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別紙標準様式（第７条関係） 

会 議 録 

会 議 の 名 称 第４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１２月２４日（水） 
９時２５分から 

１２時３０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  

案  件  名 

１．参加資格審査の結果報告について 

２．一次審査について 

３．二次審査の実施について 

４．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参加資格審査の結果について 

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一次審査(定量項目)集計一覧表 

資料３(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一次審査関係書類 

資料４(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のプレゼンテーショ

ン及びヒアリングの実施要領(案) 

資料５(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のプレゼンテーショ

ン及びヒアリングの傍聴について 

資料６(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一次審査評価表 

参考資料１ 第 3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 3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 ・一次審査を実施し、通過事業者を決定した。 

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 

 

会長  定刻より少し早いですが、全員お揃いのようですので、第４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。本日は、午後 12 時半をめどに審議を終

えたいと思いますので、よろしくお願い致します。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  委員の皆様の出席状況について、ご報告いたします。現在の出席委員は７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いただきます。資料につきましては、まず次第、それから

資料１としまして「参加資格審査の結果について」、資料２としまして「一次審査集計一覧表」、資料

３としまして「一次審査関係書類」、資料４としまして「プレゼンテーション及びヒアリングの実施要

領」、資料５としまして「プレゼンテーション及びヒアリングの傍聴について」、資料６としまして「一次審

査評価表」、参考資料１としまして「第３回選定審査会で出された主な意見とその対応」、参考資料

２としまして「第 3回選定審査会会議録（案）」、ということになっております。 

   不足等ございませんでしょうか。それでは会長お願いいたします。 

会長  よろしいでしょうか。それでは案件に移らせていただきます。「案件１ 参加資格審査の結果報告

について」です。では、事務局より報告をお願いします。 

 

事務局から 

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参加

資格審査の結果について」に基づき、説明。 

 

 

会長  ありがとうございました。ただいま事務局から資格審査についての説明がありましたが、ご質問等

はございますか。資格審査については、市が事前に行うことを前回の審査会で確認しておりますの

で、本日は参加資格を有する 6者について一次審査を行い、二次審査のヒアリングを行う 5者程度

を選定したいと思います。 

   それでは次の案件に移らせていただきます。「案件２ 一次審査について」ですが、一次審査は、参

加資格を有する 6 者の「実績や資格」と「取組姿勢」の審査を行うことになります。まずは、（１）定性

項目の集計報告について、事務局より資料２と資料３の説明をお願いします。 

 

 

事務局から 

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一次審査(定量項目)集計一覧表」 

資料３「(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一次審査関係書類」 

に基づき、説明。 
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会長  資料２の採点のとおりで問題ないと思いますが、ご確認を頂きたいと思います。合わせてご質問

等もございましたらお願い致します。 

委員  B 者は 1000 席以上のホール実績がないということになっていましたが、この提案書によります

と、2006 席のホール設計を手掛けたというように書かれているんです。これはどのように理解すれ

ばよろしいでしょうか。 

事務局  今回過去 15 年の間に実施された設計実績を求めておりますので、それ以前になされたもの

については実績としては上がってきませんので、それ以前に請け負われた設計内容ではないかと思

われます。 

委員  図書館の実績が書かれておりますから、この間はホールの設計実績がないということですね。 

事務局  そうですね。 

会長  ほかについては僅差で、これはもうほとんど差がない状況です。B者も 15年間の実績としてホー

ルはありませんが、それ以前には実績がありそうですので、ノウハウは引き継がれていると思います。

B 者は企業の実績だけでなく、技術者の実績についても低いんですね。これについてもう一度ご説

明いただけますか。 

事務局  技術者の設計実績につきましても、ホールではなく、図書館ということで類似施設に該当して

おりますので、それでこのような点数になっております。 

会長  これは、後ほど 5 者に絞るのか否かについて、点数をどうみるかといった点に関係してくるかと思

いますが、今のところは 30 点くらいの差ですか。これについてはまたのちほど議論させていただきま

す。ほかにございませんでしょうか。よろしければ、定量項目の評価についてはこのとおりとさせていた

だきます。次に、一次審査としまして、ただいま確認しました定量項目に併せ、応募者の「取組姿

勢」の評価を行います。審議を集中させるため、1 者ずつを審議していきたいと思います。評価を行

ううえで、特に確認しておきたい点やご自身のご専門の分野でお気づきの点などがございましたら、

ご発言ください。では、最初に「A者」の取組姿勢についていかがでしょうか。一者あたり最大15分程

度で議論できればと思います。 

会長  なかなかご意見も出にくいと思いますので、まずは私から。6 者ともたいへんよくできているなと思

いますが、その中で微妙な差をきちっと見抜いていく必要があると思います。また、次のプレゼンテー

ションにおける質問を考える上でもこれは大変大事なことだと思います。まず、冒頭の 3 行目「別世

界をつくる」といったことが書かれておりますが、道路から分離している、街から離れていることで別世

界をつくるポテンシャルをもっている、それがこの場所の利点であるといったことが書かれています

が、不利な状況を逆手にとってそれを魅力にしてしまおうということですね。ただ一方で、この同じペ

ージの一番下に「広場が街とつながる」ということで、別世界と言いながら、街とつながる…。この辺

の一見矛盾にも思えることが気になりまして少し確認しておきたいと思いました。そもそも別世界にす

る必要があるのか、この辺はホールの専門家の方のご意見を伺いたいと思います。 

委員  まず全体的に、会長が言われたように横並びといった感じがします。そうすると、どこで差をつける

かということを意識して、プラスマイナスを付けてみたんです。会長が言われたように、別世界と言い

ながら逆に街に賑わいと広がりのある何かを作りたい、これは何かアイデアをもっておられるのかなと

いうことでプラスにしたんです。そのかわり、施設全体の活性化をしますよ、というのはマイナスにしま

した。全然考え切れてないのかなと。それから、限られた面積を平らに使うことでコストを低減します

といいながら、施設内容とコストの相互関係が書かれていない。逆転する可能性がありますよね。 
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コンパクトにすることでコストは高くなる、それをどう活かすか、ということを書いてほしいんですが…。

