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別紙標準様式（第７条関係） 

会 議 録 

会 議 の 名 称 第１回枚方市文化芸術振興審議会 

開 催 日 時 平成 30年 12月 5日（水曜日） 
午前 10時 30分から 

午前 12時 30分まで 

開 催 場 所 別館 4階 第 3委員会室 

出 席 者 

委員 10名中 10名出席 

会長：林伸光委員、副会長：佐藤友美子委員、 

委員：大國佐智代委員、小川知子委員、木村容千委員、所めぐみ委員、 

中川美穂委員、畑景子委員、山内佳代子委員、吉冨聡委員 

欠 席 者 なし 

案  件  名 

(1)枚方市文化芸術振興計画の進捗状況について 

(2)文化芸術施策の今後の展開について 

(3)その他 

提出された資料等の 

名 称 

資料 1  審議会委員一覧 

資料 2  枚方市文化芸術振興審議会に係る関連例規 

資料 3  枚方市文化芸術振興審議会の傍聴に関する取り扱い要領（案） 

資料 4  枚方市の文化芸術振興にかかる検討経過 

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] 

資料 6  平成 31年度からの実施を目指す取り組み（案） 

資料 7  枚方市総合文化芸術センターでの実現を目指して条件整理を進める取り組み 

資料 8  審議会スケジュール 

参考資料 1 諮問書 

参考資料 2 枚方市文化芸術振興条例 リーフレット 

参考資料 3 枚方市文化芸術振興計画 

参考資料 4 枚方市総合文化芸術センター パンフレット 

参考資料 5 （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）  

参考資料 6 枚方市文化国際財団 平成29年度事業報告書 

決 定 事 項 

□ 会長・副会長を選任した。 

□ 審議会を公開し、会議録は要点筆記で公表するものとした。 

□ 枚方市文化芸術振興計画の進捗状況及び文化芸術施策の今後の展開につ

いて確認した。 

会議の公開、非公開の別 

及 び 非 公 開 の 理 由 
公開 

会議録の公表、非公表の

別及び非公表の理由 
公表 

傍 聴 者 の 数 1名 

所 管 部 署 

（ 事 務 局 ） 
産業文化部 文化振興課 
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審議内容 

１．はじめに 

事務局：ただ今より第１回枚方市文化芸術振興審議会を開催いたします。委員の皆様には、お忙

しい中をご出席いただき、誠にありがとうございます。 

私は、事務局を担当させていただきます、枚方市産業文化部長の松宮でございます。

審議会の会長が選出されるまでの間、事務局で進行を務めさせていただきますのでどう

ぞよろしくお願いいたします。 

     また、本日の会議録作成にあたりまして、会議内容を録音させていただいております。

ご了承いただきますようお願いします。 

 

それでは、審議会の委員にご就任いただく皆様をご紹介しますとともに、「委嘱状」を

お渡ししたいと存じます。本来でしたら、お一人ずつお渡しすべきところですが、時間

の関係もございますので、お席に置かせていただいております。何卒ご了承ください。 

資料 1に委員のお名前を記載しておりますので、合わせてご覧ください。 

なお、お席につきましては、50音順にお座りいただいていますので、順番にご紹介さ

せていただきます。 

（委員紹介） 

以上 10名の委員の皆様で、枚方市文化芸術振興計画の進捗状況並びに文化芸術施策の

今後の展開について、ご審議いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

また、本日は、委員 10名中 10名出席いただいておりますので、枚方市附属機関条例

第 5条第 2項に規定する「2分の１以上の出席」を満たしており、この審議会の会議が成

立していることをご報告いたします。 

         それでは、続きまして事務局職員の紹介をさせていただきます。  

           (事務局職員紹介) 

        以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

２．会長・副会長選出 

事務局：ここで、次第の 2、審議会の会長及び副会長の選任をお願いしたいと思います。資料 2の

2ページをご覧ください。この審議会の設置根拠となります枚方市附属機関条例では、第

4条第 1項で、「会長及び副会長を置く」と定めております。その選任につきましては、

同条第 2項で委員の互選によるとされていますが、ご推薦などはございますか。 

 

