
総合文化施設整備に関するアンケート意見概要と市の考え方について

No 意 見 概 要 市の考え方

1

・何を売りにするのか、ただの貸館ではダメ。枚方に○○の文化施設があるよ、と言ってもらえる取り組み。
・文化施設を応援する組織、市民の活動する場、（例えば可児市のホールのアーラ･クルーズの様な取り組み）
・社会包摂という理念に基づいた施設に
・学生が多い枚方市、ワンコインコンサート等若者を呼び込むイベント
・今回は市民説明会ありがとうございました。ただ建ってからどのような施設にするのかを又意見交換できる場が欲しいで
す。これからもよろしくお願い致します。

新たに整備する総合文化施設は、平成24年に制定された「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」の理
念・趣旨をふまえ、まちの価値を高め、集客と賑わいを創出する文化芸術拠点施設として運営する考えで
す。
そのためには、貸館だけではなく、発信力のある自主事業の展開や社会包摂事業など、ソフト事業への投
資も必要であると考えています。

市民に愛され、人々が集う文化芸術の拠点施設として運営できるよう、引き続き検討していきます。

2
ホールが箱だけになってしまわないように、市民が集えるようなスペースや運営をしてほしいと思います。子どものために
使用する場合には安い使用料の設定を希望します。

総合文化施設は、文化芸術拠点施設として運営する考えであり、子どもや若者達の感性を育くむ事業に取
り組むとともに、高齢者や子育て中の人なども気軽に参加できるような事業の実施に努めます。
使用料については、他市の事例等を参考に、適正な金額となるよう検討を進めます。

3

・舞台製作講座で広報宣伝、接客etcを学びました。岐阜県可児市のアーラクルーズのように市民の力を集め、貸し館だけ
でなく、暖かい会館を維持して欲しい。
・開館まで市内学校（大学を含む）、病院etcでワークショップを開催して欲しい。

総合文化施設における自主事業や社会包摂事業などについては、開館に向け、平成28年度から市内小学
校や病院へのアウトリーチ事業を展開しており、開館後は本格的に取り組んでいく考えです。

また、総合文化施設を支える文化サポーターなどの養成講座も積極的に実施する考えです。

4

枚方は文化レベルが高くない。あまり大切にされていないな、と感じます。特に市民の文化的な活動を応援してくれる姿勢
が少ないと思うのです。総合文化施設ができるのはうれしいですが、そのかわりに、いろいろなものが統合され、減らされ
るのは情けないです。

総合文化施設は文化芸術拠点施設として運営する考えです。整備費高騰により、部屋数等を見直さざるを
えませんでしたが、新たに整備する、芸術ホールとしての小ホール、イベントホール、リハーサル室、創作活
動室などは、市民の文化活動にご利用いただきやすい施設になるものと考えています。
現市民会館の会議室などの本館機能については、枚方市駅周辺の施設をはじめ、市の施設全体の活用を
踏まえて、引き続き検討していきます。

5 早く作って下さい。 平成32年度中の開館に向けて、着実に取り組みを進めたいと考えています。

6 H32年度の開館を聞きました。もう遅れることのない様にして下さい。1日も早い開館を。 平成32年度中の開館に向けて、着実に取り組みを進めたいと考えています。

7

・バリアフリーと一言で話してますが、エレベーターや障害者用トイレ、特に車椅子で介助が必要な方は、最近サービスエ
リアでも多くなってますが簡易ベットが有ればトイレ介助もしやすいし、障害者の方の負担も減ると思います。ぜひ１台で
も入れてほしい。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」や「大阪府福祉のまちづくり
条例」で定める基準に適合させるとともに、簡易ベッドについても検討します。

8

・バリアフリーということだが、これにも必ず福祉の専門家の意見を聞いて欲しい。例えば、私の義母が車イス利用なので
すが、新しくできたホテルやデパートでも、トイレの手すりの位置、車イスが動きやすい動線がキチンと機能していないと
ころが多く使いにくい。ラポールの横でもあるので、そこは丁寧にして欲しい。

トイレの手すりの位置や車イスの動線確保などについては、専門家の意見もお聞きしながら、機能性が確
保できるようにします。

9

ユニバーサルデザインの多目的トイレやエレベーターの場所が見つかりません。
また、大ホール１階の真ん中列端が車いす用だとは思いますが、自由に席を選択して１階３階４階ともに舞台を見れるよう
にしてください。
小ホールは一番前が車いす用かなと思いますが大ホール同様に車いすの人でも席を選択できるよう開発してください。

現在の図面は施設配置イメージ案ですので記載していませんが、多目的トイレやエレベーターについても
施設内に想定しています。
車いすの方の座席について、現在の市民会館大ホールでは1階の最後列となっていますが、総合文化施設
のホールでは、より鑑賞しやすく出入りもしやすい位置に設けるとともに、上階での配慮についても検討しま
す。

※意見概要の表記は、原則として原文のままとしています。 ■実   施   期   間    平成28年6月6日～6月28日 

■意見提出者数    40人 

■公 表 意 見 数    110件 
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No 意 見 概 要 市の考え方

10

普段、車を利用し車いすでラポールを利用しています。
現在ラポールでは１階に車いす用の駐車場が３台ありますが満車なこともあり一般の所に止めて車いすの積み下ろしに苦労
する事もあります。
総合文化施設の設置で需要も増えるのに２台と縮小されています。
ラポールの地下にも駐車場がありますが、出入り口のゲートが邪魔で出入りできません。
福祉車両は前から車を駐車し後ろからスロープやリフトで車いすで乗車します。長い駐車場がないと車道に出てしまい危険
なこともあります。
より良いものを設計からお願いしたいと思いますので企画の会議等に障害者の人や団体に呼びかけや、いろいろなハンディ
を持った人の意見を取り入れられるようにラポールの登録団体に説明会を開いてはどうかと思いました。
災害時用のスロープ等もお願いします。
誰もが安心して暮らせる住みやすい街づくりの為にもよろしくお願いいたします。

駐車場を含めて、障害者にも使いやすい施設となるよう、専門家にも意見をお聞きしながら、基本設計・実
施設計に取り組んでまいります。
なお、今回の市民説明会の案内をラポールの窓口で配布させていただきましたが、今後、説明会を開催す
る際には、ラポールの登録団体への呼びかけを行ってまいります。

11

・エレベーターの設置は考えられないでしょうか。
・施設周辺の渋滞の緩和の対策はどうなっていますか？
初めて参加しました。詳細を知りたいと思います。先ずHPチェックします。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」等の基準もふまえて、施設
内にエレベーターを設置します。
また、交通シュミレーションにより、施設周辺道路に大きな支障はないものと見込んでいますが、案内サイン
の設置や、大規模公演終了後の警備誘導など、運営面でも配慮していきたいと考えています。
なお、総合文化施設の整備の進捗状況等については、随時市ホームページに掲載します。

12
そもそも縮小したことででてきたスペースがどこにいったのかよくわからない。全体的に小さくなって緑地が増えているの
か？駐車場はプロポーザル時より台数は減っているようだが仕方ないのか？

