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13.大阪府立江之子島文化芸術創造センター
指定管理者募集

・プラットフォーム形成支援事業委託料
（別途契約事業）
平成 24 年度 16,416 千円
以降未定

１．事例の特徴
文化芸術の創造及び振興を図り、大阪の都市の魅力の向
上に資するため、新しい仕組みや事業を生み出す協働の拠
点となることを目指し、5 年間当該施設を運営する事業者を公
募した。当該施設を含む一体の区画は、「江之子島アート&ラ
イフスタイル」をコンセプトにした文化創造・地域の拠点として
のまちづくりが求められる場所となっている。
本プロポーザルの最優秀提案者には、5 年間の管理委託
料と、初年度のプラットフォーム形成支援事業委託料の権利
が与えられている。応募資料の提出にあたっては「プラットフ
ォーム形成支援事業」の実施を適切にできるかどうかを判断
するために、応募資料の中で「課題」に対する回答を論文形
式で記載することを求めるという工夫がなされた。指定管理
者の事業収入のうち、黒字の部分については、一定の割合
を事業に再投資するという仕組みづくりを行うことにより、事業
者がよりよく事業を実施するという動機を高めている。
「プラットフォーム形成支援事業」については、施設所管課
はもちろん、他部局がこの枠組みを利用するために江之子
島文化芸術創造センターと随意契約を締結することが認めら
れている。

（２）業務内容
1）設計競技の趣旨
財政再建に伴う大阪府立現代美術センターの廃止により、
新たな設置施設による役割の引き継ぎだけでなく、プラットフ
ォーム手法をとりいれる指定管理者による柔軟な運営を目指
した。
プラットフォーム手法については、官民協働で行政課題解
決等を実現につなげるプラットフォームを形成するために、
行政や特定の団体によらない、参画者の対等な立場を担保
し、専門的能力を有した人材を配置するだけでなく、民間の
ノウハウによるアーティストや NPO、専門家等、幅広い個人や
組織との交流・ネットワーク構築を期待した。

2）主催者
大阪府

3）調達方式
公募型プロポーザル方式

4）選定スケジュール
配布期間
：平成 23 年 12 月 9 日～22 日
質問書の受付 ：平成 23 年 12 月 9 日～22 日
質問書への回答 ：平成 23 年 12 月 28 日以降
応募書類受付期間：平成 24 年 1 月 17 日～23 日
プレゼンテーション審査：平成 24 年 2 月 3 日
結果発表
：平成 25 年 3 月 18 日

２．業務諸元
２−１．業務概要
（１）事業内容
大阪府が平成 24 年 4 月 1 日に大阪府庁ゆかりの地である
大阪市西区江之子島にオープンする公の施設、大阪府立江
之子島文化芸術創造センターについて、文化芸術の創造及
び振興を図り、もって大阪の都市の魅力の向上に資するため、
平成 24 年度当初から平成 28 年度までの 5 年間、当該施設
を運営する事業者を公募するものである。
当該施設は、アーティストやデザイナー、府民、NPO、大
学、専門家、企業、行政等、多様な個人や組織が対等な立場
で交流・対話を行い、アートやデザイン等を手法として、単独
の部局や機関では解決困難な複合的な行政課題などに対し
て解決策を提案し、新しい仕組みや事業を生み出す協働の
拠点となることを目指す。（プラットフォーム形成支援事業）
また、府立現代美術センターの貸展示室機能や府所蔵美
術作品の活用事業など従来の機能も一定継続させ、新たに
設置するカフェやアトリエ等の施設を有効に活用しながら、
創造的活動が行われる拠点施設となるよう施設運営を行う。

（２）予算規模
管理委託料等上限
・管理委託料（指定管理業務）
平成 24 年度 70,822 千円
平成 25 年度 65,552 千円
平成 26 年度 65,552 千円
平成 27 年度 65,552 千円
平成 28 年度 65,552 千円

5）応募総数
全4者

6）最優秀提案者
長谷工コミュニティ・E-DESIGN プラットフォームグループ
（共同事業体）
構成団体：株式会社長谷工コミュニティ
株式会社 E-DESIGN