委 員：事務局からご提案があれば、一任してはいかがでしょうか。 

 

事務局：皆様それでよろしいでしょうか。 

 

    [異議なし] 

 

事務局：では、事務局から提案をさせていただきます。前回の審議会でも会長を務めていただき

ました林委員を会長に、前回の審議会で副会長を務めていただきました佐藤委員に副会

長をお願いしてはどうかと考えておりますが、皆さんいかがでしょうか 
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    [異議なし] 

   

     ご異議がないということでございますので、林委員が会長に、佐藤委員が副会長に選

任されました。お二人は、前の会長席・副会長席の方に移動をお願いしたいと思います。 

     それでは、林会長より、会長就任のご挨拶をいただきます。 

 

会 長：(就任あいさつ)  

 

事務局：続きまして、佐藤副会長より、副会長就任のご挨拶をよろしくお願いします。 

 

副会長:（就任あいさつ）  

 

事務局：それでは、ここからは林会長に審議会の進行をお願いいたします。 

 

３．審議会の運営方法について 

会 長：まず、資料の確認をお願いします。 

 

事務局：それでは、お手元の資料のご確認をさせていただきます。本日の会議資料は、次第、資

料 1から 8、参考資料 1から 6となっております。 

       不足などはございませんでしょうか。 

 

会 長：それでは、次第３．審議会の運営について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局：まず、会議の公開及び傍聴に関する取り扱いについてご説明させていただきます。 

資料 2 の「枚方市文化芸術振興審議会に係る関係例規」の 3 ページの枚方市附属機関条

例をご覧ください。第 6条において附属機関の会議は、「公開」と定められています。た

だし、第 6 条第１項第 1 号及び第 2 号に該当する場合は非公開とすることが出来るとあ

りますが、本審議会については該当する項目がありませんので、公開することとなりま

す。 

なお、第 1号に記載されている枚方市情報公開条例第 5条の規定につきましては資料 2

の 14ページに条文を抜粋して掲載しております。 

また、資料 2の 3ページの附属機関条例の第 6条第 2項で「会議録を作成しなければな

らない」となっておりますが、その記載方法につきましては要点筆記で考えております。 

次に 16ページの「枚方市審議会等の会議の公開等に関する規程」をご覧ください。 

       19ページの第 7条において会議録については、会議録の確定後速やかに一般の閲覧に供

するものとされています。 

       次に会議の公開に当たり傍聴手順等を定める必要がございます。 

18ページの第 4条第 3項には「審議会は、その会議の公開に当たっては、当該会議が公

正かつ円滑に行われるよう、傍聴に係る手続その他必要な事項を決定する」とあります。 

資料 3をご覧ください。 
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「枚方市文化芸術振興審議会の傍聴に関する取り扱い要領」を提案させていただきます。

この要領につきしては、本市に定めます審議会の標準的な様式の要件を満たしているも

のになります。 

以上会議の公開、傍聴に関する取り扱い等についてご審議いただきますよう、よろしく

お願いいたします。 

 

会 長：事務局から本審議会の設置概要、会議の公開、議事録、傍聴手順について説明がありま

したが、委員の皆さん、この件についてご意見などございますか。 

 

        [意見なし] 

     

   特にないということですので、本審議会の会議を公開して会議録を要点筆記で公表する

ものとさせていただきます。また、傍聴に関する手順についても、事務局提案のとおり

とします。 

それでは、ここで事務局より総合文化芸術センターについての紹介があります。 

 

事務局：平成 33年度に開館予定の枚方市総合文化芸術センターの概要につきまして、事務局より

3D 映像を用いてご紹介させていただきます。委員の皆さまには、お配りしております参

考資料 4のパンフレットをご参照いただきながら、ご覧ください。 

 

～3D映像の説明～   

 

以上が、枚方市総合文化芸術センターの概要でございます。この件につきまして、ご質

問はございませんか。 

 

委 員：建設費用はいくらですか。 

 