また、「生涯学習機能を果たす場所づくりを目指します」と前段に書かれているんですが、その対策

が書かれていない。もしかしたら二次審査において具体的に書かれてくるのかもしれませんが。「市

民のための劇場であること」と書いてあるんですが、舞台設備や楽屋の関係で、機能がきちんと考え

られているのかなというのも気になりますし、客席や壁が可動する装置空間については、何を目的に

しているのかがいまいちよく分からないですね。その辺が、ものすごく良い面に出てくる可能性もありま

すし、デメリットになる可能性もあると思うんです。Aについてはそんなところかなと思います。 

会長  こういう見方でよいのか、というのはそれぞれ違うご専門で来ていただいておりますので、これがダ

メということではありません。ここで意見を交わしているうちに、少し修正があるならそれは構いませ

ん。他にご質問等はございますか。 

委員  A ということではなく、6 案を見渡すと、かなり設計の中身に切り込んでいる事業者とそこに触れら

れていない事業者とありまして、今回望んでいるのは後者の方だろうという問題があるのと、ホール

の目的性に関してかなり絞り込んだ意見を書かれているところと、ばくっと書かれているところがありま

すが、その中身を評価軸にするのか、どう考えたらよいのかなと。 

会長  ホールの目的性については整備計画の中に書かれていたんですか？ 

事務局  整備計画の方に記載しております。 

委員  図面が書かれているものがありますよね。図面の中に表現されていることの中で、ここの設計はイ

マイチだなと思うことがあっても、今回はプランではなく人を選定するわけですから、考慮外でいいん

ですよね。 

会長  もちろんです。そのプランのとおりできるはずもないですし。 

委員  片方は図面も全然ないですし、A者と B者で差が付きますね。ですので、図面の内容については

省いて評価しました。 

会長  中途半端にリアルに描くからそういうことになるんですね。今回は本当の意味でプロポーザルにし

たいと考えています。過去の先例をみますと、プロポーザルといいながら、模型まで作って詳細図に

近いくらいのところまで描いている図面もありますが、それは排除しようということで、事務局もちょっと

悩まれたと思いますが、今回、何者かから図面が出ているのは、まあセーフだろうということです。も

ちろんこのとおりできるはずもありませんから。 

委員  事務局がまとめてくださった比較表を見れば、そのへんのところが排除されていますよね。ですか

ら、こちらを見てやらせていただきました。 

会長  これは決定的にダメとかっていうことはなくて、6 者いずれも可能性があるなという気がしました

ね。ただ、曖昧なところとか、矛盾するところが若干見受けられますので、そのあたりを今日出して、

最終評価につなげたいと思います。5者にするのか 6者にするのか、といったあたりも含めまして。 

委員  その５者にするか６者にするかが今日のポイントになってくるだろうと思います。提案内容について

は、各者とも整備計画もきちっと読み込まれて大きな問題はないと思うんですが。A 者についていい

ますと、魅力を生み出そうという趣旨は非常にいいと思うんですが、賑わいの創出とか、周辺施設と

の連携についてはちょっと弱いというか視野に入っていないというか…。印象として少し弱いかなと思

いました。 

会長  屋上から淀川を望める、と書いていますが、本当に望めるのかと思うところと、一方で、断面図に

ひさしのようなものが描かれていまして街道筋のデザインを取り込むとなっていますが、枝葉のところ

かもしれませんが、設計者の周辺に対する考え方が現れているかもしれません。少し、具体案にな
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ったときに、文言どおりにうまくいくのか心配な面もあるかなと。これも聞いてみないと、この提案書だ

