
  
資料５ 

枚方市文化芸術振興計画の進捗状況 

[ 平成 29年度分 総括] 
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Ⅰ文化芸術活動を通じて交流するまち 

 

１．市民の文化芸術活動の機会の充実 

■市民の積極的な文化芸術活動を支援し、世代間や地域社会での交流を深め、活動の場を広げま

す 

 

〈平成 29年度の主な取組〉 

・文化芸術活動の拠点施設での優れた文化芸術事業として、市民会館大ホールで、クラシック、

シャンソン、ジブリ音楽、唱歌のコンサートのほか、スペイン舞踊、落語会を開催しました

（文化国際財団） 

・地域の文化芸術活動を支える施設で、絵本の読み聞かせを交えた親子向けコンサートなど特

色ある「地域コンサート」や、平日のランチタイムに気軽に音楽を鑑賞できる「アフタヌー

ンクラシックコンサート」などを実施しました（生涯学習課・文化国際財団） 

・市民が創作・練習し、発表する場の提供や発表に伴うサポートとして、各公共施設で「ひら

かた人形劇フェスティバル支援事業」、「市民合唱祭」、「吹奏楽フェスティバル」などを実施

しました。また、市民ギャラリーで工芸展、企画展、公募展などの市主催展を 12回開催しま

した（生涯学習課・文化国際財団） 

〈課題〉 

○文化芸術活動の拠点施設での優れた文化芸術事業の実施 

拠点施設での集客増に向け、より幅広いジャンルで魅力ある事業を実施するための方策を

考えること 

※ 平成 30年 6月の大阪北部地震により市民会館大ホールが使用できなくなったため、総

合文化芸術センター開館までの文化芸術事業の実施について検討すること 

○市民の創作・練習の場の提供 

創作・練習の成果を発表する場として、市民が拠点施設を利用しやすくするために、発表

に伴う相談・助言などのサポート体制を構築すること 

○文化芸術の交流促進に関する支援 

異なる分野で文化芸術活動を行う市民の交流を目的に、総合文化芸術センターにおいて（仮

称）市民総合文化祭を開催するための検討を進めること 

○文化芸術振興に係る基金制度の活用 

文化芸術のソフト事業に広く活用できる基金の創設に向けた検討を進めること 

〈今後の取り組み〉 

生涯学習市民センターをはじめとした公共施設を活用し、市民の自主的な創作・練習・発表が行わ

れていますが、これまで拠点であった市民会館大ホールが使用できなくなったことから、代わりとな

る大規模な発表の場や本格的な舞台公演の鑑賞機会の提供に努めます。 

また、新たな拠点施設でより幅広く、魅力ある鑑賞事業を実施するとともに、市民の創作・練習の

場の提供と発表に伴う相談・助言などのサポート体制の整備や（仮称）市民総合文化祭の開催、文

化芸術事業の財源として活用できる基金の創設を検討します。 

 

※     は平成 31年度から取り組めるもの 

     は総合文化芸術センター開館後に取り組むもの 
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Ⅰ文化芸術活動を通じて交流するまち 

 

２．子どもや若い世代の文化芸術活動の機会の充実 

■子どもや若い世代が優れた文化芸術を鑑賞し、体験する機会の充実により、子どもたちの感性や

想像力を育みます 

■子どもや若い世代が自ら積極的に文化芸術を創作し、発表する機会の充実を図ることで、子ども

たちのやる気や励みにつなげます 

■子どもや若い世代を対象とした市民の文化芸術に関する活動を支援します 

 

