、元請けの設計事務所の下に入られて、設計業務から進んでいくという、これにつ

いては OKです、という考えなんです。 

委員  それはウになるんですかね、ウの協力事業者。 

事務局 そうですね。 

会長  可とするというのは、この段階でどこと組みますということを言っておかないといけないんです

か。 

事務局 いえ、別に意思表示をしていただかなくても結構です。いまそういう読みがされるおそれがあ

るということですから、表現方法については修正をさせていただきます。 

会長  余計な質問がないように。 

委員  これは提案書の中にも入れていいというふうに考えるんですか。 

事務局 提案書の中には提案者が特定されるような情報は記載しないでくださいというふうにしていま

すので、同じように音響メーカー、設計事務所、の名前は入れていただいては具合が悪いと思っ

ております。今回の提出された資料、提出物は契約所管部署のほうで一旦預かっていただきま

して、そこで企業名は伏せた状態で、A者B者C者という形でわれわれ事務局のほうへ送られて

まいります。ですから、提出された文面の中に何々設計とか、そういう特定できるような情報があ

ると具合が悪いので、それにつきましても、6ページの(5)取り組み姿勢表明書の作成要領の Fの

中で、応募者の称号または名称を伏せて選定を行いますので、取り組み姿勢表明書の記述に

際しては称号または名称、住所、氏名等応募者が特定されるような表現は用いない。という表現

を加えさせていただいております。 

会長  これも実は大きな抜け道がありまして、自分のところの設計した作品の写真を入れてくるところ

がある。誰が見てもどこの作品だとか、病院の特定。一番ひどかったところは、これがわれわれの

設計チームですと、10人ぐらいの写真を載せてくる。たまたま知っている人がいる場合があります

ので。それはまた事務局でそういう場合の対応を考えておいてください。ものすごく有名なホー

ル、たとえば兵庫県立芸術文化センターを設計しました、とかいうのが出されることもあるので、あ

の手この手でやってきますので。それと二次が A3 判 4 枚ですね。従来は、1 枚目はこれについ

て、2 枚目はこれについてと、項目ごとに分かれているんですが、今回 4 枚ですので、区切りはど

こでもいいということですね。それも質問がくる可能性があると思います。レイアウトは 4 枚をどう使

うかは応募者に任せるということでよろしいですか。そのほうがいいと思うのは、あるシートはすか

すかで、あるシートはぎゅうぎゅうに詰めているのが、ほかのところでよくあります。環境配慮はそん

な書くことないわということで。あるいは、A3 の面積をどう使うかによっても応募者の考え方がある

程度わかりますので、どこに力を入れているかもわかります。それも質問がくる可能性があります

ので、たとえば、ここに書いておくか、レイアウトは。 

事務局 ご自由にどうぞという感じで。 

会長  私からは以上ですが、ほかにあるかと思います。 

委員  さっきちょっと出ていました次点の規定みたいなことにふれたところは。 

事務局 募集要項案の14ページの真ん中の7の契約の締結の(2)の中で記載をさせていただいてお

りまして、最優秀提案者の契約手続き、契約交渉を進めていくことになりますけれども、仮に選定
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候補者に事故等があって契約が不調となる場合は、次点の設計事業者に対して、契約手続き