けでは分かりませんので。 

委員  私の分野から言いますと、移動なり駐車場という面でそれぞれの提案書を拝見させて頂きまし

た。そういう観点ではかなり差がありまして、例えば A 者については、ほとんど駐車場とか街との動線

をどうするかといった言及がありませんでして、６つの提案にはかなり差があります。もう一点、設計業

務の実施方針のところで、どう点数を付けるか悩んだんですが、様式６－２の実施体制を見せて頂

きまして、例えば A者ですと、土木系とか交通系の人が入っていませんでしたので、ひとまず A者の

評価は減点にしたんですが、様式４－５を拝見しますと、内容は良くわかりませんが土木技術者が

一応入っています。このあたりはどうすればよいでしょうか。 

会長  評価はトータルでして頂いて結構かと思います。 

委員  分かりました。ただ、そうなるとこの実施方針の意味は何なのか。土木について視野から抜けてい

るのかもしれませんね。 

会長  そのあたりについては、ヒアリングで進んだ場合、質問してみてもよいと思います。 

会長  ２枚目の最後なんですが、専門コンサルタントとの協同というところですが、「新しい劇場」「新しい

緑の景観」。新しいというのが具体的に何を指すのか書かれていないので、もう少し具体的に書いて

頂いた方がよかったかなと思います。それからコスト縮減について、かなりざくっとした表現に留まっ

ています。プロポーザルですからこれでよいのかもしれませんが、ただし評価する側としては期待する

か不安に思うかで意見が変わってきます。Co2削減についても、サポート部門の環境計画室が豊富

な実績を持っているそうですが、もう少し具体案を書いて欲しかったという気はします。このあたり、い

かがでしょうか。 

委員  おっしゃられたとおり曖昧な表現にとどまっていますので、期待していいのか判断に困るところで

す。「断熱性能を高めることで設備容量を小さくする」等とありますが、常識的な範囲ですので、わざ

わざ書くまでもないような気もしますし。 

会長  作戦としてこのくらいの表現に留めておいて、本番のプレゼンでということでしょうけれども。 

副会長  先日、私自身が提案側のプロポーザルに参加しまして、その時にマニュアル的な資料を読み

込んでキーワード的なものを方針等から拾うとか、数字を拾うとか、いろいろあるんですね。それを皆

さんが実践していることが、自分がやったので余計わかったんですが、どうしても全体的に言葉だけ

が上滑りといいますか、私からするとイメージできないことが多かったです。この A者ですが、特にイメ

ージがわき難かった印象です。皆さんのご意見をうかがっていても、やはり具体的ではないということ

で、同じ印象をもっておられるようで安心しました。ただ、一方でそれなりに考えておられるところもあ

るということも分かりました。 

会長  では時間の関係上、次の B に移らせていただきます。ここは、かなり具体的な案ですね。前から

相当スタディしてきた可能性がある、それを意欲というのかもしれませんが。一枚目の上に、ピクニッ

クコンサートを行うということがありますが、通常のピクニックコンサートというのは通常、こんな狭いとこ

ろでできるのかなというのがあるんですが。意欲としてはいいんですが、このオープンスペースで可能

なのか、詳しい方にお聞きしたいと思います。 

委員  これは文脈的に、民間の関連活動を最大限引き出すということで、施設利用者として利用料を

払わない状態の人たちもこの施設の周りで集えるということを書かれている中で、勢いでこのような言

葉が出てきたのではないでしょうか。野外型のイベントということが言いたかったのかなと思います。 

会長  ラポールとの連携というところも、当たり前といえば当たり前なんでしょうが。 
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委員  こういうものを意欲と考えるのか否か。騒音ということを考えたら、あそこではこのようなことはでき

ないわけですね。大衆のパフォーマンスを集めたイベントを考えておられるのかどうかということによっ

てプラスにもマイナスにもなる。そういう意味ではただ単に並べているだけなのか、そういうものを考え

て出されているのかによって、評価が変わってきます。 

会長  この提案者が委員のように考えておられるかはわかりませんね。最新のキーワードを並べてきた

ような印象は確かにありますね。コンサートの音が病院や横の住宅からクレームが来ないか、という

問題は確かにありますね。 

委員  B に関しては先ほどの A と比較していいますと、ホールの中身に関しては一切触れられていな

い。それについては、もしこの B がヒアリングに残った場合、どのような質問をするかということと絡ん

でくると思います。だから各者によってすごいばらつきがあるなと。これに関しては、書いていることを

評価するのか、あまり大きな評価軸にしない方がいいのか。書いていないことは評価することもでき

ないですからね。ただ、具体的にホールの見取りは書いてあるので…。 

委員  B は非常にプレゼンがうまいと感じますが、枚方としてこの文化施設をどうするべきかということに

ついてはあまり書かれていないといいますか、どこに提案しても成立するような内容といいますか、一

般的なホールの提案のように感じました。 

委員  かなり絵で表現しようとしていますよね。だから、この絵を読み込むと案外そういうことも考えられ

ているかもしれないですよね。 

委員  それもわかります。ただ、コンセプトとして文章としても表現してほしいですよね。 

委員  交通面においても一緒で、このポンチ絵の中の説明の中を読めば、ここを回そうとしているんだな

とか、動線のことも書かれているんだなというのは分かるんですが、本文側にはなくて、図面を読みこ

めばたぶんこういうことだろうなと推測することはできるんです。そういうところがあるのがここの特徴だ

と見ています。動線の面では、街とつながるところの一番下側に、駅側を促進するためにエスカレー

ターの設置を求めますという書き方になっていますが、この提案が通らなかったら、どこに回すのか

なというのが少し気になりました。エスカレーターは隣の民間ビルにもありますので、回れないことはな

いですが、どっと人が来た時に、このデッキだけで街側に渡ることができるのかなと思いました。 

会長  横断歩道、エレベーターもあるんですね。 

委員  エスカレータがあったほうが人がはけるのでそのような提案をしているみたいなのですが、計画区

域外なので、どうなのかなと。 

会長  長期計画では、ここにはデッキを設置することになっています。 

委員  そういう意味では間違えてはいないんですが。 

会長  そうですね、そこは敷地外であっても評価してもよいと思います。 

委員  であれば、交通面からすると、ヒアリング時にこの提案どおりにできない場合はどのようにするの

か、といったあたりを聞いてみても良いかもしれませんね。 

委員  私もはじめパッと見た時には文章だけでしたらあまりいい点数ではないんですが、図面も一緒に見

てみると、A よりは良い印象で、もう一回見てみると将来性についての提案がなされていますので、

そこにかけるのもよいかなと思ったりします。 

会長  Bの作戦は、ビジュアルに訴えて、建築以外の委員もおられるということを考慮した高等戦術なの

かもしれませんね。文章には書かれていませんが、よく読むと表現はされている。ただ具体的に書き

すぎて足を引っ張る可能性もあると。ただ、このとおりできるはずもないので、ここも考えておりますよ

という意欲としてみれば評価はできますし。 
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委員  おっしゃられましたように意欲はあって、創造性は持っているなと。決まったらかなりの可能性を