〈平成 29年度の主な取組〉 

・子どもや若い世代を対象にした事業として、子ども達が文化芸術を体験できる「ひらかた発！

ワールドミュージックフェス」、（募集〈一般・子ども〉360人、参加 262人〈内子ども 161人〉）、

「子ども能楽体験」（募集 60人、参加 43人）を実施しました（文化振興課・文化国際財団） 

・未就学児が参加できる事業として、市民会館大ホールで「ファミリーコンサート～オーケス

トラで聴く、ジブリ音楽」を実施し、チケットが完売しました。また、各地域子育て支援拠点

で、乳幼児の親子向けに音楽会やおたのしみシアターを実施し、地域の親子が身近に文化芸術

を楽しめる機会をつくりました（文化国際財団・文化振興課・子育て事業課） 

・子どもや若い世代に対する公演料金の優遇措置として、「枚方シティオペラ」に、高校生・大

学生 30 人を無料招待し、「ひらかた発！ワールドミュージックフェス 2017」のワークショッ

プで子どもは体験無料とするなど、参加しやすい環境づくりに努めました（文化国際財団・文

化振興課） 

・小学 3年生から高校 3年生を対象とする「枚方市少年少女合唱団」が、枚方公園青少年セン

ターを拠点として活動を行っており、平成 29年度はクリスマスコンサートで成果発表を行い

ました（子ども青少年政策課） 

〈課題〉 

○子どもや若い世代を対象にした鑑賞事業や体験･参加型ワークショップの実施 

参加意欲が高まるような事業企画や、どのような環境にある子でも参加しやすい方策を検

討すること 

○未就学児が参加できる文化芸術事業の実施・支援 

高いニーズに応えるため、事業の継続的な実施を検討すること 

○子どもや若い世代を対象とした文化芸術事業を実施する団体等への支援 

「子ども芸術文化育成支援事業」を、ニーズに合った利用しやすい制度に見直すこと 

〈今後の取り組み〉 

豊かな感性や創造性、人間性を育む大切な時期に、優れた文化芸術に触れることは重要であり、

子どもや若い世代の文化芸術活動の機会の充実は、計画の重要な施策として位置付けていること

から、学校との連携事業など、子どもたちが等しく文化芸術に触れる機会を充実し、その中から興味

を持った子どもや若い世代が、次の段階として様々なジャンルの文化芸術活動に参加できるといっ

た階層的な事業展開や、子育て中の保護者などが参加しやすい事業など、社会包摂的な事業を検

討します。 

未就学児が参加できる文化芸術事業の継続的な実施の検討と、「子ども芸術文化育成支援事業」

の制度見直しを進めます。  
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Ⅰ文化芸術活動を通じて交流するまち 

 

３．学校教育における文化芸術活動の機会の充実 

■学校と連携し、文化芸術活動の拠点施設（現市民会館・（仮称）総合文化芸術センター）で、優れた

文化芸術を鑑賞し、伝統文化等に対する理解を深める機会の充実に取り組みます 

■学校において、学年に応じた文化芸術に関する体験学習等を実施し、文化芸術教育の充実に取

り組みます 

■芸術家等と学校や学校を支える団体との連携に対し必要な協力や支援を行います 

 

〈平成 29年度の主な取組〉 

・概ね小学校 4年生を対象に 3年間で全 45市立小学校をまわる計画の「小学校へのアウトリー

チ事業」の 2年目として、15校で実施しました（文化振興課） 

・「枚方市小学校合同音楽会」を市民会館大ホールで開催し、各小学校で練習した成果を他校や

地域の人々に披露する場を提供しました（教育指導課） 

・「市内公立中学校生徒美術展」を市民ギャラリーで開催し、各公立中学校の美術部生徒による

作品発表の場を提供しました（教育指導課） 

〈課題〉 

○文化芸術活動の拠点施設での芸術鑑賞会の開催 

学校団体鑑賞の実現を検討すること 

○学校へのアウトリーチ公演による鑑賞事業や体験学習の実施 

現行は平成 28～30年度の 3年間に全 45校で実施する計画ですが、3年間で全市立小学校

を回る計画では、在学中に体験できない児童が出ることとなるので、より多くの児童が体験

できる方策を検討すること 

〈今後の取り組み〉 

学校は子どもたちが等しく文化芸術に触れ、感動を共有できる貴重な場であり、そこでの経験が

将来の文化芸術活動のきっかけとなることから、連携協定を結んだ大阪フィルハーモニー交響楽団

等との連携や、アーティストバンクを創設するなど体制を整え、学校教育における文化芸術活動の機

会の充実や改善を検討します。 

また、すべての子どもに等しく文化芸術に触れる機会を充実し、その中から興味を持った子どもや

若い世代が、次の段階として様々なジャンルの文化芸術活動への自発的な参加につながる階層的

な事業展開に向けた土台づくりに取り組みます。 
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Ⅰ文化芸術活動を通じて交流するまち 

 

４．障害者等が活発に文化芸術を行うことができる環境の整備 

■障害者や高齢者、子育て中の保護者などで配慮が必要な方など、誰もが活発に文化芸術活動を

行い、その活動を通じた交流を行うことができる環境を整え、ニーズの把握に努めます 

 