を進める旨をここで記載をさせていただいています。 

委員  次点者も公表しているわけですか。通知はしない、本人には通知。 

事務局 当初の公表は最優秀提案者だけと考えているんですけれども、事故があって次点者の方と

交渉を開始する時は、逆にホームページで次点者の方のお名前を掲載したものを再度アップし

ていこうと。 

委員  わかりました。最優秀提案者ができなくなった場合に次点者を公表する、そういうことですね。 

会長  応募者は自分が次点だとわかっている。 

事務局 はい、そうです。 

委員   私が前回聞き漏らしているんだと思うんですが、設計共同体、JV の参加排除という理由を

説明していただきたい。 

事務局 どうしても共同企業体を構成しないと今回のこの業務が履行できないということ以外は単体

企業のみと契約するような形をとっているという、これまでの経緯もございますので、今回もそのよ

うにさせていただきます。 

委員  枚方市さんのいままでの通例の考え方。というのは、わりと共同企業体で受けていることが、

逆に他市の例からもここ数年すごく多いので、通例の逆になっているように見受けるので。まあそ

のへん何か説明がどうなのかなと。 

事務局  その点もちょっと調べをさせていただきまして、その他市の事例につきましては、地元の設

計事業者、企業の育成という趣旨で、地元の設計事業者と共同企業体を組むように配慮されて

いる例もございました。今回本市の場合はそのようなことを想定しておりませんので、単体企業で

いかせていただきたいという考えです。 

会長  私もいままさにそれを言おうと思っていたんですが、いわゆる地方に行くとそういう例が多い。

理由はまさに地元業者の育成ということです。今回プロポーザルという提案ですので、各社のノウ

ハウを出すので、普段ライバルのところがなかなか組むことはない。一方で、地元という定義がま

た難しいんですけれども、地方の例で言いますと、本館と別館みたいなのがあって、本館は中央

の大手がやって、横の離れみたいなのを、だけど本館のほうにも地方事務所のスタッフが入っ

て、そこで勉強するというような、そういう形が多いです。今回はむしろ嫌がる。出てこないと思う

んですけどね。民間のですと、銀行の資本関係で両方やれとかいうこともあるんですが。 

委員  いま手元にある事例の場合は全応募者が共同体とすることを参加条件としています。 

会長  どことどこが組んだんですか。 

委員  地元企業。全部業務系なんです。 

会長  規模はどれぐらいですか。 

委員  2000席規模です。 

事務局 実はその自治体にも訪問させていただきまして、やはりいろいろお教えいただいた中で、いま

お話があります共同企業体を組まれた理由につきましてお尋ねをさせていただきましたけれど

も、地元企業の育成という趣旨で共同企業体を組むような項目を盛り込まれたというふうにお聞

きしております。 

会長  明らかに力量に差があれば問題ないと思うんですが、ライバル社が組むことはない。これはい

まから変えるわけにはいかないんですね。今回はこれでいくということで。私個人としてはそれは

尊重したいなと思います。法的に問題ないですか。 
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副会長  特にないです。 