２−２．審査
（１）審査方法
書類審査、プレゼンテーション審査を行った。「審査基準」
に準じて評価し、指定管理候補者（最優先交渉権者）及び次
点者を選定した。

（２）審査委員構成
委員名
大谷 燠
カトリッセ・
ベルナルド
岸 秀隆
木虎 孝之
吉田 豊
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所属・役職名（専門）
NPO 法人ダンスボックス エグゼク
ティブ・ディレクター
公益財団法人フランダースセンター
館長
公認会計士
弁護士（清和法律事務所）
大阪商工会議所地域振興部長商工会議
所 地域振興部長
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（３）審査における評価視点
・センターの平等な利用が確保されるように適切な管理を
行うことができるか
・センターの効用を最大限に発揮させることができるか
・センターの管理に係る経費の縮減を図ることができるか
・センターの管理運営業務を適正かつ確実に行うことがで
きる能力及び財政的基礎を有しているか
・その他、府施策との整合などセンターの管理に際して必
要とする取組みを行っているか

（４）審査結果の公開
以下の情報を大阪府の HP にて公開
・指定管理者名称
・指定期間
・契約書
・申請団体数
・次点者
・選定理由
・点数
・選定委員名
・選定委員の考え方
・審査の経緯

２−３．応募条件と設計条件
（１）応募条件
会社法上の会社、民法上の公益法人、特定非営利活動促
進法上の特定非営利活動法人（NPO 法人）その他法人格を
有する法人及び法人格を有しないが、団体としての規約を有
し、かつ代表者の定めがある法人、若しくは複数の法人等が
構成するグループであること。
以下の要件を満たすこと。
・事業を行う上での必要な法的資格を有するもので、日本
国内に営業所又は事務所を有していること。
・都道府県税、法人税並びに消費税及び地方消費税に係
る徴収金を完納していること。
・次の①から⑦までのいずれにも該当しないこと
①地方自治法第 244 条の 2 第11 項の規定により本府又は
他の地方公共法人から指定を取り消され、その取り消し
の日から 2 年を経過しないもの。
②地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定により一般競争
入札の参加資格を有しないもの。
③会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条第 1 項
又は第 2 項の規定による更生手続開始の申立て（同法
附則第 2 条の規定によりなお従前の例によることとされ
る更生事件（以下「旧更生事件」という。）に係る同法によ
る改正前の会社更生法（昭和 27 年法律第 172 号。以下
「旧法」という。）第 30 条第 1 項又は第 2 項の規定による
更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の
申立て」という。）をした者又は更生手続開始の申立てを
された者。ただし、同法第 41 条第１項の更生手続開始
の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始
の決定を含む。）を受けた者が、その者に係る同法第

199 条第１項の更生計画の認可の決定（旧更生事件に
係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。）があっ
た場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかっ
た者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者と
みなす。
④会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平
成 17 年法律第 87 号）第 64 条による改正前の商法（明
治 32 年法律第 48 号）第 381 条第 1 項（会社法の施行に
伴う関係法律の整備に関する法律第 107 条の規定によ
りなお従前の例によることとされる場合を含む。）の規定
による会社の整理の開始を命ぜられている者。
⑤民事再生法第 21 条第 1 項又は第 2 項の規定による再
生手続開始の申立てをした者又は申立てをなされた者。
ただし、同法第 33 条第 1 項の再生手続開始の決定を受
けた者が、その者に係る同法第 174 条第 1 項の再生計
画認可の決定が確定した場合にあっては、その旨を証
する書類を提出することにより、再生手続開始の申立て
をしなかった者又は申立てをなされなかった者とみな
す。
⑥募集要項の配布開始の日から審査結果の公表の日ま
での期間について、大阪府物品委託役務関係入札参加
要項に基づき入札参加停止の措置を受けている者。
⑦暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2
条第 2 号に掲げる暴力団、大阪府暴力団排除条例施行
規 則第 3 条の規定による暴力団密接関係者及びそれら
の利益となる活動を行う者。