〈平成 29年度の主な取組〉 

・映画会「この世界の片隅に」の上映にあたって、赤外線補聴システムへの対応のほか、手話

通訳者も設置しました（文化国際財団） 

・市民会館大ホールで開催した「ファミリーコンサート～オーケストラで聴く、ジブリ音楽」

は、乳幼児から参加できる事業で、完売しました（文化国際財団・文化振興課） 

・「枚方アルテアチェンバーオーケストラ 2017特別演奏会」の一環として、プロの奏者が、市

立ひらかた病院などでの院内コンサートや、高齢者福祉施設での演奏会を開催しました（延

３回開催）（文化国際財団） 

・総合福祉センターや総合福祉会館のロビーを活用したコンサート（ライブ）を実施し、施設

を訪れた利用者が気軽に文化芸術を鑑賞できる機会を創出しました（福祉総務課・長寿社会

総務課） 

・各地域子育て支援拠点で、親子で楽しむ音楽会やおたのしみシアター等を実施し、乳幼児親

子が文化芸術に触れる機会を提供しました（子育て事業課） 

・総合福祉センターで、活動団体が日頃の成果を披露する文化祭を開催しました（長寿社会総

務課） 

・枚方市総合文化芸術センターは、舞台への動線を含めてバリアフリーに配慮するとともに、

大・小ホールに身体障害者用の車椅子席と親子室を設けました。また各ホールの補聴システ

ムは、より広いエリアをカバーできるループコイル式を採用しました（文化振興課） 

〈課題〉 

○ 障害者や高齢者、子育て中の保護者などが参加しやすい鑑賞事業や体験・参加型ワークショッ

プ事業の実施 

○ 障害者や高齢者、子育て中の保護者などが自ら創作・活動した成果を発表する機会の創出 

福祉や子育て施設などが主体となって実施している事業や施設での文化祭だけでなく、文

化芸術に係る事業として継続するために、文化芸術の拠点施設においてもこうした事業を実

施するよう検討を進めること 

〈今後の取り組み〉 

福祉や子育て施設で行われている、障害者や高齢者、子育て中の保護者などが参加しやすい事

業は継続します。整備を進めている枚方市総合文化芸術センターは、バリアフリーにも配慮した設計

としており、社会包摂の趣旨を踏まえた事業展開を検討します。  
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Ⅰ文化芸術活動を通じて交流するまち 

 

５．国内及び国外の文化芸術活動を行うものとの連携及び交流 

■他都市の文化施設との連携により創造発信事業や優れた鑑賞事業に取り組み、より効率的、効

果的に事業を実施します 

■様々な分野の文化芸術団体の相互交流を促進します 

■文化芸術を通じた友好都市交流に取り組み、都市交流や国際文化理解を深めます 

 

〈平成 29年度の主な取組〉 

・(公財)八尾市文化振興事業団との連携により、宝くじ文化公演として「ファミリーコンサー

ト～オーケストラで聴く、ジブリ音楽」を開催し、完売しました（文化国際財団・文化振興

課） 

・「京阪エクセレントコンサート」と題して、守口市・八幡市と枚方市の財団が連携して地元出

身の演奏家のコンサートを開催するシリーズで、平成 29年度は八幡市で開催しました（文化

国際財団） 

・枚方シティオペラ「蝶々夫人」に、本場イタリアの演者を招聘しました（文化国際財団） 

・友好都市提携 30周年記念として「長寧区児童書画展」を、くずはアートギャラリーで開催し

ました（文化振興課） 

〈課題〉 

○ 他都市の文化施設との連携による共同制作・巡回公演等の実施 

○ 海外の優れた芸術家を招聘した文化芸術事業の実施 

総合文化芸術センターで、共同制作や海外の優れた芸術家を招聘する事業を実現するため

の方策を検討すること 

○ 市民文化芸術祭の開催などによる文化芸術団体相互の交流の促進 

総合文化芸術センターで、異なる分野の活動を行う市民が交流する機会となる（仮称）市

民総合文化祭など分野を超えた交流事業実施に向け具体的に検討すること 

〈今後の取り組み〉 

他の劇場・音楽堂等との連携や海外の芸術家の招聘などにより、優れた文化芸術に触れる機会

の充実や新たな文化芸術の創造につなげる取り組みについては、総合文化芸術センターでの実現

を検討します。 

様々な分野の文化芸術団体が連携、交流する事業について、ホールやギャラリーなどの諸室を活

用できる、総合文化芸術センターでの実施を目指します。 
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Ⅱ文化芸術を育み、発信するまち 