事務局：開業準備費用等で、予算としては約 140 億円です。建設工事と電気設備工事、機械設備

工事、舞台設備工事の 4 件については、議会で議決をいただいており、大分のオクトホ

ールというホール建設で実績がある前田建設工業にお願いすることになりました。他の

工事業者につきましては、フェスティバルホール建設等に携わっておられたと聞いてい

ます。音響と照明の工事につきましても先日入札が終了し、12 月議会で議決をいただく

予定です。工事については、入札が不調になることなく順調に進めることができていま

す。今後の工事発注については、植栽工事を予定しています。 

    現在、掘削作業が始まっており、総合文化芸術センターは地下 1 階地上 5 階で、地下に

リハーサル室があります。大ホールは、1,468席となっており、市民会館の 1,448席から

20席の増加となっています。1,500席で計画していましたが、シミュレーションの結果、

見切り席ができることから、今、お示しした席数となっています。美術ギャラリーにつ

きましては、現在サンプラザ 3 号館 5 階に市民ギャラリーとふれあいホールがあります

が、老朽化しているため廃止し、美術ギャラリーへ移転することになります。なお、本

市には、メセナひらかた会館に 360 席の多目的ホールがあるのですが、美術バトンが 3
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本しかなく、演劇等をするにあたり音響や照明が設備として不十分であるため、今回新

たに 325 席の小ホールを作ります。イベントホールは、パントリーという飲食に対応す

るスペースがあり、レセプションパーティーができます。枚方には大人数で食事できる

ようなスペースがなく、今回、多目的活用施設に飲食業者が入る予定となっているので、

そちらと提携して立食なら 200 名程度のパーティーができます。文化芸術事業以外のホ

ール利用も踏まえていろいろな方に利用していただけたらと考えています。地下のリハ

ーサル室については、防音対策をとっており、当初は 2 室の予定でしたが、建設費の高

騰を踏まえ 1室としています。 

     それでは、ここで一旦切らせていただきます。 

  

    （市長入室） 

 

    本日は、第 1回の審議会ということで、審議会に諮問を行うため市長に出席いただき

ました。伏見隆市長でございます。 

     それでは、伏見市長よりご挨拶申し上げます。 

 

    （市長挨拶） 

 

４．諮問 

事務局：それでは、次第の 4、伏見市長から林会長に諮問書を手渡していただきます。委員の皆様

におかれましては、お手元の参考資料１に諮問書（写）をお配りしておりますので、ご

参照くださいますようお願いいたします。それでは、伏見市長、林会長、前のほうにお

越しください。 

 

市 長：（諮問書 読み上げ） 

 

    [諮問書の交付] 

 

事務局：市長におかれましては、この後、公務がございますので、ここで退席をさせていただき

ます。 

 

    [市長退席] 

 

事務局：それでは、審議会の進行を林会長にお返しいたします。 

 

会 長：傍聴の方はいらっしゃいますか。 

 

事務局：いらっしゃいます。 

 

会 長：それでは、ただいまより 5分程度休憩をとり、その間、傍聴の方にお入りいただくよう、

事務局のほうで手続きをよろしくお願いします。 
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        [傍聴者入場手続き] 

 

５．議事案件 

会 長：それでは、審議会を再開いたします。 

次第の 5、議事案件に入らせていただきます。 

本日は、委員の皆様に枚方市の文化芸術の現状を把握いただくため事務局からの説明

を中心に行い、最後に皆様からご意見をいただきたいと思います。審議については、次

回の審議会よりお願いしたいと思います。 

それでは．案件（1）枚方市文化芸術振興計画の進捗状況について事務局より説明をお願

いします。 

 

事務局：（枚方市文化芸術振興計画の進捗状況について資料 4と資料 5に基づき説明） 

 

会 長：ただ今事務局から説明がありましたが、質問につきましては、最後にお聞きしますので、

続いて、案件（2）「文化芸術施策の今後の展開について」事務局より説明をお願いしま

す。 

 

事務局：（文化芸術施策の今後の展開について、資料 6、資料 7、資料 8に基づき説明） 

 