一部見直ししたことにより、施設は全体的にコンパクトになっています。
緑地については、平成28年3月に改定した「枚方市みどりの基本計画」で、枚方市駅周辺を緑化重点地区と
して新築時の公共施設の緑化率目標を30％に引き上げたことに伴い、その確保に努めているところです。
また、この地区は事業用地に制約があり、駐車台数の増は困難な状況にあります。

13

40万都市に相応しい文化施設として会館の内容充実をのぞむところではあるが、大ホール（1500）小ホール（300）そ
してギャラリー等、多くの人々の集まる文化の発信基地としての重要な総合施設に駐車スペース100台分では（公共交通機
関優先としても）少ないのではないか？

現市民会館と同様に総合文化施設の事業用地は枚方市駅から徒歩圏内であることから、公共交通機関の
利用を促していきたいと考えています。なお、参考として、総合文化施設同様、駅に近く、年間約80万人が
訪れる芸術の発信拠点「兵庫県立芸術文化センター」は駐車台数88台で運営し、多数の方が公共交通機
関を利用されています。

14
（メセナひらかた会館との一体管理に関して）
駐車場利用は、どちらに止めても大丈夫ですか？

基本的には共用を想定していますが、利用方法など、運用の詳細については今後検討してまいります。

15 市駅からのアクセスで府道を渡らないで地下道があれば良いと思う。（陸橋の他に）
市駅へのアクセス向上のため、府道を横断する歩道橋まで歩行者デッキで接続するとともに、当面の間の
対策として、歩道橋から市駅まで歩道の拡幅を検討しています。なお、地下道については安全面・予算面・
技術面等の課題により、整備する計画はありません。

16

大ホールの1500席については、もう1度、小ホールとの兼ね合いもあるので、見直しが必要かと？いくら、京阪沿線では
ない大きさとは云え、利用度、内容が重要だと思います。寝屋川駅の○○ホール300席、八幡の文化センター等、活動状況
もチェックして下さい。

市民の鑑賞機会の充実と、集客率を高め、賑わいのある文化施設とするためには、大ホールで発信力が
ある魅力的な公演を増やすことが重要です。客席数については、オーケストラピットを使用する場合は約
130席減となることをふまえると、自主事業の採算性の面や、民間興業を積極的に誘致する面、他市のホー
ルとの大型イベントの共同制作・巡回公演を可能とする面からも、京阪沿線の衛星都市で最大規模となる
1500席を確保することが必要と考えています。
小ホールについては、市内の利用実態や近隣市の状況等もふまえて、300席とさせていただいたものです。

17
1400席の大ホール席はなかなか使い勝手が悪いと思います。今、商業演劇を観に行っても大きいホールより小ホールが主
流です。なので400席ぐらいのホールが劇にしてもコンサートにしても発表会にしても使い易いと思います。

大ホールは、1階席のみの使用で800席程度、さらに前舞台を使う場合は650席程度と、多様な使い方が可
能です。
また、小ホールは、300席の固定客席を設け、ワンフロアの見やすい勾配で舞台と客席の一体感を高め、親
しみやすい空間を整備する考えです。なお、小ホールについては、市内の利用実態や近隣市の状況等もふ
まえて300席程度に削減することとしましたが、座席の増席についての意見もいただいており、臨時席1割程
度の増席を検討します。
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No 意 見 概 要 市の考え方

18 ・大ホール1500席は必要ないと思う。大ホールといえどももう少しコンパクトで全体で臨場感を感じられる空間を希望。

市民の鑑賞機会の充実と、集客率を高め、賑わいのある文化施設とするためには、大ホールで発信力が
ある魅力的な公演を増やすことが重要です。客席数については、オーケストラピットを使用する場合は約
130席減となることをふまえると、自主事業の採算性の面や、民間興業を積極的に誘致する面、他市のホー
ルとの大型イベントの共同制作・巡回公演を可能とする面からも、京阪沿線の衛星都市で最大規模となる
1500席を確保することが必要と考えています。
なお、大ホールは、1階席のみの使用で800席程度、さらに前舞台を使う場合は650席程度と、多様な使い
方が可能で、使用目的によって最適な客席数は異なりますが、現状のホール計画で進めたいと考えていま
す。

19

枚方の文化芸術空間としての整備の方向性は、私たちおやこ劇場が40年を越える活動の中で、真に大切にしてきたことと
一致します。総合文化施設が建設されることで、子どもたちが将来に夢と希望をもって生活できる文化環境を用意できると
期待してきました。今後数十年活用していく施設が後悔のないものであることを願って意見を出させていただきます。
大ホールについては見直しはないのでしょうか。「興業事業者が求める規模を勘案し、1500席程度～」とありますが、市
民の立場から考えられたものではなく、納得のいくものではありません。

現在の市民会館大ホールも1,448席であることから、興業利用にもご利用いただき、多くの市民の方が鑑賞
され、喜んでいただいています。ホールは発表する市民と鑑賞する市民の両方のニーズに応える必要があ
ると考えています。なお、大ホールは、1階席のみの使用で800席程度、さらに前舞台を使う場合は650席程
度と、多様な使い方が可能です。

20 ・音響など専門家の意見は必ず取り入れてほしい。
音楽利用の需要が多いことは認識しており、専門家の意見を聞きながら、音響に配慮して検討を進める考
えです。

21 音響の充実をお願いします。 専門家の意見を聞きながら、音響に配慮して検討を進める考えです。

22

「大ホール」以前、1200席で2階建て、1階800席での音響が1500席の3階建てになると音響は落ちるのでは（悪くな
る）？音響だけは最高のものでお願いします。
その他、トイレの数、女性用のトイレを男性用のトイレよりも多く作ってもらいたい。
地下のリハーサル室から舞台への移動（動線）は本当によく考えてほしい。（皆にやさしい）

専門家の意見を聞きながら、音響に配慮して検討を進める考えです。
トイレの数については、女性用トイレを多く整備する予定で、地下のリハーサル室から舞台への動線は、バ
リアフリー化する方向で検討しています。

23

「席数」の縮減、「室数」の縮減は致し方ありませんが
・楽屋・WCの適正な数は確保して下さい。（ピアノホールがなくても仕方ありません。）
・搬入口の確保は見直さないで下さい。
・「音響」の良さは、大小ホールとも見直さないで下さい。

楽屋やトイレについては、適正な数が確保できるよう、設計業務を進める中で検討します。
ホールの搬入口は現在の施設配置イメージ案で検討を進めます。
また、音楽利用の需要が多いことは認識しており、音響に配慮して検討を進める考えです。