 

１．文化芸術に対する市民の関心及び理解を深めるための普及啓発 

■気軽に参加できる様々な文化芸術を鑑賞する機会の充実を図り、市民の観たい、聴きたい気持ち

に働きかけます 

■公共施設などにおけるアウトリーチ活動により、意図せず文化芸術に触れ、楽しむことができる空

間を作ります 

■文化芸術を学び、体感する機会を提供し、文化芸術に対する理解を深めます 

 

〈平成 29年度の主な取組〉 

・文化芸術活動の拠点施設で気軽に参加できる文化芸術事業として、ジブリ音楽、唱歌のコン

サートのほか、スペイン舞踊、落語会、映画会を実施しました（文化国際財団・文化振興課） 

・地域の芸術活動を支える生涯学習市民センターで「地域コンサートシリーズ」を 2回実施し

ました（生涯学習課） 

・開催時間帯や公演の長さを工夫し、低料金で楽しめる「ランチタイムコンサート」を市民会

館大ホールで開催しました（文化国際財団） 

・若手芸術家支援で「アートスプラウト事業」を試行実施し、市役所待合スペースに、若手作

家の立体作品を展示しました（生涯学習課） 

・中央図書館のロビーや総合福祉センターのロビー等でコンサートを開催しました（中央図書

館・長寿社会総務課） 

・「枚方シティオペラ」の開催に合わせ、レクチャー講座を開催しました。また、名古屋ボスト

ン美術館と徳川美術館への美術鑑賞バスツアーを実施しました（文化国際財団） 

・生涯学習市民センターで「初級人形劇講習会」「美術関連実技講座」を実施しました（生涯学習課） 

・能楽師の辰巳満次郎氏による「子ども能楽体験事業」を実施しました（文化振興課） 

〈課題〉 

〇文化芸術活動の拠点施設で気軽に参加できる多彩なジャンルの文化芸術事業の実施 

拠点施設での集客増に向け、より幅広いジャンルで気軽に参加できる事業を実施するため

の方策を考えること 

○公共施設のロビーなどにおけるコンサート等の実施 

ビジュアルアートについては試行的に庁舎ロビーで美術作品の展示を行っていますが、パ

フォーミングアートについては、協力を依頼する芸術家の情報蓄積が十分でないため、市内

在住・枚方市ゆかりの芸術家の発掘と活動支援を行うための仕組みを作ること 

○初心者向けの文化芸術に関する講座等の実施 

○芸術家による体験・参加型ワークショップの実施 

文化芸術への関心や触れる機会が少ない方に、きっかけを提供できるような魅力的な取り

組みとするため、企画段階からプロの力を生かすこと   

〈今後の取り組み〉 

芸術家による体験・参加型のワークショップの開催を推進することによって、文化芸術に関心を持

つ新たな市民を掘り起こし、市民の裾野を拡げます。また、気軽に参加できる多彩なジャンルの文化

芸術事業の継続的な実施と、芸術家と地域をつなぎ地域で文化芸術事業を企画できるような仕組み

の創設について検討します。  
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Ⅱ文化芸術を育み、発信するまち 

 

２．特色ある文化芸術の創造に対する支援 

■特色ある文化芸術の創造を支援することで、まちの魅力を創出し、市民のまちへの愛着を深めま

す 

 