会 長：事務局からただいま説明がございましたが、初めてお集まりの皆様には複雑であったか

と思います。これから議論を進めるにあたり大切なポイントでありますので、私のほう

で要点をおさらいしてみます。 

まず、枚方市文化芸術振興条例は、誰もが身近に文化芸術に触れることのできる環境

の実現に向けて、市と市民、芸術家、事業者、大学及び団体等の役割を記載し、行政と

ともに、みんなで「このまちを文化芸術で元気にしていこう」という理念で制定されて

います。 

     文化芸術振興審議会は、条例の第 9 条に位置付けられた重要な審議会で、審議会は市

長の諮問に応じて開催され、市長に答申することができる、とされています。 

     文化芸術の振興に係る重要事項に関して条例に基づいて市長に意見を述べることがで

きる審議会であり、それがこの審議会の役割でもあります。前回の審議会では、振興計

画を作りました。条例に基づく審議会ということで、それだけの効力と責任ある審議会

です。 

     さて、新しい総合文化芸術センターに関してですが、資料 4 を見ていただきまして、

大事な問題はどのような議論をするかということです。参考資料 5 に施設運営について

の基本方針があります。単なる貸施設ではなく、劇場法に基づき、市民の文化の拠点に

なっていることが大事であり、いろいろなものをそこから広めていくことができます。

新たなものを作って広めていく場所であり、そういう施設としていかなければなりませ

ん。資料 4の真ん中に指定管理者が出てきますが、整理しておくと、2003年に地方自治

法の第 244 条の指定管理者制度が改正になりました。改正以前は、地方自治法における

公共施設については市の直営または市が 50%以上の出資を行う公的団体、例えば枚方市文
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化国際財団などしか公共施設の運営ができませんでした。2003 年の小泉政権で世の中が

民営化の流れとなり、民間事業者に任せた方が、効率化が図れるということで、必ずし

もそうではありませんが、公共施設も民間が参入できるようになりました。そのような

中で、総合文化施設については、枚方市文化国際財団が指定管理者にはならないという

結論が出ていることから、枚方市が出資する団体による運営や市の直営ではなく、いく

つかの民間業者から指定管理者を選定して決めるということになります。しかし、そこ

に運営を全て丸投げして任せるのではなく、この施設でどういうことをしようとしてい

るのか、どの様にしたらよいのかをこの審議会で話し合う必要があります。また、資料 4

の指定管理者選定の上に設置条例（改正）と記載されていますが、新しい施設に関して

設置条例（設置管理条例）を作って、例えば貸館の受付は 1 年前からするのかなどいろ

いろなことを今から決めていくわけです。また、どのような事業を行うのかといった事

も整理し、指定管理者に示さなければなりません。それに関して、一旦私たちはいろい

ろな意見を出して、市長に対して答申して、市が指定管理者を募集することになります。

ですので、指定管理者は、市または市民の求めに沿った提案ができる事業者を選ぶこと

になり、そこにある程度任せながらも、市の役割、市民の役割も決めていくという手順

になります。そういう流れで進めていくことを皆様にはご認識いただき、次回から議論

を進めていきたいと思います。 

古い市民会館が廃止され、駅の向こうに新しい施設ができるということで、どんな施

設になったらよいのかを中心に、それぞれの立場からいろいろなご意見をまずは大きな

ところから述べていただいて、次回へつなげていきたいと思います。では自己紹介も含

めて簡単に 3分程度でお願いします。 

では、佐藤副会長からお願いします。 

 

副会長：普通、ホールなどはまず大きな財団が指定管理者となって、そこが戦略や大枠を決めて、

実務も担うケースか、完全に行政が丸抱えでやっているケースが多いです。 

 

会 長：兵庫県立芸術文化センターの場合は、財団が指定管理者となっています。多くは市の直

営か、財団のような市の出資者が指定管理業務を担うことが多いのですが、枚方市は財

団ではなく、民間にされるということです。 

 