秘めているかなと思いますが、実際にできるかという面もありますし。 

会長  ここは前からかなりスタディしてきた可能性があるなとは思いますね。バリアフリーや環境について

は、当たり前のことをわざわざ書いている印象はありますが。 

委員  都市のリビング、という表現がもう一つ意味が読めなかったですね。図面を読み込めば分かるか

もしれませんが。 

会長  いろいろな解釈ができそうですね。ラポールとこのようなつなぎ方をすることは可能なのですか？ 

事務局  もともとエレベーターホールに接続できるように施されております。 

会長  そういうこともわかった上での提案なんですね。では時間の関係で、次の C に移りたいと思いま

す。一枚目の真ん中に大ホールのことが書かれていますが、この大ホールは多目的ホールではな

いんですね、舞台としても使えるように音響板や反射板を動かせるようにというようなことが書かれて

いますが。 

委員  音楽を中心とした多機能ホールという考え方ですね。それで、音楽とその他ではその設えも違い

ますので可変装置にすることによって演劇とかも可能にしていこうということでしょう。 

会長  残響時間だけでなく、フライタワーがあることも関係してきますよね。 

委員  そうですね。 

会長  音楽専用というわけではないですよね。 

委員  そうですね。 

委員  会長がおっしゃったように、多機能にするにしても、フライタワーを付けるか付けないか、舞台機

能を付けるか付けないかによって、そのあとの施工費が全然変わってくるんですね。たぶん、提案者

側でその目的を絞り込むことはできないので、皆さんザクっとした言い方しかできないと思いますが。 

会長  枚方市の場合はどうか、一般市民の発表の場としては 1,000 人とかは埋めきれないんですが、

ここは小ホールの方は舞台ということですね。 

事務局  一般市民だけではなく、枚方市の場合はアーティストの方も多いですので、そのような方も小

ホールを使われることになるのではないかと思われます。 

会長  実施方針のところに、設計段階から運営主体や専門家を交えて検討を行い、とありますが、プロ

セスについてはわりとじっくりと専門家の意見を聞いて進めていくと。土木専門のコンサルタントも加え

ていくとありますね。 

委員  動線とか駐車場の計画はここが一番考えておられるように感じましたね。 

会長  ふらっと立ち寄れる、といったようなキーワードがありましたが、ここは重要なことだと思いますね。

目的がないと立ち寄らないということではまずいと思いますし。デッキがなくても動線についてきちんと

考えていく必要がありますから。 

委員  C については、まあプロポーザルなので、具体的に動線をどう流すかということはないんですが、

方針として、動線をどうしていく、ということは書かれています。他のところは先ほどのように、デッキの

南側にエスカレータを付けるといったように具体案を書いているところもあって。ここのように方針、方

向性に留めていると、減点法で評価すればよいと思いますし、加点法で評価すると、評価しづらくな

るといった問題もありますが、今のところは方針をきちんと書いてくれていますので、あとはヒアリング

で具体案を聞いていこうと考えております。 

会長  わりと、漏れもなくきちんと、といった印象ですね。 

委員  敷地内における来館者路と搬入車路というのはすごく重要だと思うんですが、来場者とその搬入
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車両との問題とか、そういったことが書かれていなかったので、ちょっと減点にしたんです。 

会長  今のところに関しては、おそらくどこも考えているとは思うんですが。 

委員  この図面では、入ってくる北側で一般車両と搬入車両が一緒になってしまいますので、考えてい

るんでしょうが、図面をみると考えられていないという…。図面をあまり見ないほうがいいのかなという

気もしますが。なんとなく、配慮が足りないのではないかという印象ですね。 

会長  それが設計プロポーザルの線引きの非常に難しいところで、実際の設計ではこれがガラッと変わ

ってしまいますから、市や市民の皆さんと議論しながら更によい案を提案していくという、そういう能

力があるところを選ぶわけですから、いまの動線の問題は、私はあまり気にはしませんでした。 

委員  搬入部分と分けるというのは一番の致命傷ですから、その辺を考えようという意欲はあるけど、大

丈夫かなという印象もあります。 

会長  たしかに致命的欠陥がある場合は別なんですが。 

委員  C ですが、私はソフトに対する言及というか、思いが全然感じられないんでね、実は私としては低

い評価にしているんです。押さえるところはきちっと押さえているんですが、これは一体何をつくろうと

しているのか、思いみたいなものが感じられなくて、この企画書の整え方も機能的ではあっても、なん

というかアートではないというか…。見た目の問題だけではなくて、中身について全然言及していな

い。だからそのとおりにならないにしても、芸術文化施設なんだという思いがほとんど表明されていな

いのではないかなと思いました。 

会長  一枚目の一番下、芸術活動を軸とした賑い交流の場、これがその一部だとは思うんですが。 

委員  先ほどのBの提案のように、大ホールは音、小ホールは舞台、というように特徴を出して書いてい

るんですが、これをみな一つにまとめて要求事項を充足した上でと書かれているんですね。だから本

来は例えば大ホールをどのような形にするのかということを言葉でもって説明してほしいんですね。

要求事項の上でさらに、という部分ですね。熱意が感じられないというのは、この部分が述べられて

いないからではないでしょうか。私も同じ意見ですね。先ほど言いましたように、舞台等の搬入経路と

お客様が入る動線についてはまず考えるべきところですし。 

委員  環境面から言いますと、北河内エリア随一の高水準の施設、質の高いホール設計など、要する

に少しお金の係る設計になっているのではないかということが心配でして、コストとか、省エネに関して

はあまり言及されていないなという印象です。例えば、太陽光パネルの設置などと書かれています

が、なんとなく形だけで、実際の省エネにはつながっていないのにわざわざ書いているというのは、ち

ょっと疑問を感じまして。ホールとしては別として、建物としてはそういうことをあまり考えておられない

のではないかなという不安があります。 

会長  そのようなことを、質問時にしていただけるといいと思います。 

委員  文化芸術拠点として作るというところを、もう少し特色を出して書いてほしいなと思いますね。付

帯施設にしても、やりますというだけで、全部やりますということしか書かれていないような気がしま

す。特色が見えてこないですね。市民中心というような部分はいいと思うんですが。シンボルとしての

機能が書かれていないというか。少し弱い印象ですね。 

会長  ほかに何かご意見ありませんか。なければ D に移ります。これも、具体案といった感じでしょうか。

かなり自信に溢れている印象ですね。枚方で可能なのかなという気もしますが。一枚目の下に、プロ

のフランチャイズとか、特定市民団体との連携といったようなことが書かれていますが、これは実際

にそのような団体は想定されるんですか？整備計画にはそのようなことは書かれているんですか？ 

事務局  そこまでは書かれていないですね。いま、施設の運営計画を作成中なんですが、その中には
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当然そのようなこともひとつの案として書かせて頂いておりますが。フランチャイズかどうかはわかりま