〈平成 29年度の主な取組〉 

・本市の歴史や風土、伝承文化などの地域資源を題材とした事業として、枚方宿鍵屋資料館で、

枚方宿ゆかりの引札（昔のチラシ）展や、枚方宿関連講座、イベントを多数開催するととも

に、旧田中家鋳物民俗資料館で、竹かご、鋳物、鋳造、七宝などの体験講座を多数開催しま

した（文化財課） 

・市民の活発な文化芸術活動を発展させる取り組みとして、牧野生涯学習市民センターを拠点

とした「ひらかた人形劇フェスティバル支援事業」や、「市民合唱祭」、「吹奏楽フェスティバ

ル」などを実施しました（生涯学習課・文化振興課） 

・枚方の伝承文化を題材にした文化芸術事業として、文化国際財団が、枚方歴史物語「火炎の

蝦夷､阿弖流為」を共催で実施しました（文化国際財団） 

・新たな魅力となる文化芸術の創造支援として、芸術家と市民がともに舞台公演を創り上げる

「枚方シティオペラ」の 3年目として、親しみやすい演目の「蝶々夫人」を上演しました（文

化国際財団） 

・枚方宿地区の町家を活用して、「ひらかたまちかど空間アートフェスティバル」を開催し、枚

方ゆかりの現代作家の美術作品を展示しました（生涯学習課・文化財課） 

〈課題〉 

○本市の新たな魅力となる文化芸術の創造に対する支援 

芸術家と市民がともに舞台公演を創り上げる「枚方シティオペラ」について、継続実施に

向け、作品の創造に伴う財源の確保に取り組むこと 

○オルタナティブスペースを活用した創造に対する支援 

一定の期間を使って創造支援につなげるような活用については、施設本来の目的を阻害し

ない範囲で検討すること 

〈今後の取り組み〉 

文化財や伝承文化を生かした取り組みは多数実施されていますが、文化芸術の創造に対する支

援としては十分とは言えません。創造支援には経費負担を伴い、本市の特色として認知されるため

には継続的に取り組むことが必要です。発信と育成の視点も入れて若手芸術家の創造活動を支援

するなど、本市の文化芸術の特色づくりにつなげていきます。 
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Ⅱ文化芸術を育み、発信するまち 

 

３．文化芸術の振興に関し功績があったものに対する顕彰 

■文化芸術に関し功績があった人や優れた文化芸術活動を行っている芸術家等に対して顕彰を行

い、奨励するとともに、その活動を広く発信します 

 

〈平成 29年度の主な取組〉 

・世界児童書画展で全国 1位に相当する文部科学大臣賞を受賞された団体に対して、市民文化

賞を贈りました（総務管理課） 

〈課題〉 

○ 功労賞や奨励賞などの新たな顕彰制度の創設 

新たな顕彰制度についての、市民文化賞との整理 

○ 受賞者に発表する機会を提供するなど、成果の披露等を通じた市民への還元 

市内在住の芸術家や芸術家を目指して学んでいる市民などの情報を収集する仕組みの構築

と、情報収集、集まった人材情報を活用できるような制度の構築を検討すること 

〈今後の取り組み〉 

市内で活躍する芸術家や、プロの芸術家を目指して学ぶ若い世代の受賞状況などの功績につい

て、十分な情報収集と人材活用を実現できる制度を検討し、新たな顕彰制度の創設を検討します。

受賞者への発表機会の提供などを充実していきます。 
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Ⅱ文化芸術を育み、発信するまち 

 

４．事業者、大学及び団体等が行う文化芸術に関する地域貢献活動の促進 

■事業者や大学、団体等が行う文化芸術活動支援（メセナ活動）に対する機運を高めます 

■事業者や大学、団体等と連携し、新たな魅力づくりや魅力ある文化芸術事業に取り組みます 

■学園都市ひらかたの特色を活かし、市と大学が連携した取り組みを推進します 

 

〈平成 29年度の主な取組〉 

・企業 1社から、総合文化芸術センターの整備に対して寄附による支援を受けました（文化振

興課・商工振興課） 

・枚方工芸会との共催で「ひらかた工芸展」を実施しました（生涯学習課） 

・市内大学との連携により「ひらかた市民大学」を実施しました。また、学生自身が考える枚

方市の魅力的な「景色」「場所」「建物」などの写真を募集する「ひらかた魅力発信コンテスト」

を実施しました（生涯学習課・ひらかた魅力推進課） 

〈課題〉 

○ 事業者や大学、団体等による文化芸術活動支援への働きかけ 

総合文化芸術センターの整備費への寄附や、ネーミングライツに関する支援の協力につい

て、事業者などへ積極的に働きかけること。また、冠事業の実施などソフト事業に関する支

援についても検討すること 

○ 大学など教育研究機関等と連携したアートマネジメント等の人材の育成 

アートマネジメント人材の育成に必要な現場での実践について、その実現に向けた検討を

進めること 

〈今後の取り組み〉 

事業者や大学、団体等との連携を進めるためには、文化芸術に対する理解を得ることが先決であ

るため、拠点施設で行うソフト事業が事業者等にとって支援対象として魅力を感じられるよう、事業内

容について検討します。 

また、アートマネジメント等の人材の育成について教育研究機関等と連携した事業枠組みについ

て検討します。 
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Ⅲ文化芸術が継承される基盤の整った魅力あるまち 