24

「大ホール」について設備の予定を教えてください。
・パイプオルガンの設置予定は？
・オーケストラピットの設置予定は？

パイプオルガンを設置する予定はありませんが、オーケストラピットは整備する考えです。

25

・ホール内の座席の設置について
　交互に一席ずつ、ずらして舞台を見易くして欲しい。
・男女用のトイレの比率は適当か？

客席の配置については、舞台を観覧しやすいように配慮していきたいと考えています。
トイレの数については、ホール客席総数をふまえ、検討してまいります。

26 大ホールのイベントがある時、リハーサル室は借りることが可能ですか。 運営に係る詳細については、今後検討していきます。

27
大ホール楽屋
細長い形状で両脇に並んでいるが、これで使い勝手がよいのか？

現在の図面は配置イメージです。楽屋は上手側・下手側合わせて7室程度に分ける予定です。
使用人数が多い場合、上手側と下手側に分かれますが、使用に問題はないと考えています。

28

現在、市民合唱祭で大ホールを使用するのに、50団体ほどの出演者は市民会館の本館をかりきって控室としています。同
様に別館となるメセナひらかたを使用するとするなら、衣装を身につけたうえでの移動となるので、屋根のある通路が必要
ではないかと思います。

総合文化施設整備計画を基に、楽屋人数をできるだけ確保する方向で設計業務を進めており、さらに創作
活動室やリハーサル室、イベントホール、小ホールも控室として活用することで、大規模公演時も館内で対
応できるように検討しています。
なお、総合文化施設で対応できない場合はメセナひらかた会館をご利用いただくことになりますが、屋根付
きの通路については整備費などの課題があり、難しいと考えています。
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No 意 見 概 要 市の考え方

29
メセナとの導線はどうなるのか？控室として利用するのに文化施設だけでおさまらない時、メセナの利用が考えられるが、
雨にぬれずに移動が出来るように考えてほしい。

総合文化施設整備計画を基に、楽屋人数をできるだけ確保する方向で設計業務を進めており、さらに創作
活動室やリハーサル室、イベントホール、小ホールも控室として活用することで、大規模公演時も館内で対
応できるように検討しています。
なお、総合文化施設で対応できない場合はメセナひらかた会館をご利用いただくことになりますが、屋根付
きの通路については整備費などの課題があり、難しいと考えています。

30
メセナひらかた多目的ホールの移動席をなくすなら、小ホール400席希望です。今までより少なくなるのは困ります。多目
的ホールと最低限同じくらいの座席確保お願いしたいです。

総合文化施設の小ホールでは300席の固定客席を設け、ワンフロアの見やすい勾配で舞台と客席の一体
感を高め、鑑賞しやすい空間を整備する考えです。なお、小ホールは、市内の利用実態や近隣市の状況等
もふまえて300席程度に削減することとしましたが、必要に応じて増やすことの出来る臨時席1割程度の増
席を検討します。

31

小ホールの座席の縮小について
３６０席のメセナの多目的ホールを、観劇や音楽鑑賞に使用しています。３００席では少なく、念願のホールが枚方にでき
ても使い勝手が悪くなってしまい、意味がなく感じます。しかもメセナの使用ができなくなると、ただでさえ押さえにくい
のがさらに他団体との取り合いに拍車がかかります。市民が使いやすくしていただく、その観点で考えて頂ければと切に願
います。

総合文化施設の小ホールでは300席の固定客席を設け、ワンフロアの見やすい勾配で舞台と客席の一体
感を高め、鑑賞しやすい空間を整備する考えです。なお、小ホールは、市内の利用実態や近隣市の状況等
もふまえて300席程度に削減することとしましたが、必要に応じて増やすことの出来る臨時席1割程度の増
席を検討します。

また、メセナひらかた会館の多目的ホールは、小ホールの整備後は、軽運動中心の利用形態とすることで
役割を明確化し、市民の様々な活動支援につなげたいと考えています。

32

「小ホールの席数の縮減」について
・演劇作品の例会会場として待たれていた小ホールですが、300席では現在の会員数で観る例会でも客席不足の事がありま
す。枚方のすべての子どもたちにゆたかな文化をと日々願い「おやこ劇場」を拡げようと活動している私たちにとっては、
せっかくできても使えないホールになってしまいます。コーラス団体の方からも要望が出されました。メセナひらかたの多
目的ホール舞台機能廃止との方向も併せて考えれば400席を強く希望します。

総合文化施設の小ホールでは300席の固定客席を設け、ワンフロアの見やすい勾配で舞台と客席の一体
感を高め、鑑賞しやすい空間を整備する考えです。なお、小ホールは、市内の利用実態や近隣市の状況等
もふまえて300席程度に削減することとしましたが、必要に応じて増やすことの出来る臨時席1割程度の増
席を検討します。

33 ・小ホールの席数は300席では少ない。もっと増やしてほしい。

総合文化施設の小ホールでは300席の固定客席を設け、ワンフロアの見やすい勾配で舞台と客席の一体
感を高め、鑑賞しやすい空間を整備する考えです。なお、小ホールは、市内の利用実態や近隣市の状況等
もふまえて300席程度に削減することとしましたが、必要に応じて増やすことの出来る臨時席1割程度の増
席を検討します。

34 大ホールは1500席も必要ないと思います。その分、小ホールを400席にしてほしいです!!

総合文化施設には大ホールと小ホールを備えますが、大ホールは発信力のある公演を実施し市民の鑑賞
機会を充実させる場、小ホールは市民の発表の場としての役割が主になると捉えています。
大ホールの客席数は、オーケストラピットを使用する場合は約130席減となることをふまえると、自主事業の
採算性の面や、民間興業を積極的に誘致する面、他市のホールとの大型イベントの共同制作・巡回公演を
可能とする面からも、京阪沿線の衛星都市で最大規模となる1500席を確保することが必要と考えていま
す。その上で、1階席のみの使用で800席程度、さらに前舞台を使う場合は650席程度と、多様な使い方が
可能です。
一方、小ホールについては、使用目的によって最適なホール規模が異なるため、300席が適当であるという
ご意見もお聞きしており、市内の利用実態や近隣市の状況等もふまえて300席程度に削減することとしまし
たが、必要に応じて増やすことのできる臨時席1割程度の増席を検討します。

35
・小ホールと大ホールの座席数の差が大きく、せめて400のものが欲しい。メセナの多目的室はそのまま残しておくべきだ
と思う。

1500席の大ホールは、1階席のみの使用で800席程度、さらに前舞台を使う場合は650席程度と、多様な使
い方が可能です。
総合文化施設の小ホールは、300席の固定客席を設け、ワンフロアの見やすい勾配で舞台と客席の一体
感を高め、鑑賞しやすい空間を整備する考えです。なお、小ホールについては、市内の利用実態や近隣市
の状況等もふまえて300席程度に削減することとしましたが、必要に応じて増やすことの出来る臨時席1割
程度の増席を検討します。
また、メセナひらかた会館の多目的ホールは、小ホールの整備後は、軽運動中心の利用形態とすることで
役割を明確化し、市民の様々な活動支援につなげたいと考えています。
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36
小ホールの席数について可能な限り（椅子や間隔を悪化させない範囲で）400に近づく様増やしてほしい。演劇公演では
400～500欲しい。メセナの360がなくなることを考えると300では少なすぎる。