せんが、どこのホールもオーケストラと年間計画を結んで年に数回の公演、あるいは小中学校への

アウトリーチ活動ですね、そういうことは当然やる必要があると思います。そういうことも押さえられて

いるとは思いますね。 

会長  フランチャイズにするかどうかは別として、一つの理想として、向こうからここでやらせてほしいとい

うような話がくるくらいのホールになれば良いですよね。そういう意味では、どういう運営団体がここを

管理していくのか、ということで指定管理者の話も出ていますが、そこを含めた話でないと、提案書だ

けではなんとも言えませんね。枚方市がどう考えているのかということも重要ですが。 

事務局  フランチャイズということになりますと、そこが優先的に稽古とかでも使用していくことになります

ので、ある程度覚悟を決めてやるということであれば、そういうことも考えていく必要もあると思いま

す。ただし市民の利用枠が若干減ってしまうということも考えなくてはなりません。 

会長  ただそういうイベントが定期的に行われるということで、知名度があがるという面もありますね。集

客面でも違いますし。市民の方は大ホールをそれほど使わないということであれば、可能かもしれま

せん。ただ、こういう提案をしても市として対応できないということであれば、我々が勝手に評価する

わけにもいきませんので。これはいい話ですが、市としてはできないということなのか、まさにこのよう

なことを考えているのかによって、変わってきます。 

事務局  絶対にダメということではないと思います。一つの案として検討する価値はあると思います。 

委員  私は、読み方として、ホールの利用目的を制限して考えるというわけではないんですが、そういう

ことに対して配慮というか、思いみたいなものが書かれているというのが重要なポイントだと思うんで

すね。このような可能性が書かれているのは、今後の議論への提案として一歩踏み込んで、彼らな

りの意見を言おうとしているので。ですから A についても良いか悪いかは別として、具体的に書かれ

ているのは評価してもいいのかなと思います。ホールの音響可変装置の問題とか、客席の豪華さよ

りも、舞台設備や楽屋などホール機能を優先すべきである、といったことが書かれていますが、実

際、客席がみすぼらしいのはどうかと思いますが、ただ、創造者にとって優しい施設をというのは、ポ

イント評価として、我々からすると評価できることなのかなと思います。 

委員  そのへんで、フランチャイズという言葉、アウトリーチという言葉、いま概念的には会長が言われた

とおりなんですけれども。フランチャイズといっても、ホールが持っている特性と、それからプロの団体

は空いている時には練習だけでもしたいということで、フランチャイズという言い方もできますので。幅

広く考えるかどうか。 

委員  特定市民団体というのは、私のイメージでは、毎年、枚方市民ミュージカルみたいなものを作る

と。それで作ったセットを毎年行うために置いておく場所が必要になる。少し漠然とした話ですけれど

も、このまちの市民文化からしたら、そういう装置がある方がいいという気がしますので、マイナスでは

なくプラスなのかなと思います。 

事務局  かなり勉強されているんだと思います。10 数年、青年会議所が子どもミュージカルをやってい

るんですが、そういうこともたぶん頭の中に入っているんだと思います。 

会長  かなり調べている印象はありますね。整備計画には入っていませんが、当然知った上でやってい

るということですね。あと、具体的なので気になったんですが、駐車場をラポールとの間に挟んでしま

っているんですね。歩車を分断してしまっているんではないかという、ここはちょっとヒアリングで聞い

てみたいなと思うんですが。 

委員  パークアンドウォークであえて絞りって書いてあるのに、だからこそ、いいところに駐車すべきなの
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か、よくわからないんです。確かに、ここに平面で置かないといけないのかなという気もします。 