 

１．文化芸術活動の拠点施設の整備及び活用 

■(仮称)総合文化芸術センターを整備し、文化芸術活動の拠点施設として活用するとともに、生涯学

習市民センターなどの地域の文化芸術活動を支える施設との連携により効果的な事業運営を行

います 

■市所蔵の美術工芸品を保存・公開等を行う観点を踏まえて、美術館を含む本市の美術施策の推

進に関する基本的な考え方をまとめます 

 

〈平成 29年度の主な取組〉 

・総合文化芸術センターについて、大・小・イベントホール、美術ギャラリーなどを備えた文

化芸術活動の拠点施設として実施設計を完了しました（文化振興課・施設整備室） 

・平成 30年 4月に「美術施策に関する基本的な考え方」を策定しました（文化振興課） 

〈課題〉 

○ 総合文化芸術センターを活用した魅力的な事業の推進 

○ 総合文化芸術センターと地域の文化芸術活動を支える施設との連携による効果的な事業の実施 

○ 幅広い市民ニーズに対応した施設運営 

平成 31年度に予定している、枚方市総合文化芸術センターの条例改定と、指定管理者の募

集について、平成 29年 6月に策定した「（仮称）枚方市総合文化芸術センターの施設運営に

ついて（基本方針）」に基づき、事業のあり方や施設運営の詳細について幅広いニーズを踏ま

えた検討を進めること 

○ 文化芸術事業を支える市民ボランティア登録制度の創設 

総合文化芸術センターの施設運営の詳細とあわせた検討を進めること 

〈今後の取り組み〉 

総合文化芸術センターを活用した魅力的な事業を推進するため、平成３０年度に実施した「枚方市

文化芸術アドバイザーの設置」及び「大阪フィルハーモニー交響楽団との連携協定締結」に基づき、

市民が身近に本物の文化芸術に触れる機会をつくるとともに、市外からも集客できるような魅力的な

事業の実施を目指します。また、総合文化芸術センターと地域の文化芸術活動を支える施設との連

携による効果的な事業の実施に努めます。併せて幅広い市民ニーズに対応した施設運営のあり方

や市民ボランティア登録制度についても検討し、総合文化芸術センターの条例改正と指定管理者の

募集に反映します。 

 「美術施策の推進に関する基本的な考え方」に基づき、美術施策を推進します。 
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Ⅲ文化芸術が継承される基盤の整った魅力あるまち 

 

２．文化芸術活動の拠点施設における専門的能力を有する者の確保及び育成 

■(仮称)総合文化芸術センターにおいて、文化芸術事業を行うために必要な専門的能力や知識を有

する者の確保・育成に努めます 

■他都市で優れた施設運営を行う文化施設と連携した研修等の実施により、(仮称)総合文化芸術セ

ンターの運営に携わる職員の資質向上に努めます 

 

〈平成 29年度の主な取組〉 

・今後の検討事項であるため実績なし。 

〈課題〉 

○ 総合文化芸術センターの運営や事業を支える専門性を有する人材の配置 

○ 将来の施設運営を担う専門性を有する人材の育成とそのノウハウの蓄積 

○ 他都市の文化施設と連携した相互研修や派遣型研修の実施 

枚方市総合文化芸術センターの指定管理業務仕様書への位置付け方を検討すること 

〈今後の取り組み〉 

総合文化芸術センターの運営を行う指定管理者を公募する際に、専門性を有する人材の配置と

育成等について、どのように仕様書に位置づけることができるか研究します。 
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Ⅲ文化芸術が継承される基盤の整った魅力あるまち 

 

３． 地域における文化芸術の振興を支える人材の育成 

■市民と芸術家や文化施設をつなぎ、地域において様々な形で文化芸術の振興を支える人材を育

成します 

■将来を見据えた文化芸術の振興に向け、芸術家を発掘し、育成に関する支援を行います 

 