（２）設計与条件
・周辺環境
センターのすぐ西側には木津川が流れており、周辺はマン
ション等住宅地です。センターの東側及び北側は、民間事業
者により「江之子島アート＆ライフスタイル」をコンセプトにま
ちづくりが進められることとなっており、順次マンション等が建
設される予定。
・施設の規模
敷地面積 1,866.50 ㎡
建築面積 668.48 ㎡
延床面積 2,943.57 ㎡
【運営方針】
・交流・対話・協働の拠点づくり及びプラットフォーム形成
支援事業を推進すること。
・センター内スペースの利活用をすること。
・府所蔵美術作品の活用をすること。
・地域住民や江之子島まちづくり事業との連携・協働をする
こと。
・施設の良好な維持管理をすること。
・開館時間・休館日
（開館時間）10:00～21:00、一部 11:00～19:00
（日曜日は 11:00～16:00）
（休館日）月曜日、12 月 29 日から１月 3 日まで
・利用料金
利用料金の額は、指定管理者が大阪府立江之子島文化
芸術創造センター条例第 11 条で定める金額の範囲内で定
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めるものとする。なお、この場合において、指定管理者はあら
かじめ利用料金の額について府の承認を受ける必要がある。
額を変更する場合も同様。また、減免を実施する場合は、公
の施設としての公平性・公正性を踏まえ、あらかじめ府と協議
の上、指定管理者において減免基準（規程）を定めて、府に
届け出ること。
【運営業務】
・運営体制の整備
利用者の安全や施設の利活用に必要な人員、府民からの
問い合わせに対応する人員等、運営方針を実践するための
人員を配置するとともに、府所蔵美術作品の活用においては
学芸員資格を有する者を配置すること。
・交流・対話・協働の拠点づくりとプラットフォーム形成支援
事業
-多様な個人や組織（アーティストやデザイナー、府民、
NPO、大学、専門家、企業、行政等）がセンターに集まり、
交流・対話が促進されるような事業を提案し実施すること。
また、事業を通じて各主体がネットワーク化されるなど、
プラットフォーム形成支援事業実施のための基盤整備に
結びつくよう工夫すること
-多様な立場の組織や人が集まり、アートやデザイン等を
手法として、対等な立場で共に課題の検討や事業を推
進することによって、既存の枠組みや制度を乗り越え、
官民協働で課題解決等に導くプラットフォーム手法を設
計、コーディネートする事業を別途実施すること。
・貸館運営業務
- 多目的ルームの貸出し
- 参加者数、鑑賞者数、アンケートなどの集計作業
・センター内スペースの利活用事業
・府所蔵美術作品活用業務
・地域住民や江之子島まちづくり事業との協働・連携業務
・センターの維持管理及び修繕に関する業務
・ボランティアの活用促進業務
・広報計画の策定と実施等
・オープニング・イベントの提案と実施
・上記業務以外のセンターでの自主事業
・年間計画の策定

（３）提出書類
・指定管理者指定申請書
・事業計画書
・収支計画書
・管理体制計画書
・障がい者雇用率の達成及び維持に関する確約書
・障がい者雇用状況報告書
・グループ構成員届出書
・委任状
・施設案内・説明会参加申込書
・質問票
・申請受付票

センター内スペースの貸出し、府所蔵美術作品等の利活
用も行いながら、多様な個人や組織（アーティストやデザイナ
ー、府民、NPO、大学、専門家、企業、行政等）が交流・対話・
協働する活動拠点として機能させる。