建設需要拡大による整備費高騰の影響を受けて整備内容を一部見直しましたが、概算整備費は、整備計
画策定時に見込んでいた108億円を大きく上回る134億円となっています。使用目的によって最適なホール
規模が異なる中で小ホールについては、300席が適当であるというご意見もお聞きしておりますが、必要に
応じて増やすことの出来る臨時席1割程度の増席を検討します。
なお、小ホールではありませんが、1500席の大ホールでは、1階席のみの使用で800席程度、さらに前舞台
を使う場合は650席程度と、多様な使い方が可能なホールを計画しています。

37

中ホールは用意されず、大ホールで代用することになり、その上、小ホールの席数縮減は余りにもお粗末なホールになると
思います。現在メセナひらかた会館多目的ホールでも360席確保されていますが、これがなくなり、小ホール400席が
300席に縮減されることはとても残念なことです。なんとか400席にもどしていただけないでしょうか。多数の文化団体
が望まれていることと思います。

建設需要拡大による整備費高騰の影響を受けて整備内容を一部見直しましたが、概算整備費は、整備計
画策定時に見込んでいた108億円を大きく上回る134億円となっています。使用目的によって最適なホール
規模が異なる中で小ホールについては、300席が適当であるというご意見もお聞きしておりますが、必要に
応じて増やすことの出来る臨時席1割程度の増席を検討します。
なお、中ホールの計画はありませんが、1500席の大ホールでは、1階席のみの使用で800席程度、さらに前
舞台を使う場合は650席程度と、多様な使い方が可能なホールを計画しています。

38

小ホールの席数の縮減について、合唱団の発表会には400席は必要です。20数年待ってできる小ホールが300席では悲し
いです。消防法のことを考えると、来たいと言って下さる方にチケットをお渡しすることができない場合も考えられ、他市
のホールを借りることになるかもしれません。市内に適正なホールがない中で、概ね300席以内の利用が多い、というのは
判断の基準としておかしいと思います。花と音楽の街-市民合唱祭を2日間にわたって開催する枚方です。合唱団が喜んで使
える小ホールを希望します。

建設需要拡大による整備費高騰の影響を受けて整備内容を一部見直しましたが、概算整備費は、整備計
画策定時に見込んでいた108億円を大きく上回る134億円となっています。使用目的によって最適なホール
規模が異なる中で小ホールについては、300席が適当であるというご意見もお聞きしておりますが、必要に
応じて増やすことの出来る臨時席1割程度の増席を検討します。
なお、小ホールではありませんが、1500席の大ホールでは、1階席のみの使用で800席程度、さらに前舞台
を使う場合は650席程度と、多様な使い方が可能なホールを計画しています。

39 小ホール　350席位に増やして欲しい

総合文化施設の小ホールでは300席の固定客席を設け、ワンフロアの見やすい勾配で舞台と客席の一体
感を高め、鑑賞しやすい空間を整備する考えです。なお、小ホールは、市内の利用実態や近隣市の状況等
もふまえて300席程度に削減することとしましたが、必要に応じて増やすことの出来る臨時席1割程度の増
席を検討します。

40 小ホールが縮小するが、やはり賃料高いです。メセナの多目的室のほうが賃料が安いので、絶対のこしてほしいです。

総合文化施設には、大・小ホールのほか、イベントホールやリハーサル室も簡易な公演に活用していただ
ける想定であり、利用者のニーズに応じて選択していただけるものと考えています。
メセナひらかた会館の多目的ホールは、総合文化施設整備後、更新時期が来ている移動観覧席を撤去す
る予定ですが、体育館としての利用のほか、講演会や練習室としての利用はできるものと考えています。総
合文化施設の利用料金については、今後検討していきますが、適正な料金設定を行いたいと考えていま
す。

41 100席の予算をお聞きしたのに迫りとあわせた額しかおっしゃられなかったのも、不親切だと思います。
小ホールの削減額は概算でおよそ1億6千万円で、そのうち席数の減による削減額は、類似施設の平均㎡
単価による概算で、約8千万円です。

42 反響板と緞帳が併用できる方が望ましい。（寝屋川アルカスは不可） 舞台設備等については今後の検討となりますが、多様な活動に対応できる方向で検討します。

43 小ホール舞台は反響板と緞帳が併用出来るようにして欲しいです。 舞台設備等については今後の検討となりますが、多様な活動に対応できる方向で検討します。

44 現在の小ホールは椅子を簡易で必要な数だけ出すようになっていますが、今度の小ホールは固定になっているのか？
小ホールは300席程度の固定客席としていますが、必要に応じて1割程度増やすことの出来る臨時席の増
席を検討します。
イベントホールは平床式で200席程度の移動席です。

45 小ホール楽屋の部屋割（大・中・小）等を考慮して欲しいです。
「枚方市総合文化施設整備計画」では、小ホールの楽屋を3室程度、総収容人数30人程度としています。各
部屋の大きさについては、ご意見も参考に、検討してまいります。

46 楽屋は男性、女性、別個室にてお願い致します。
大ホールの楽屋は7室程度、小ホールの楽屋は3室程度整備する予定です。複数ありますので、必要に応
じて男女別個室でご利用いただけるものと考えています。
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47 ピアノは何台になりますか？グランドピアノ？
ホールを備えた施設ですのでグランドピアノを設置しますが、ピアノの種類や台数等は今後検討していきま
す。

48

イベントホール舞台簡素化とは？
例えばイベントホールで人形劇を行なう場合。
・大黒、どん帳は設備されているのか？
・照明位置及び点灯スイッチは適当か？会場の左右で照明が点灯するのではなく、舞台内と客電に分かれているか？
・円卓椅子の移動は容易か？
・観客は平床に座るのか？（じゅうたん敷？）
・イベントホールへの搬入、搬出は雨にぬれずに可能か？
Etc…十分に配慮願いします。

イベントホールには、車両で建物内に搬入、搬出できるように検討しています。また、イベントホールに緞帳
を設置する予定はありませんが、公演の際には引割幕等で対応できるようにしたいと考えています。
人形劇を行う場合の設備等については、生涯学習市民センターや青少年センターのホール等と同様に使
用できるよう、検討します。
なお、床材等については今後検討していきますが、プレイマット等、必要な備品は用意する予定です。

49
イベントホール、人形劇や発表会などで使用できるようだが、イス、コンセント、じゅうたん、暗幕など設備は万全になる
のか、又、収納場所は確保できているのか。

設備については、生涯学習市民センターや青少年センターのホール等と同様に使用できるよう、検討しま
す。また、イベントホールで使用する備品の収納場所は、舞台近くに確保する予定です。

50
「リハーサル室の縮減」
市内で音楽団体が利用できる音楽室などが少ないので、少人数でも使いやすいリハーサル室を残してほしいと思います。

リハーサル室を補完するため、楽屋等の一部を防音仕様とすることを検討します。

51 リハーサル室は2室ある方が良いです。 メセナひらかた会館の諸室の活用など、運用面で工夫していきたいと考えています。

52 小ホール　リハーサル室を大小として5室に増やして欲しい
整備計画では、大・小リハーサル室を各１室整備する方向でしたが、整備費高騰による見直し縮減として、
大１室のみとさせていただいています。