〈平成 29年度の主な取組〉 

・市民を対象とした人材育成支援講座やワークショップとして、発声練習や台本の読み方から

始めて、最後に市民会館大ホールの舞台で発表する演劇ワークショップを実施しました。ま

た、「初級人形劇講習会」、「サンサン人形劇場」、「美術関連実技講座」を開催しました（文化

国際財団・生涯学習課） 

・市内在住芸術家の発表の機会の提供として、枚方ゆかりの若手芸術家支援事業「アートスプ

ラウト」を試行実施し、美術作品を市民ギャラリーと市役所庁舎内に展示しました。また、

枚方ゆかりの若手演奏家による「早春コンサート」を、枚方ゆかりの演奏家による「アフタ

ヌーンクラシックコンサート」をメセナひらかた会館で開催しました（生涯学習課・文化国

際財団） 

・若手芸術家の施設使用時における優遇措置として、くずはアートギャラリーで、30歳未満の

利用者は一般の利用料金の 4割減免としています（文化国際財団・文化振興課） 

〈課題〉 

○文化芸術事業を支える市民ボランティアの育成 

○人材育成と連動した活躍の場の創出 

先の「文化芸術活動の拠点施設の整備及び活動」の「文化芸術事業を支える市民ボランテ

ィア登録制度の創設」とあわせて、活躍の場づくり等について検討すること。 

○市内在住や枚方市ゆかりの芸術家の活動調査研究による情報の蓄積と活用 

○市内在住芸術家の公演や展覧会の開催など発表の機会の提供 

市内在住・枚方市ゆかりの芸術家の情報蓄積や発掘、育成を行うための仕組みを作ること 

 

〈今後の取り組み〉 

 市民を対象とした人材育成支援講座や体験・参加型ワークショップの開催について、総合文化芸術

センターにおいて継続的に実施できるよう検討します。 

市内在住や枚方市ゆかりの芸術家を発掘し、公演や展覧会の開催といった発表の機会の提供や

若手芸術家の施設使用時における優遇措置の検討など、育成に関する支援を行うための仕組みづ

くりを検討します。 
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Ⅲ文化芸術が継承される基盤の整った魅力あるまち 

 

４．文化芸術に関する情報の収集、蓄積及び発信  

■文化芸術に関する各種情報を積極的に発信し、市民や文化芸術団体とそれらの情報を共有しま

す 

■本市で培われた文化芸術や本市ゆかりの美術作品等を次世代へ引き継ぐという観点を踏まえ、

継続的な研究・保存・公開に取り組みます。 

■市民ニーズに応じた多様な情報発信手段により、効果的に情報を届けます 

 

〈平成 29年度の主な取組〉 

・大阪美術学校や枚方市ゆかりの作家の作品の保存・公開を年に 8回行い、御殿山美術センタ

ーや市役所別館 1 階ロビー空間で、アートエキシビジョンとして本市ゆかりの美術作品を公

開する事業を開始しました（生涯学習課） 

・情報誌「ひらかた文化」、くずはアートギャラリー情報誌「KAGI」を発行することで、コンサ

ートや展覧会の開催情報など市内の文化芸術に関する情報等を発信しました（文化国際財団） 

〈課題〉 

○ 本市ゆかりの美術作品や関連資料の研究・保存・公開 

市に学芸員を置くことを検討する一方、公開スペースは指定管理者制度を導入する総合文

化芸術センターに置くため、市と指定管理者との関係を整理すること 

○ 各種情報や作品・関連資料のアーカイブ化と活用 

○ 市民や文化芸術団体等からの情報収集や情報交換による共有化 

指定管理者制度では事業者が変わることが想定されるため、長期的な蓄積を検討すること 

○ 文化芸術に関するポータルサイトの整備・発信 

○ 広報ひらかた、チラシ、ポスターなど紙媒体の活用 

○ ホームページ、ツイッター、フェイスブックなど多様な情報発信ツールの活用 

有力な情報発信ツールである広報ひらかた、チラシ、ポスターなどの紙媒体での事業の周

知は継続しながら、ポータルサイトの構築などホームページ等の情報発信ツールも活用する

こと 

〈今後の取り組み〉 

 枚方市総合文化芸術センターで魅力的なソフト事業を継続的に展開するためには、文化芸術への

理解を得ることが必要であることから、2021年に予定する開館に向けて、多様な情報発信ツールを

活用し、情報発信を充実していきます。開館後の文化芸術に関する情報の収集、蓄積及び発信の方

法については、市と指定管理者の役割を含めて検討します。 

  