（２）最優秀提案者に与えられた権利
・5 年間の管理委託料
・初年度のプラットフォーム形成支援事業委託料

２−５．参考資料
１）大阪府立江之子島文化芸術創造センター指定管理者募
集要項
２）大阪府立江之子島文化芸術創造センターの指定管理候
補者の選定結果について

３．事例解説
３−１．実施のねらいと成果
（１）実施の目的
指定管理者制度に係る運用マニュアルにおいて、募集方
法は原則公募になっている。

（２）実施の経緯
「プラットフォーム形成支援事業」を適切に実施できる事業
者を選定するという要件を、指定管理者制度という枠内でどう
果たすことができるか、関係各課との調整に労力を要したと
いう。特に、府の既存の評価基準では、応募者の評価におい
て金額点の占める割合が高く、たとえ事業展開について評価
が高くても、最終的には金額で事業者が決まる仕組みになっ
ていたため、評価の点数配分を変更する協議に最も労力を
要したという。
また、指定管理者の事業収入のうち、黒字の部分について
は、一定の割合を事業に再投資するという仕組みづくりをお
こなう（つまり、儲けた額に応じて委託事業費が削られる、と
いう指定管理者制度の運用によく見られる手法を採用しない）
ことにより、事業者がよりよく事業を実施するという動機を高め
る仕組みを採用した。
さらに、応募資料の提出にあたっては「プラットフォーム形
成支援事業」の実施を適切にできるかどうかを判断するため
に、応募資料の中で「課題」に対する回答を論文形式で記載
することを求めるという工夫をした。
上記のような、従来の指定管理者選定にはなじまない手法
の採用をするにあたって、関係各課との協議・調整に労力を
要した。

３−２．実施上の知見、工夫点
（１）予算確保と運用

２−４．その他の特記事項

「プラットフォーム形成支援事業」の必要性や意義を検討す
る「アートセンター構想検討会」（平成 22 年度に計 3 回）、及
び指定管理者の募集に係る仕様等を検討する「江之子島ア
ートセンター（仮称）検討会」（平成 23 年度に計 4 回）に係る
委員の旅費、謝礼、資料代等で合計約 70 万円の経費を要し
た。

（１）最優秀提案者（指定管理候補者）の役割

３−４．選定後の事業実施上の知見、工夫点
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（１）コンペ実施
施後の事業の状
状況
「プラットフォーム形成支援事業」について
ては、施設所管
管課
が江之子島文化
化芸術創造セン
ンターに随意契
契約で委託する
るほ
か、他部局がこ
この枠組みを利
利用するために
に江之子島文化
化芸
術創造センター
ーと随意契約を
を締結することが
が認められてお
おり、
それぞれの課
課題へのプラット
トフォーム手法
法の活用が進ん
んで
いる。

４．まとめと課
課題
本事業は、ア
アート等を活用した社会課題の
の解決等、創造
造的
創出支援等に
な活動機会の創
に大きな実績を上
上げたことが指
指定
管理評価委員
員会等で評価され
れており、適切
切な事業者選定
定が
なされたといえ
える。
一方で、以下
下に示すような課
課題が残されて
ている。
・「プラットフ
フォーム形成支
支援事業」が、新
新規性の強い事
事業
のため効果
果が分からない
いということで、セ
センターの維持
持管
理費の中に
に当該事業の委
委託費をあらか
かじめ含めること
とが
できず、「プ
プラットフォーム
ム形成支援事業
業」として毎年、 予
算要求作業
業が必要となり
り、財政課との折
折衝を経て、事
事業
委託費が年
年々減少してい
いる。センターの
の軸となる事業
業に
もかかわら
らず、毎年、額の
のみならず事業
業の存続さえ議
議論
にあがる状
状況は、施設の
の強みづくり、戦
戦略的運営にお
おい
て大きなマ
マイナス要因であ
ある。
・より効率的
的な運営を求める
る指定管理者制
制度は、当該施
施設
が強みを発
発揮するのに必
必要な手法を十
十分に提供でき
きな
い。「指定経
経営」とも言える、管理者がよ
より自立的かつ
つ自
由に運営を
を行うことができ
き、またそれによ
よって得た収入
入を
施設の強み
みづくりのための再投資に振り向ける動機を
を強
く与えるよう
うな、好循環を
を生み出す制度
度設計が必要で
であ
る。
（執筆担
担当：忽那 裕樹
樹）

図 1 江之
之子島文化芸術創
創造センター[enoc
co]外観写真
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