副会長：それは大変だと思います。民間でもそういうサービスの会社はありますが、財団のよう

な公的機能を持っているかというとそういうことはありません。ホールや美術館をたく

さん持っている場合、そのネットワークを持っていることを強みに運営するケースはあ

ります。普通の形だと財団が指定管理をするということかもしれませんが、枚方市の場

合は新たなチャレンジということもあり、その中で指定管理者と市との関係をどうする

か。指定管理者だけに全てを任せることはできないのではないかと思います。まずは大

きなことから決めるにあたり、例えば堺市の場合は財団が運営しているのでお手本にな

らないですが、枚方市と同じような形態の指定管理について情報収集していただき、こ

ちらもそれをもとに判断していきたいと思います。 

     とても大変な取り組みだと思いますが、新しい施設が完成すれば魅力的ですし、市民

の方に参加してもらえる可能性も高まります。考えの方向性として市民ということに重
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きを置いていますので、そういった可能性を見出して、提案できればいいなと思います。 

 

会 長：少しだけ整理しておきますと、指定管理者制度にはいろいろな形がありまして、公募に

しないといけないことはありません。堺市もそうですが、行政が主たる出資者である財

団が首長つまり知事や市長の任命を受けて議会の承認を得て、非公募で選ばれているこ

ともあります。公募の場合には、公募で財団と民間が競うケースもあります。次回以降

の話になりますが、今の市民会館の場合は、施設管理については指定管理者が行い、貸

館以外の文化事業に関わる市の事業については枚方市文化国際財団が行っています。施

設管理と事業を分けていることになり、こういう形でも可能です。しかし、今度の新し

い施設に関しては、指定管理に施設管理と事業の両方任せるという方向で考えています。

公募の事業者にどこまでの役割を担ってもらうのか、市民と連携した事業を作っていく

ことが可能なのか、副会長のご意見は大事なポイントでしたのでまとめさせていただき

ました。 

     では、名簿順に意見をいただきます。大國委員お願いします。 

 

委 員：学校は、子ども達にとって学力を付ける所ではありますが、豊かな心を育てる場所でも

あります。私たち学校の立場から文化芸術の振興に協力できると思うのですが、公立の

小学校にはいろいろな子ども達がおり、例えば様々な支援が必要な子どももおりますの

で、バリアフリーが大切だと感じています。 

 

会 長：それは施設の関係ですね。 

 

委 員：そうですね。 

 

会 長：また、次回にご意見いただきたいのですが、今アウトリーチ事業を小学校 45校で実施し

ていますが、今度の新しい施設では鑑賞型の事業を市または教育委員会事業として取り

入れられると思います。それに関してどういう形がいいのか。小学生と中学生では各年

代によってやり方が異なってくるので、そういったところでもご意見いただければと思

います。 

では、次に小川委員お願いします。 

 

委 員：私は、枚方市美術施設運営委員協議会の委員をしております。本日施設の映像を拝見す

ると、新しい施設ができるということだけで、「そこに展示できる」とモチベーションが

上がりますし、市民からの期待も高まるのではないかという点でいいなと思いました。

その他、美術ギャラリーについてですが、市の所蔵品を収納できるスペースはあるので

しょうか。 

 

事務局：地下にあります。 

 

委 員：わかりました。 

     あと、指定管理のことですが、大阪市の美術館と博物館は、現在は大阪市から業務委
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託を受けている大阪市博物館協会が指定管理を担っていますが、問題点が多く、来年 4

月から地方独立行政法人に移行することになっています。今のお話を聞きましたら、民

間の指定管理の方がノウハウの面で期待が持てるのではないかと思いました。市と関わ

りの強い団体が指定管理者になりますと、市からの出向者が多く、市の規定に準じた縛

り等をそのまま運用させて、なかなか柔軟な対応ができません。地方独立行政法人にな

ることで、経営と運営の一元化が図られる予定です。また指定管理者を公募するのは、

とても大変なことで、業務について一からきちんと定義をしていかなければならないの

で、そうした視点で審議したいと思います。 

 