53 小ホール使用専用としてリハーサル室（50人程度）と、150人以上。
イベントホールでのリハーサル利用や、メセナひらかた会館の諸室の活用など、運用面で工夫していきたい
と考えています。

54

リハーサル室は二室に戻してほしい。現市民会館は実質大ホールしか稼動していないが、新施設では大小ホールが同時に稼
動する。二つのホールのリハーサル室が一室では厳しい。
加えてリハーサル室は小演劇、人形劇、小コンサート、芸能などの公演の場として、市民が最も利用しやすい。鏡面もあ
り、若い人のダンス需要もある。
これらの利用希望も土日には特に集中するので、一室では非常にとるのが難しい。
市民が使いやすい部屋をフル稼働させることは財政的にプラス。一室しかなくて需要に応えられないことは財政的に損失。

メセナひらかた会館の多目的ホールは芸術公演の利用にも供していますが、総合文化施設整備後は小
ホールを利用される方が多くなると想定しています。それに伴い、多目的ホールでは、移動観覧席を使用し
ない、ダンスや合唱等の日常練習などにも利用していただくことができると考えています。

55

「リハーサル室の室数の縮減」
「創作活動室、会議室の兼用による面積の縮減」
「総合文化施設」と名のるからには、ホールだけでなく、リハーサル室や会議室のような部屋も充実させてほしいです。と
くに、現市民会館本館も廃止とのこと。このままでは市民の文化活動のための場所がなくなってしまいます。「にぎわいを
つくる」のであれば、ホール以外のスペースをせめて縮減せずに残して欲しいと思います。

建設需要拡大の影響を受けて整備内容を一部見直しましたが、概算整備費は、整備計画策定時に見込ん
でいた108億円を大きく上回る134億円となっています。このため、整備計画以上の部屋数を充実させること
は困難ですが、枚方市駅周辺の施設をはじめ、市の施設全体の活用を踏まえて、引き続き検討してまいり
たいと考えております。
文化芸術の拠点施設として発信力のある自主事業を展開することなどで、にぎわいを生みたいと考えてい
ます。

56
リハーサル室は200㎡で舞台と同じ大きさであると説明されましたが、舞台リハーサル室には最大何人の人がのることが出
来るのでしょうか。

使用形態にもよることからリハーサル室の具体的な人数をお示しすることは困難ですが、大ホール舞台の
有効スペースの面積は確保し、各種のリハーサルに対応できるよう考えています。
ちなみに、大ホールの舞台については、オーケストラピットを張り出し舞台として使用することで、合唱付
オーケストラなど更に広さを必要とする活動にも対応できるように検討しています。

57

「美術ギャラリー」
市民ギャラリーとふれあいホールを一体的に運用といっても場所が離れている。友好都市のコーナーがそのままであれば、
ふれあいホールは使い勝手が悪い。友好都市の物品販売がどの程度売り上げがあるのか。友好都市コーナーとふれあいホー
ルを合わせてギャラリーとし、現在の市民ギャラリーと違った特徴を持たすのなら、一体的運営の可能性が出てくると思
う。

友好都市コーナーを移転する予定はありません。
現在の市民ギャラリーとふれあいホールは搬入等に課題があり、両施設については総合文化施設の美術
ギャラリーとして移転するものです。
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58

美術ギャラリーについて、図面を見る限りにおいては小さいのではないか。ふれあいホール、市民ギャラリーを統合、集約
整備する方向とあるが、スペース的にまかなえるのか？ギャラリーに附帯する飾台やガラスケース等々、備品保管の為のス
ペースも含むのならば、又、市所蔵品の公開など含むのならば、なお狭いのではないか？
平米数、大きさ（寸法）など具体的な図面がないが、立体展示、壁面など展示方法の多様性に対応しているか？
搬出入のコース、それに伴う駐車スペースは確保できているのか。
地階の作品保管スペース倉庫との関連はどうなっているのか

美術ギャラリーの面積は展示室部分で約300㎡を想定しており、現在の市民ギャラリーとふれあいホールの
合計面積に相当する広さと可動の展示壁面を整備する考えです。
倉庫のスペースや搬入出の動線等については、必要なスペースを確保し、機能的なものとなるよう検討し
てまいります。
なお、作品保管スペースについては市所蔵品を収納するものであり、美術ギャラリー利用者の一時保管庫
室は、ギャラリー付近に確保する考えです。

59

倉庫スペースは十分にとれているのか？
可児市の施設を視察した際、事務局長にこれから建てるホールへの忠告をきいたところ、まっさきに言われたのが倉庫ス
ペースの確保でした。十分に作ったつもりでも十分ではないそうです。

機能性を確保できるよう、整備費の範囲内で検討します。

60 ホールだけでなく、会議室は作れないのでしょうか？

創作活動室と兼用となりますが、総合文化施設において、会議室として使えるスペースを整備する予定で
す。
なお、会議室機能については、枚方市駅周辺の施設をはじめ、市の施設全体の活用を踏まえて、引き続き
検討します。

61

・市民会館をなくす
　今でもメセナ、会館などどちらも空いていないこともあり、市民がさまざまな活動をするのに会議室などが足りない状況
を解消してほしい。また料理室がなくなってしまうのは困る。

会議室などの市民会館本館機能については、枚方市駅周辺の施設をはじめ、市の施設全体の活用を踏ま
えて、引き続き検討します。

62 市民会館本館は、まだたくさんの人が利用していますので、残してもらいたいと思います。
市民会館本館は、建物の老朽化が進み、バリアフリー化の対応など課題もあります。こうした課題も踏ま
え、本館機能については、枚方市駅周辺の施設をはじめ、市の施設全体の活用を踏まえて、引き続き検討
します。

63 市民会館本館に関しても、今まで通りの機能で使えるような施設を作って欲しいです。学習することも文化と思うので。
市民会館本館機能については、枚方市駅周辺の施設をはじめ、市の施設全体の活用を踏まえて、引き続
き検討していきたいと考えています。

64
市民会館の廃止は市民の学ぶ場が減り、皆不安に思っています。市駅周辺に市民会館と同程度の利用料で使える会議室の確
保をお願いします。

会議室などの市民会館本館機能については、枚方市駅周辺の施設をはじめ、市の施設全体の活用を踏ま
えて、引き続き検討していきたいと考えています。

65
市民会館の本館（会議室）もなくなると聞きましたが、そうすれば市民が会議する場所が少なくなり困る。会議室を確保し
てほしい。

会議室などの市民会館本館機能については、枚方市駅周辺の施設をはじめ、市の施設全体の活用を踏ま
えて、引き続き検討していきたいと考えています。

66

枚方市民会館本館が無くなるのは困ります。会議や集まりでよく利用してきました。無くなるのであれば枚方市駅周辺で会
議や集まりなどで使える施設を作ってもらわないと困ります。本館を使っている団体は多いと思うので他にも困る人たちは
たくさんいると思います。この総合文化施設の別館などとして会議室を作って下さい。お願いします。