会長  それでは次に重複になるかもしれませんが、4 ページから 7 ページの間で何かお気づきの点

がありましたら、もうすでにご意見いただいておりますが、確認の意味で。6 ページの④参加資格

を満たさない場合の取り扱いについてですが、市で参加資格の確認をしていただくと思いますが、

満たさないと判明した場合は、審査会で審査しないということでよろしいですか。 

事務局 はい、そうでございます。 

会長  ほか何かございませんか。続きまして、8 ページからの二次審査に関する項目について、いか

がでしょうか。二次審査は一次審査と同様、質疑を受け付け、回答した後に技術提案書等を受

付する。そういう流れでよろしいでしょうか。先ほどの確認になりますが、9 ページのアの記載内容

全般のｂで技術提案書の記載上の注意点が示されておりますが、何度も申しますが今回はプロ

ポーザルですから、具体的な設計内容、設計図や模型の提出は認めないということですが、この

認めない、あの基準は事務局で判断されるのか、認めるか認めないかを、ここでご判断いただく

のかということなんですが。 

事務局 一度事務局で整理をさせていただきまして、審査会のほうで最終判断をしていただきたいと

思っております。 

会長  これによって 5 者になるか、6 者になるか。数字が変わってくる可能性もあります。これはどこ

まで表現するか、先ほどの繰り返しになりますが、本当に微妙で、うちはこれが簡易なイラストです

と言われてしまったら、うちにしたら簡易なほうですとか言われて、なんとでも言い逃れる方法は

あるので、客観的基準がないので。だから全者それを出してきた時は、やらざるを得ない、認めざ

るを得ない。過去の例で 1 者だけ正直に図を描かずに出してこられたところがあるんですけれど

も、やっぱり印象が悪いんですね、何か手を抜いているように見えてしまう。そういうのに惑わされ

ないようにしないといけないなと思います。その意味でも過去の類似で使ったイラストがそのまま

出来るだけ使えないように、枚方の独自性の提案をしっかりしてくださいと、この図はどこでも使え

るんじゃないかと、この提案はどこの市でもいけるんじゃないか。これは本当に枚方のことをちゃん

と調べて書いたなというのがわかるように、そこを評価するように、ということでよろしいでしょうか。

最後これも繰り返しで、11～14 の参加資格要件についても最終確認させていただきます。先ほ

どの 12ページのヒアリングで 30分程度以内と書かれていますが、これがもしオーバーしたらその

時点ですぐにぱっと切るのかという。 

事務局 公平性の観点からも応募者の説明については 20分間以内ということで。 

会長  説明は 20分以内。質疑応答はどうしましょう。質疑応答は 30分程度。 

事務局  質疑の中で言葉がちょっと超えて、そこで切るかというとそれは出来ないと思いますので。 

事務局  説明は 20分以内とさせていただきまして、質疑応答は 30分程度とさせていただきます。 

会長  ただ今までの例で言いますと、みなさん、リハーサルを入念にやって来られて、結構ぴったり

終わられます。またそのぐらいでないと通らないというのは分かっておられる。ほぼ、合図を鳴らす

のと終わるのが同時というのがほとんどですから。それでは案件 2の審議、一通り終わったかと思

いますが、他に何かございますか。ないようでしたら、本日の評価基準案と募集要項案につきま

して、十分貴重なご意見いただいたということで、これに関する審議を終えたいと思います。評価

基準案につきましては、評価項目についてこの案でさせていただきたい。ただ主なテーマにつきま

しては、事務局でもう一度整理して持ち帰りご確認いただこうと思います。評価基準案と募集要

項案は整理していただいた後、各委員に内容を確認していただくということをお願いします。次回
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の審査会ですが、11月末に公示されると思うので、あと1回審査会を開催して、本日委員からご

意見いただいた事項を調整した募集要項案と評価基準案に併せて、様式やヒアリングの実施要

領、仕様書案などについてご確認いただく必要があります。先日、事務局のほうから、各委員に

日程調整の連絡があったと思いますが、その結果を教えてください。 

事務局  日程調整につきましては、11月 4日(火)、5日(水)、6日(木)のご予定をお聞きさせていた

だきましたが、全委員のご出席いただける日程が結果的にはございませんでした。最もご出席い

ただける委員が多い時間帯でございますけれども、11 月 6 日(木)の午後 5 時以降でございまし

て、ご出席が難しい委員が 1名おられる状況でございます。会長よろしくお願いいたします。 

会長  そうですか。全員は揃わなかったということですので、最大揃う人数ということで、11 月 6 日

（木）午後 5 時からで、今日ご出席のみなさまよろしいでしょうか。それでは、次回は 11 月 6 日

（木）午後 5 時からで、場所は同じ場所で。ということでみなさまご了承いただきたいと思います。

時間 30 分超過してしまいました。申し訳ありません。しかし、十分な内容確認が出来たと思いま

すので。あと事務局から連絡事項等がございましたらお願いします。 

事務局  本日の資料につきまして、のちほどご不明な点、ご意見などがありましたら、恐れ入ります

が、１０月１７日（金）までに、電話あるいはメールなどで、事務局までご連絡いただきますようお

願いいたします。本日の会議録につきましては、事務局で案を作成して各委員にご確認いただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

会長  それでは、これで第２回審査会を終了いたします。それでは皆様お疲れさまでした。 

 

閉会 

 