会 長：事業など業務内容については、市民の側として審議会から発言していきたいと思います。

小川委員へお願いしたいこととしては、市内の生涯学習施設の美術関連の事業に携わっ

ておられるため、所蔵品を持つセンターとの連携をどうすればよいかなどご意見いただ

きたいと思います。 

     では、木村委員お願いします。 

 

委 員：140億という費用をかけて整備され、施設の運営にも税の投入がある中で、指定管理者が

どういう規模でやっていくのか、私どもの会議所は企業で構成されており、いろいろな

産業を通して地域の活性化に取り組んでいますが、地域振興や賑わいも含めて文化芸術

がどう役に立つのかという点で考え、会議所がどんな役に立てるのか考えています。今

枚方では、いろいろな街づくりが進められていますが、枚方は北河内の中では大きな街

ですので、北河内の拠点として市域を超えた展開を考えてもよいのかなと思います。一

番問題になるのは、施設の使い勝手が良いのかということで、我々はいつも企業の利益

などビジネスの観点で考えるのですが、文化芸術というものは基本人々の心の豊かさを

育むというものが根底にあると思います。今いろいろな企業がグローバルに展開してい

てもやはりローカルの部分が大切で、その豊かさをこの施設でどう形成して集積してい

くのかが大切です。そういう位置付けで総合文化芸術センターを作っていく必要がある

と思います。 

     また、施設の維持管理を行う上で、よくプラットホーム「出会いの場」というものが

ありますが、いろいろな方と出会える場として、文化芸術を広げていき形成していくこ

とが大切であると思います。商工会議所としてどのような役に立てるのかを考え、また、

地域の企業の支援や協力のあり方の点でご協力させていただきたいと思います。 

 

会 長：文化施設というのは、運営の仕方を広がったものにしていくこといわゆる非利用価値が

大事で、単純に利用価値、経済価値、つまり入場料を払って見に来る人が、劇場に来て、

楽しんで、終わるのではダメで、何かを発表して終わるだけでもダメなのです。文化に

とどまらない価値、つまり今度の文化施設が存在することで、枚方の街がもう少し広域

に広がりながら、外から見ても魅力的な街になるよう街の魅力を高めていくことにつな

がっていくようにしなければなりません。また大國委員からありましたように、未来を

担う子どもたちに対して、文化施設が誇りになる。何かを鑑賞することで、また自分た

ちの学校にやって来るアウトリーチ事業とは別の形で枚方の文化の良さや芸術の高さを

感じ取ることで、この街に対する誇りを持つ。そこまでするためには、この劇場で何を
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したらよいかの議論の中で、産業との連携は非常に大事だと思います。そういう点から

も大國委員と木村委員は次回以降ご意見いただきたいと思います。 

     では、所委員お願いします。 

 