会議室などの市民会館本館機能については、枚方市駅周辺の施設をはじめ、市の施設全体の活用を踏ま
えて、引き続き検討していきたいと考えています。

67

市民会館本館廃止が説明会の中で出されたと聞きました。市民会館は交通の便もよく、集会室もたくさんあって、多くの市
民にとって大切な活動の場です。なくさないで下さい。市民本位の市政運営をして下さい。大事なものをなくすことを口だ
けで説明するなどありえません。なくすのではなく、よりよい施設にしてほしいです。

会議室などの市民会館本館機能については、枚方市駅周辺の施設をはじめ、市の施設全体の活用を踏ま
えて、引き続き検討していきたいと考えています。なお、検討状況にあわせて、施設利用者に周知・説明し
てまいります。

68

・市民会館には、条例の趣旨が生きるようにしてください。15室の部屋があり、120人から部屋、100名規模の部屋もあ
り、大変重宝しています。料理室もあり、小さな部屋もあるので、この機能を市駅周辺で確保してください。また、市民団
体、労働組合の会議室は活動の基盤です。市民団体、労働組合から意見を聞く場などを設定してください。
・この間の、新文化施設等の論議経過・内容を明らかにしてください。
・市役所、市駅周辺整備については、全体像を明らかにする説明会と意見を聞く場を持ってください。
・事業の推進は、市役所が主導権を持って、民間事業者に負けない体制等を確立して執行してください。また、大規模事業
なので、談合事件、不正な行為が起きないように十分な対策をとってください。
計画から20年、市長も3人目で、事務方は大変ご苦労されていると思います。敬意を表します。

会議室などの市民会館本館機能については、枚方市駅周辺の施設をはじめ、市の施設全体の活用を踏ま
えて、引き続き検討していきたいと考えています。なお、検討状況にあわせて、施設利用者に周知・説明し
てまいります。
総合文化施設の経過進捗等については、市のホームページに掲載していますのでご覧ください。また、担
当窓口においてもご質問にお答えさせていただいています。
市駅周辺の再整備につきましては、その実現化に向け、現在、地元権利者や関係機関と協議･検討を進め
ているところです。市駅周辺の将来のまちの姿につきましては、現段階での本市の基本的な考え方を示し
たイメージ図を本市ホームページで公表しています。
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69

総合文化施設内の複数施設は同時に使用可能な設計を想定されているか？
・大ホールと小ホールの遮音性能は十分確保されるか？
・各利用施設の利用客は動線が分けられるか？
例えばホールで演奏会している場合に、美術ギャラリーやイベントホールを利用されている方と混じらない設計になるか？

総合文化施設では大・小ホールなど複数施設の同時利用を想定しています。また、エントランスロビーで各
施設への動線が明解な配置計画となっています。

70 「大ホール」「小ホール」別々に使用があった時、お客のロビーでの流れがごちゃごちゃしそうに見えます。
吹抜のエントランスロビーで人が行き交うことで、他の芸術分野への興味が生まれたり、賑わいの創出にも
つながると考えています。

71 ホールの顔であるエントランスのイメージがわかりにくい。 基本設計にあわせて、今後イメージパースなどを用意したいと考えています。

72

・ロビーも憩いの場になるように
・今の大ホールのように使用時だけあける施設ではないのですよね。付帯民間施設、ロビー、美術ギャラリー、人を呼び込
む工夫が必要。（資金難で大変なのはわかりますが、枚方のにぎわいのためには素敵な物が必要）

ホールや美術ギャラリーがエントランスロビーを中心につながることで訪れる人々の回遊性を高め、施設前
広場と一体的に賑わいが感じられる空間にしたいと考えています。また、憩いの場となるよう、エントランス
ロビーの一角に市所蔵品の展示スペースや情報コーナーを設ける考えです。

73 エントランスロビーの一階入口、美術ギャラリーの搬入口が図面ではよくわからなかった。
正面入口の位置や美術ギャラリーの搬入出の動線については、機能的なものとなるよう検討してまいりま
す。

74

付帯民間施設のスペースに、関西医大の利用者をターゲットにしたカフェ等の軽食コーナーを作れれば、集客も見込めるの
ではないかと思います。病院の待ち時間に小さい子どももえんりょなく使えるスペースがあると助かります。イベント時に
しかお客が来ないようではなかなか出店業者が見つからないと思いますが、常に見込めるなら、と思います。

総合文化施設は、幅広い年代の方が心地よく過ごしていただける施設として整備していきたいと考えていま
すので、ご意見も参考に付帯民間施設について検討してまいります。

75

付帯民間施設
開業2年前まで実際に入る業者は決まらないということだが、若い人たちもランチを食べに来たくなるようなセンスのいい
カフェレストランはほしい。

この間、飲食系施設のニーズもお聞きしており、今後、ご意見も参考に付帯民間施設について検討してまい
ります。

76
他の会館によくあるレストランが無いので、発表会時、遠くへ食べに行かなくて良いようにメセナの場所でも良いので、
しっかりしたレストランを作って欲しい。

総合文化施設整備計画策定時のニーズ調査では、飲食系施設を望む声が多数ありました。こうしたニーズ
も踏まえて、付帯民間施設の方向性を整理していきたいと考えています。

77

「市民利用規約の見直しのお願い」
市民の健康のためのダンス教室をしております。ずっと以前より、市民ホールの小ホールを借りて毎週クラスを行いたいと
思っていましたが、月会費の規約が3000円/1人以下との規約があり、企業利用となってしまい、2倍の賃料となり、かり
ることができませんでした。新たな市民会館のイベントホールなどを借りるときも同じになり、借りることが出来ないかと
思います。月会費3000円/1人以下は、現状にあわないと思います。活用を広げるため市民利用範囲を月会費5000円/1
人に引き上げてはどうでしょうか？それと、メセナ、市民会館とも賃料が安すぎます。利用者にもう少し負担してもらうべ
きです。今かりている人は、安くてあたり前の感があります。老人にばかり優遇するのではなく（65歳以上はラポールが
あるのに）、若い団体も利用しやすい赤字にならない運営（稼働率を上げる）をしてほしい。

施設使用料については、他市の事例等も研究し、公平性の観点などご意見の趣旨を踏まえて今後検討し
ていきます。

78
・建築したら50年は利用すると思います。利用者や市民の意見を十分聞いてください。安かろう、悪かろうでは、後世に
悔いを残します。

20年に及ぶ検討の中で、市民のご意見を集約してまとめた「総合文化施設整備計画」を基本としつつ、事業
の進捗にあわせて説明会を開催してまいります。

79 これからも様々な情報を提示していただき、可能性がある限り、最後まで要望、意見を出させていただきます。 事業の進捗に合わせて、説明会を開催するなど、情報提供してまいります。

80
多目的室、残してください。小ホールかりるより安いですので。一体管理で向上するならいいですが、今は細かい規制が多
いです。例えば部屋のかぎは5分前でないと渡せないとか・・・。