会長  あまりビジュアル的に良くないものをここにということなんですかね。ラポールからは丸見えなんで

すが。蓋してデッキ等でつなぐとかだといいんですが。 

委員  本文的には私は良いなという印象です。図面で見ると確かに駐車場の位置は気になります。 

会長  ただ提案力はありそうですね。 

委員  2 階と 1 階の立体動線というのが、他の案でもホールを上階に設けようということは出てこないと

思いますが、ホールが 1 階というのは当たり前といえばそうですが、ただ、観客からの誘導でホール

動線が 1 階という考え方は基本としてはいいのかなという気がします。他の提案でも図面上はそうな

っているように見えますので、ここはそれを文章にしていることの強みなのかなと。 

会長  1階にしないとフライタワーがますます高くなってしまいますしね。ここは高さ制限はあったんでしょ

うか。何メートルですか？ 

事務局  市の条例では 7階建てもしくは 21m以下というのがありますが、一定要件を満たせば高さの緩

和を受けられるという条項になっております。整備計画の中でもフライタワーを設けることとしておりま

すので、21mは超えてくるものと思います。 

委員  フライタワーというのは基本的にはプロセニアムの倍以上になりますので、例えば最低でも15m高

くらいの大ホールを作った場合ですと、30 数メートルくらいの室内になりますので、建物自身はそれ

以上ないといけないことになります。 

事務局  要件の緩和を受けるべく、開発部門とは事前協議しているところです。複数の条件はあります

が、それをクリアすれば可能だと考えております。 

委員  基本は、舞台面は 1 階レベルにするということになると、当然、客席はそこから傾斜していって 1

フロアくらい上がるので、入場口というのは 2 階からというのが一番合理的だし、複雑なことをしなくて

済みます。それで、その 2 階レベルとデッキがつながっていくという構造になればここのアクセスは問

題ない。ごく当たり前のことなので、他のところもたぶんそういう考えになると思いますが。 

会長  ステージが地面と同じレベルであれば、搬入も楽になりますしね。 

委員  まったくそのとおりです。 

委員  Dは、賑わいの創出ということでいくと、かなり具体的に考えておられるように感じました。言葉だけ

ですが、それぞれ具体的に内容を聞いていけば面白いかなとは思いますね。 

会長  一枚目の下の、練習可能な楽屋など兼用しやすい動線計画、これは面白いんですが、こういう

ことは可能なんでしょうか。 

委員  動線計画できちんと処理できればそういう可能性はあると思いますので、このような使い方は提

案がほしいところですね。 

委員  市民が使うスタジオ機能を設けようというようなことが、今、一つの流れみたいになってきていま

すので、スタジオなのか、楽屋と兼用なのか、そういうことを書いておられるのかなと思います。 

会長  他にご意見はございませんでしょうか。では、E に移ります。ここは枚方の歴史を踏まえ、かなり市

のことを調べているように思います。維持管理の問題についてもかなり出ていると思います。ここでお

聞きしたかったのが、一枚目の、文化芸術拠点としてのプロ・アマ双方の要求に応える使いやすい施

設計画とありますが、プロ・アマの要求はそんなに違うものなんでしょうか。 

委員  文章の振り出しが、人材育成の観点で、とありますのでわかりづらいかもしれませんが、アマチュ

アの場合はやはり舞台機能の使いやすさとかですね、運用の問題として、ホール側が、アマチュアの

創造活動をある程度支援していくのかどうかという流れの中で人材育成のことが書かれているのか
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なという気がします。 

委員  これはジャンルによりますね。 

委員  ここの一つ上のところなんですが、これはすごく評価できるかなと思うんです。遮音性能のことが

書かれているんですが、その点に言及している提案が他にはないんですね。やはりここは周辺に福

祉施設があったり病院があったりと、外からの音もありますし、ホールからの音もあります。ホールの

設計上当たり前といえばそうですが、ただ、ホール内部まで音が入らないというだけでなくて、施設全

体の遮音について書かれている。ここに言及されていることは評価できると思うんです。 

会長  これは横に病院、住宅等があるということと関連してきますね。ホール間の音漏れは聞きます

が、そういう意味ではそうですね。 

委員  ここの特徴は、若者の文化芸術の発信拠点ということが書かれていますよね、これは他のところ

では書かれていませんでした。若者が集って来られる文化芸術拠点というのは、確かにこれから重

要な視点だと思います。具体的な提案について伺ってみたいなと思います。 

会長  同じ意見ですね。まちおこし等色々なところで行われており、そのほとんどが失敗していますが、

その理由が50代60代だけで考えているということなんですね。若い人の考えがほとんど入っていな

い。調査自体も若者にしていなかったりということが失敗の一つの原因だといわれます。これは、ホー

ルにおいても同様だと思いますので、そういうことを理解しているのなら、評価できますよね。 

委員  若い人がなかなか集まってこないので、そういう仕掛けはとても大事だと思います。 

委員  ここに関して言いますと、枚方のホールをどのように運用していくかという今後の問題もあるんで

すが、今までの流れを見て言いますと、音楽を主にしながら小ホールの方も多機能に作って演劇に

も対応できるという中で、でも一番の利用は小ホール型で主に音楽型の利用頻度が上がるであろう

という想定であれば、ここのところを強調されているわけで、音楽型を中心にした多機能とか、遮音

性能とか、スタッフの中でも音響コンサルタントとの協働とか、それをすごく軸にされているので、そう

いう意味では枚方の目指しているものにかなり近いのかなと思いますね。他の演目を含めたところで

具体的にどのような考え方をしているのかについてはここには書かれていませんので、そのあたりが

ポイントだろうと思います。 

委員  枚方の場合は、ホールを作るということと、あと、芸術環境を整えるというのが大事ですよね。枚

方市はそういうポテンシャルはあると思うんですね。前回の会議でもありましたが、早く管理者を整え

てこれに参画してもらうのが一番いいですね。 

会長  それが前提ですよね。 

委員  E の提案で、最初に文章を読んだときはそれほど思わなかったんですが、委員が言われたような

問題もありますし、それから、音響コンサルタントと協働して世界水準の音響を実現したいなど、意気

込みがすごくあるなと思いました。 

委員  設備の点では運用後に環境性と経済性について、利用状況に応じて最適化しますと書かれてい

ますので、意欲的だと感じますし、地下水利用とか、下水利用とかについても書かれていますので、

そちらに関しても他よりは評価できると思います。 

会長  コスト的にはどうでしょうか、イニシャルコストが高くなりそうだとか。 

委員  最先端の技術を理解しておられるようですし、そのへんについては、気になるような記載はありま

せんでした。たぶん経験を積んだ方がおられるのではないかなと思います。 

会長  まちづくり担当技術者もおられるようですね。 

委員  交通面から言いますと、動線とか新町 3 号線について、交通処理をどうするかという言及があっ
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て、そこに目を向けられていることについては良いかと思います。ただ、駐車場をどうするかとか、来