メセナひらかた会館の多目的ホールは、小ホールが整備できた際には、軽運動中心の利用形態とすること
で役割を明確化し、市民の様々な活動支援につなげたいと考えています。総合文化施設整備後、更新時期
が来ている移動観覧席は撤去する予定ですが、体育館としての利用のほか、講演会や練習室としての利
用はできるものと考えています。なお、部屋の鍵の取扱いについては、市内生涯学習市民センターの状況
等もあり、ご理解をお願いしたいと考えています。
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81 総合文化施設の小ホールの利用料が高いので、メセナひらかた会館の多目的室も利用できるように残してほしい。
総合文化施設の利用料金については今後検討していきますが、他市の事例等を参考に、適正な料金設定
を行いたいと考えています。なお、メセナひらかた会館の多目的ホールは、小ホールの整備後は、軽運動
中心の利用形態とすることで役割を明確化し、市民の様々な活動支援につなげたいと考えています。

82
多目的ホールは更新してホールとしての機能を残してほしい。総合文化施設のホール利用料金は高くなると思うので、より
多くの団体のニーズに応えられるように考えてほしい。

メセナひらかた会館の多目的ホールは、小ホールが整備できた際には、軽運動中心の利用形態とすること
で役割を明確化し、市民の様々な活動支援につなげたいと考えています。総合文化施設整備後、更新時期
が来ている移動観覧席は撤去する予定ですが、体育館としての利用のほか、講演会や練習室としての利
用はできるものと考えています。総合文化施設には、大・小ホールのほか、イベントホールやリハーサル室
も簡易な公演に活用していただける仕様としており、利用者の様々なニーズに応じて選択していただけるも
のと考えています。利用料金については今後検討していきますが、適正な料金設定をしたいと考えていま
す。

83
大ホール、小ホールが出来たとしても枚方はまだまだホール（発表する場）が少ない。メセナひらかたも今まで通りの使用
の方向で管理運営を。

メセナひらかた会館の多目的ホールは、総合文化施設整備後に、更新時期が来ている移動観覧席を撤去
する予定ですが、体育館としての利用のほか、講演会や練習室としての利用はできるものと考えています。
総合文化施設には、大・小ホールのほか、イベントホールやリハーサル室も簡易な公演に活用していただ
ける仕様としており、利用者の様々なニーズに応じて選択していただけるものと考えています。

84
メセナひらかたの多目的室は市民が観劇や音楽を楽しめる場としても、総合文化会館ができても、大切な施設だと思いま
す。40万都市にはそういう場所もまだまだ必要だと思います。

隣接地に芸術公演の活動に適した大・小ホールやイベントホールも新たに整備する中、メセナひらかた会
館の多目的ホールとの機能分担を図ることで効率的な運用を行う考えです。なお、将来的に移動観覧席を
撤去した場合においても、平床式のホールとして利用していただくことはできるものと考えています。

85 メセナひらかた会館の機能を残して欲しい。減免はとても助かっています。使えなくなると大変です。
メセナひらかた会館の貸し出しに供している会議室などは変わらずご利用いただけます。なお、例えばご指
摘のような減免制度の変更など、施設利用に係る変更等が生じる場合は、改めて施設利用者に説明してま
いりたいと考えています。

86

・メセナ条例の趣旨が生きるようにするためには、今の12室の部屋の機能が生きるようにしてください。新文化施設の別
館になれば条例の趣旨が機能が生きないと思いますので、別館案には反対です。条例の趣旨が生き、現在の機能を維持向上
させてください。

現在メセナひらかた会館を利用されている方が利用できなくなることはありません。一体管理の具体的な方
法については、検討状況にあわせて施設利用者に周知・説明します。

87
・なぜ一体管理にするのか理解できません。人員をへらして運営費をへらされれば利用するのに、不親切になると思う。
・ウィルの位置づけはどうなるのですか？枚方市にとって大切な役割を果たしていると思う

両施設の管理･運営を一体的に行うことで、柔軟な人員体制や諸室利用が可能となり、施設管理における
経費面でもスケールメリットを活かすことが出来ることから、より効率的な運営が可能になると考えているも
のです。施設利用に係る変更等が生じる場合は、あらためて施設利用者に説明していきたいと考えており
ます。
なお、 男女共生フロア「ウィル」については、利便性向上などの課題を踏まえ、相談窓口などをサンプラザ３
号館に移転し、男女共同参画推進拠点施設としての機能充実を図る予定です。なお、メセナひらかた会館
では市民による活動の支援を引き続き行います。

88

施設の予約の方法は、メセナは今までどうり、施設に行って予約とるのか、インターネット抽選になるのかは決まっていま
すか？インターネット抽選は、平等といいながら、１つの組織がいくつも団体登録して毎週とれず、市民活動をできるとは
いいがたいので。

運営に係る詳細については、今後検討していきます。

89 ・申込は「メセナ」と「総合施設」の別々でしょうか。 運営に係る詳細については、今後検討していきます。

90
本館がなくなった場合、新しい施設とメセナで対応できるのか心配。一体管理などで利用料や、申し込みの方法など、使い
勝手が今より悪くならないようにしてほしいと思います。市民が本当に利用しやすい施設を作ってください。

具体的な運営方法並びに市民会館本館機能のあり方については、枚方市駅周辺の施設をはじめ、市の施
設全体の活用を踏まえて、引き続き検討し、検討状況に合わせて各施設利用者に周知・説明します。

91
ネーミングライツを導入？メセナひらかたが文化施設の別館であるというアピール。駐車場を以前のように両方OKにす
る。

総合文化施設は財源確保策としてネーミングライツを導入する予定ですが、メセナひらかた会館について
は未定です。
駐車場の利用方法を含め、一体管理の具体的な方法については、今後検討していきたいと考えています。
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92

メセナの移動観客席を更新しないのであれば、小ホール不足の現状のままになる。今、生涯学習市民センターの小ホールを
市は積極的に活用していない（牧野のメインスピーカー、ミキサーの故障を放置し続けているなど）。故障、傷みを修理
し、地域の小ホールとして小規模の文化事業をも実施し、活用すべき。

本市では、さまざまな文化芸術活動が市民の手によって活発に行われており、生涯学習市民センターはこ
うした活動の地域拠点のひとつです。限られた予算の中、ホール機能については、比較的充実している南
部・菅原・牧野等の生涯学習市民センターを中心に設備等の改修に取り組むなど、施設の現状等を踏ま
え、引き続き適切に維持管理に取り組んでまいります。

93

市の文化政策が立体的になっていない。市民の日常の文化活動は、概ね生涯学習市民センターで行われ、更に交流、発表の
場でもあり、また、小編成の秀れたプロの文化に触れることのできる貴重な場でもありうる。（この点は全国に誇れる枚方
の財産なのだ！）
生涯学習市民ホールを文化会館の建設･運営と連動させて文化政策を展開すれば、更に大きな効果を生む。

文化芸術施策を推進するうえで、生涯学習市民センターも地域の重要な拠点施設の一つです。
今後、総合文化施設と生涯学習市民センターの連携について検討していきたいと考えています。