場者の処理をどうするべきかということについては、若干言及が少ないような気がしまして、ちゃんと

書いている部分と、もう少し書いてほしいなという部分の両方があるなという印象をもっております。 

会長  メセナの駐車場を使うと書かれていますが、メセナの駐車場の実際の利用率は今どのくらいある

んでしょうか。 

事務局  施設を利用している時は満車の状態だと聞いております。 

会長  そもそもこの文化施設へ車で来られる方の比率はどのくらいですか？駐車場の台数の想定は？ 

事務局  今後の具体的な協議の中で決めていければと思います。 

委員  最近の流行りからいいますと、附置義務を緩和する傾向にあると思いますので、もしメセナが空

いているようなことがあるのであれば、それを利用していくというのは、望ましい方向だと思います。 

副会長  市民からワークショップ等で意見を吸い上げることで、また面白い意見が出てくるでしょうし、良

いのではないかと思いました。 

会長  それでは F に移ります。一枚目の下の方に、アイデンティティの確立ということが書かれています

が、中身をみると、どうアイデンティティなのか、少し漠然としているようにも感じました。 

委員  回遊性のところで、回遊性を意識しているところはいいんですが、動線を全部川に引っ張ってい

こうとしていて、川に向けられたランドスケープとか、水辺に持っていくとか書かれているんですが、文

化施設そのものの果たすべき役割があまり書かれていないといいますか、果たしてそれで回遊性が

実現するのか、気になりますね。 

会長  現地に 2度ほど行きましたが、川を感じるというのは少し無理がありますね。 

委員  しかも回遊性というのは人の流れで、見えるというよりはそこに行くという意味ですから、そのような

人の流れをどう作っていくのかが少し弱い気がします。 

委員  私も同じように感じました。この内容は A と非常によく似ていると思います。A は図面自体も少な

かったんですが、Fは個別の図面がある割にはなんとなく漠然としているなと。 

委員  一枚目の３のところで、６つの視点ということで、要領よくまとめられていると思うんですが、特に劇

場に関しては、ソフトの運用の方針だけが書かれているだけで、それに対してどういう施設処理をした

いということが書かれていません。ソフトの運用方針は、設計会社が言うことではないような気もしま

すし、そういうことを加味しますという思いは分かるんですが、提案になっていないような気がします。 

委員  文章だけが少し先行しているようにも思いますね。だからどこで点数をあげようか少し迷いました。 

会長  全体を通して言えることですが、今回はあえて、プロポーザル本来の姿にできるだけ戻そうとして

おりますので、建築的にどう処理するのかという部分が少ないのは事実なのですが、少しでも意欲が

感じられるのであれば、そこはプラス評価してあげればよいと思います。で、そのプラスが期待どおり

なのか、裏切られるのかは次のヒアリングで決まる、ということだと思います。 

委員  先ほど会長が言われましたように、アイデンティティの確立ですね、文化振興と一体的な枚方

の、その下にずっとと書かれていますが、それらが咀嚼されたものなのかどうかで、アイデンティティ

についても見えてくるんですが。 

会長  設計コンサルタントとかワークショップとかあらゆる手法を検討するという提案ですので、これを文

言通りに受け取るならば評価できますね。ワークショップは、一般的に、設計事務所はあまりやりたが

らない傾向にありますし。少し時間を押しておりますが、少し休憩をはさみたいと思います。 

 

（５分程度休憩） 
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会長  それでは再開します。以上ですべての応募者の審議を行いましたが、評価に移る前にもう一度

確認しておきたい事項がありましたら挙手をお願いします。ないようですので、採点シートに A～E を

お書きいただいたら結構です。時間は 10 分程度をめどによろしくお願いいたします。記入されました

ら事務局へ提出してください。事務局は各委員の評価結果を集計してください。 

 

（本採点） 

 

事務局から 

資料４「（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のプレ

ゼンテーション及びヒアリングの実施要領（案）」 

資料５「（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のプレ

ゼンテーション及びヒアリングの傍聴について（案）」 

に基づき、説明。 

 

会長  資料４と資料５についての説明がありましたが、まず、資料４「プレゼンテーション及びヒアリングの

実施要領（案）」について何かご意見はございますか。先に行われるプレゼンの内容を、あとからプレ

ゼンを行う事業者に携帯など何らかの方法で伝えるといったようなことがないよう、可能な限り公平

性を期すように配慮頂きたいと思います。副会長、このような件については人権侵害等、何か留意

点は必要なんでしょうか。 

副会長  人権侵害等ということにはならないと思います。写真撮影についても、強制的に行うようなこと

がなければ基本的には問題ないと思います。 

会長  応募者はヒアリング開始前に全員集まってもらうのですか？ 

事務局  応募者同士の接触を防ぐため、当日の集合時間は、概ね各出番の 30分から 1時間程度前

を予定しています。 

会長  では、応募者の傍聴禁止の措置は、この要領だけで規制となるわけですね。出番前に入室して

しまうおそれがありますので、あらかじめ、ヒアリング出席者の名前と顔写真を求めるなどの確認が必

要だと思います。 

事務局  二次審査提出書類の様式では、ヒアリング参加者の名前を事前に提出してもらいますが、ご

意見のように、ヒアリング出席者全員の顔写真も求めて可能な限り応募者の傍聴の制限を徹底した

いと思います。 

会長  市民に公開しますが、応募要領では「ヒアリングで使用する資料は、技術提案書のみ使用可とす

る」となっていますので、技術提案書以外は一切認めないということでよろしいでしょうか。 

事務局  応募者に負担が少ない簡便性がプロポーザルのメリットでもありますので、新たな資料等は不

要と考えます。特に、本プロポーザルでは、技術提案書は A３用紙で最大４枚までとし、提案項目の

割り振りは問わないとしておりますので、この限られたスペースの中で応募者の提案力を発揮してい

ただきたいと期待しております。 

会長  それについては事前に各者に伝えておいたほうがよいと思います。 

事務局  今おっしゃって頂いたことについては実施要領において更に明確になるように、整理して記載

させていただきたいと思います。 
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会長  次に資料５のプレゼンテーション及びヒアリングの傍聴について（案）についてですが、ご意見はご

ざいますか。 

副会長  撮影の禁止ということですが、持ち物チェックはされるのでしょうか。 

事務局  ボディチェックのようなことは想定しておりません。明らかにそのような行為が見受けられる場

合の判断になってこようと思います。 

会長  禁止事項のところで、プレゼンテーション及びヒアリングを妨害する疑いに足りるというところの判

断が難しいと思うんですが。 

副会長  基本的には合理的な判断で逸脱しているかどうか、ということになろうと思います。雰囲気だけ

では難しいと思います。例えば、看板を持ってきているとか、鉢巻しているとか、たすきをしていると

か、そういったことで判断するしかないと思います。裁判所でも結構そういうことはありますので。 

事務局  傍聴者に会場に入っていただく際には、事務局が入り口付近に待機いたしまして、そういったこ

とを確認するように考えております。その際、担当者の判断で会長のご判断を仰ぐということもあろう

かと思います。 

会長  ここは副会長が判断した方がよいように思いますが。 

副会長  途中で騒いだ方などが基本的にこのようなケースに該当すると思いますので、そのような場合

は、場の長が退出を命じる必要があろうと思います。 

会長  あともう一点、写真撮影に関してですが、事前に審査会会長の許可を得たものは除くとあります

が、これはどのような人のことを指すのでしょうか。 

事務局  報道関係者等を想定しております。 

会長  他に何かご意見はございますか。無いようでしたら次に進めます。公開とすることは第 1 回審査

会で確認していますが、傍聴人数は何人くらいの想定ですか？ 

事務局  会場のレイアウトなどから定員 100 人程度を想定していますが、会場の規定等も確認した上

で、できるだけ多くの方に傍聴いただけるように考えたいと思います。 

会長  分かりました。では、プレゼンテーション及びヒアリングはこの内容で実施したいと思います。ヒアリ

ングは、公平性を期するために、原則、共通質問となりますが、委員の皆さまは技術提案書の内容

を予めご確認いただき、ご専門の分野の質問をご用意ください。また、当日は限られた時間の中でヒ

アリングを円滑に行うため、事務局は、事前に共通質問と進行の時間調整を図ってください。他に二

次審査にあたってこの場で確認しておきたい点などはありませんか。では私から一つ確認ですが、評

価基準７ページの価格評価の下限額についてですが、「市が上限額を基に算出した額」となってい

ますが、何か根拠はあるのでしょうか。 

事務局  下限額につきましては、本市の「最低制限価格の設定に関する要綱」に準じて定めておりま

す。なお、上限額に 100分の 67を乗じた額となります。 

会長  分かりました。では集計の結果を配布してください。 

 

（集計表を各委員に配布） 

 

会長  一次審査の集計が出ましたので集計結果をご覧ください。事務局から説明してください。 

 

事務局から集計結果を報告。 
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会長  1位と 6位の差が 50点近くありますが、次の審査では差が縮まりますね。 

事務局  二次審査の一次審査の評価点のウエイトは、100 点満点の 20 点となっておりまして、実際に

はかなり差が狭まってきます。一番得点が高い提案者が 20 点となり、一番得点が低い提案者につ

いては、15.9点となります。 

会長  最も得点が高い提案者と低い提案者の間に 4 点くらいの差しかないということですね。5 位と 6

位の差はもっと縮まるということですね。今回はヒアリングのウエイトを高くしておりますので、この差を

どうみるか。もっとたくさん応募があるだろうと予想しておりましたが、今回は応募が 6 者ということで、

そのような意味でも、ここに出してこられた提案はいずれもレベルの高い提案だと推定されます。この

点差は二次審査において十分に逆転可能な差だと考えます。5 者程度としておりますが、6 位の提

案者を残すのか否か、これについてご意見はいかがでしょうか。 

委員  75点あって乗率が0.2点刻みですので、ひとつ上回れば、4点くらいの差であれば逆転も可能で

すし、5位との差もほとんどありませんので、審査の拘束時間は増えますが、6者でよいのではないか

という気がします。 

委員  可能性があれば、できるだけ審査に出て頂いた方が良いと思いますので、残しておきたいと思い

ますが、審査の時間の配分はいかがでしょうか。 

事務局  二次審査については長丁場になり、各委員の皆様には大変申し訳ない思いですが、できるだ

け広く提案を求めたいというところもございます。時間につきましては、6 者になってもその日のうちに

終われるのではないかと思います。 

委員  今日、議論した取り組み姿勢ということでみると、逆に 6 位の提案者の方が高かったりしますの

で、そういう意味では落とすわけにはいかないような気がします。当日はハードになりますが。 

委員  私も委員と同じ意見でして、6 位の提案者は定性的評価では 3 位になっておりますので、やはり

次まで見てみたいということの現れでしょう。実績についても、15 年というスパンで切った場合に少し

他より劣るというだけで、会社としての長い歴史の中では、ないわけではありません。実際に二次審

査で聞いてみればどうなるかというところですので、大変ですが 6者でよいと思います。 

会長  プロポーザルでは“人を見極める”という主旨から、実績よりも応募者の考え方や技術力を見極

めることを第一に審議してきました。その主旨から、６位の提案者についても技術提案書を求めヒア

リングを行うことでよろしいでしょうか。 

各委員  異議なし。 

会長  それでは、一次審査の通過者は全６者と決定しますので、事務局は、速やかに、応募者へ一次

審査の結果を通知してください。それでは、そろそろお時間となりました。「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  本日の資料について、ご不明な点などがありましたら、１月９日（金）までに、電話、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、よろしくお願いします。次回の審査会は、公

開ヒアリングを含めた二次審査です。来年 2月 22日 日曜日 午前 10時頃開始するヒアリングか

ら、その後の最優秀提案者決定まで長時間の審査となりますが、よろしくお願い致します。 

会長  それでは、第４回審査会を終了します。本日は、お疲れさまでした。 

 

 