94

市民ボランティア組織の活動スペースの確保
新しい施設が市民に愛される施設になるためには、指定管理業者だけに任せるのではなく、市民が何らかの形で参加してい
ることが望ましい。岐阜県可児市の文化創造センターに置かれている「alaクルーズ」という市民ボランティアのNPOは自
主企画の運営、フロントスタッフ事業、広報事業などで施設の活動を支えている。枚方市においてもこのような組織をつ
くっていきたいし、これまでの生涯学習市民センターとの協働や、地域に浸透する活動では市民が力を発揮できる。メセナ
の中でもいいから、ボランティア組織の活動事務スペースをおいてほしい。

施設運営に市民の方に参画していただく仕組みは検討したいと考えています。
活動事務スペースを総合文化施設内に確保することは困難ですが、メセナひらかたとの一体管理もふま
え、今後の検討課題とさせていただきます。

95
寄附をしたり、会員登録をしたりした人に、その後の利用料やイベントチケット代に還元されるようなシステムがあるとい
いかと思います。

寄附をいただいた方への顕彰のしくみについては、今後も検討していきます。

96
ふるさと納税での財源確保は悪くないと思います。ただ、明確な目標金額、目標期日と、細やかな企画が必要と思われま
す。期待しております。

個人、企業からの寄附と、現物寄附などを合わせた目標金額は1億円です。寄附をお願いする方法につい
ては、今後も検討していきます。

97
ふるさと納税および寄付金による集金予定額は？
集金額が芳しくない場合はさらに設備縮小は検討されるか？

個人、企業からの寄附と、現物寄附などを合わせた目標金額は1億円で、寄附の集金状況によって整備内
容を縮減する予定はありません。

98 ふるさと納税すると何が貰えるのでしょうか?他の自治体だと何かしらプレゼントがあるイメージがあります。
平成28年7月1日より、1万円以上の寄附をしていただいた方には、枚方の特色がある返礼品を14品目の中
からお選びいただけるようになりました。

99 プレートの金額が高すぎるので、小額でも募集していることをもっとアピールするほうが良いと思う。

累計寄附金額が5万円以上の寄附者への顕彰のしくみとしてネームプレートを設置することとしています
が、寄附そのものは金額にかかわらず受付しています。なお、2千円以上の寄附から税額控除の対象とな
り、平成28年7月1日からは1万円以上の寄附で、枚方の特色がある返礼品を14品目の中からお選びいた
だけるようになりました。
こうした情報は市のホームページでお知らせしていますが、さらなるＰＲ方法について検討します。

100

・寄附を募るための積極的なイベント
・この施設のファンを沢山作るための工夫
・友の会的なものを早く立ち上げ、ホールのこけら落としや様々な催しの招待、特典を発表する。
・「HIRAKATAから世界を～」4/23を皮切りに7/16、11/13と枚方出身のアンダーグラフのライブをやっています。
市長も来られていました。枚方出身の彼らも一緒に盛り上げていくのもいいのでは？

寄附を募るためのイベントの開催をはじめ、施設の開館に向けて機運を高めることができるような取り組み
を検討してまいります。

101

寄附を募ることはお金を集めることそれ自体が目的であるが、一方、市民に新施設への期待と愛着を持ってもらうこと、開
館後も持続する市民の応援の意識を作ることも大きな目的である。
そのためには100円でもいいから、ひとりでも多くの人に気持ちのこもった寄附をしてもらう仕組みづくり。

総合文化施設における自主事業や社会包摂事業などについては、開館に向け、平成28年度から市内小学
校や病院へのアウトリーチ事業を展開しており、開館後は本格的に取り組んでいく考えです。

また、総合文化施設を支える文化サポーターなどの養成講座も積極的に実施してまいります。
寄附を募ると同時に、施設の開館に向けて機運を高めることができるような取り組みを検討していきます。

102 市民に負担がかからないように十分検討してください。 企業からの寄附や国庫補助金の活用など、積極的に財源確保に取り組みます。
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No 意 見 概 要 市の考え方

103
クラウドファンディングとか市民が少しずつ協力できる様なことも試していけばどうでしょう？使用稼働率が落ちると黒字
になっていきにくいから、市民が払える使用料にしていくことも大切です。

ふるさと寄附金や、クラウドファンディングなどは実施する予定です。使用料については、施設維持費も勘
案しながら、受益者負担、公平性の観点からも、適正な料金を設定したいと考えています。

104 H32年度の開館までに「チケットの一部は総合文化施設に寄付します。」という事業を企画し続ける。
平成27年度から、市民会館の自動販売機の売り上げ収入の一部を「枚方市新庁舎及び総合文化施設整
備事業基金」に積み立て、総合文化施設の整備に充てる予定です。今後も財源確保策を検討します。

105
枚方市の看板になるようなものを寄付にたよるなど、中核都市として恥ずかしいと思う。しっかり税金で補償（保証）する
べきです。

一般財源をはじめ、国庫補助金など、さまざまな財源確保に努めてまいります。大きな財政負担がある事
業ですが、着実に取り組みを進めたいと考えています。
なお、他都市の文化施設でも、同様に寄附を募っていますが、こうした活動を通して広く市民の想いを寄せ
ていただくことにつながると考えています。

106
財源不足のため、大事な内容が見直されることはとても残念です。おやこ劇場でも文化施設実現に向けての財源確保につい
て等々、情報を共有しながら、会員（市民）の意識を高め、市民、皆が誇れる施設にしなければと思っています。

整備費高騰により一部見直しを行いましたが、必要な機能を確保しつつ、市民が誇れる施設となるよう、総
合文化施設の早期の整備に向けて取り組んでまいります。

107 在阪のプロ団体（ex大フィル、関フィル、京響ほかやマネージメント各社）の援助は望ましくありませんか。 財源確保のひとつとして、芸術団体や民間事業者等からの支援も重要であると考えています。

108 現在の枚方市文化国際財団の職員はどうなるのでしょうか。 枚方市文化国際財団を含め、運営主体について、方向性を検討しているところです。

109

・いよいよ施設の完成見通しを喜んでいます。関係者のご労力に感謝します。
・S40年の市民ホールは、当時、近代都市のあこがれの施設でした。それに利用できる市民が多くなったこと枚方市社会教
育の努力がめざましい。
・枚方市出身の文化活動家の多いことも、他市にはない。
・担当者が他施設見学（出張）を充分にしておいてください。

市民の文化芸術活動が盛んであることが、本市のまちの特色のひとつです。他館の事例研究を行いなが
ら、目標年次に向けて着実に取り組みを進め、本市の特色を生かした施設運営をしたいと考えています。

110
災害時について避難所となるのか？避難所となれば、一次ヒナン所？福祉ヒナン所？総合的に災害時の対応はどうなるの
か？

災害時は、帰宅困難者の一時滞留場所としての活用を想定しています。
なお、現在総合文化施設と一体管理を予定しているメセナひらかた会館は第１次避難所となっていますが、
今後も変更はありません。
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