委 員：私は、地域福祉、生涯学習という分野を専門としております。枚方市では 45の小学校が

あり、各小学校区で地域福祉に関わる取り組みが行われています。福祉というものは、

ある方からするととても狭い一部の人のものであると捉えられがちですが、実はそうで

はなく、全ての人たちに関わる“Well-being”といいますか、どのように生きていきた

いか、より良く生きることを追求していく営みです。それがなかなか一人ではできない

ので、自分が暮らす地域社会の一員として、いろいろな関わりを持ちながら、自己実現

できるかどうかということに関わってくるのですが、今回の会議に先立ちまして、改め

て枚方市文化芸術振興条例を見ていると、文化芸術振興も福祉や私たちが生きている全

てのことに関わっているものだと思いました。 

 特に今回、すごくいいチャンスだと思っていますのは、新しいものを作っていくとい

うところで、市民の興味を高めやすいと思います。先ほど、スライドでご説明いただい

たものが実現していく中で、例えば、駅から近いところで、建物だけではなく広場があ

って、そして手前には市の福祉会館であるラポールひらかたがあり、そこでは福祉サー

ビスの利用者だけではなく地域のさまざまな福祉活動をされている方もいらっしゃいま

す。そして、地域医療や看護師教育を行っている関西医科大学もあります。この場所で

は、普段からいろいろな方たちが関わる可能性があると思いました。そして、先ほどお

話がありましたように、この施設を使うことで、枚方をみんなで盛り上げる、大切にす

るということ、地域福祉や生涯学習の観点ではそこが大切なことなのですが、垣根や弊

害がある中で、みんなで関わり盛り上げることができるということ。障害がある方や一

見距離があるような状況の人でも楽しめるようにするための工夫が必要だと思います。

しかし、あまり特別化してしまうのではなく、みんなが盛り上げる側に入れるというこ

とができれば良いと思います。先ほどお話にありましたように、すでに大学との連携も

進められており、誇れる枚方でもありいろいろな地域とつながりながらということも重

要な視点かと思います。 

 

会 長：次に中川委員お願いします。 

 

委 員：私はクラシック音楽を専門に演奏する立場からの意見になりますが、新しい施設が私た

ち枚方演奏家協会や演奏家クラブなどの枚方出身や枚方で活動している演奏家の活動拠

点となると同時に、海外や国内のさまざまなオーケストラやオペラを上演する際に敷居

が高くならないようなことを考えていきたいと思います。市民・地域の方々にクラシッ

クをもっと身近に感じていただけるようなベースを作るために、生涯学習市民センター

などのいろいろな施設を使って気軽なコンサートを行い、足を運んでもらいやすくなる

ようにと考えています。それに関係するよう議論もしたいと思いますのでよろしくお願

いします。 

 

会 長：劇場が 2021年に出来上がってからということではなく、それに向けてどうするのかとい
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うことが大事なことで、現在いろいろ取り組まれているということですので、そのへん

の部分も意見交換できたらと思っております。 

     続きまして、畑委員お願いします。 

 

委 員：私は京都市立芸術大学の美術学部で非常勤講師をしており、この施設における若手作家

の育成について意見を述べさせていただくと、この魅力ある文化芸術センターがたくさ

んの若手作家もしくは作家を目指している人に利用したいと思ってもらえるようになれ

ば良いと思います。どうしたら利用したいと思ってもらえるのかという点では、作家が

この文化芸術センターで発表して終わりではなく、発表したことが作家としてのキャリ

アアップにつながるような場所になれば、枚方以外の他府県からも施設を利用したいと

いう作家が出てくると思います。そういう意味で枚方を中心に他府県からも注目される

ような施設になればと思います。 

 

会 長：中川委員も畑委員からもご意見ありましたが、地元の芸術家を支援していく仕組みにつ

いて、一過性のものに終わらずに、劇場を中心に前へ進んでいくためにどうしたらよい

か、そういったご意見をこれからお願いできたらと思います。 

     次に山内委員お願いします。 

 

委 員：私は日本舞踊を子どもからお年寄りまで指導しており、古典芸能に小学校の頃から親し

めるものを広めていきたいと思っております。 

     ホールの説明をいただきましたが、スライドで劇場の表側はご説明いただいたのです

が、なぜ楽屋などの裏側の説明がなかったのでしょうか。市民会館大ホールを長年使わ

せていただいている者といたしまして、楽屋が狭く、小ホールも楽屋としてお借りして、

大ホールで発表するという経過がございますので、新しい劇場の裏側を楽しみにしてお

りました。また、裏側をご説明いただける機会がございましたら、よろしくお願いいた

します。 

     また、総合文化芸術センターのパンフレットは、音楽公演、演劇公演、舞踊公演と書

いていただいておりますが、平成 29年度の取り組み実績のところに舞踊公演が一つも出

ていなかったところが残念に思いました。枚方でも新舞踊が盛んで、古典舞踊がなくな

ってきています。これを機会に枚方でも古典芸能を広めていきたいと思っておりますの

でよろしくお願いいたします。 

 

会 長：裏側のことは事務局からまたご説明いただくということでお願いします。 

     私も設計事業者の選定に参加しておりまして、出演者の方たちに優しい楽屋周りの動

線や楽屋の実用性は大きなポイントだと考えております。 

     それからホールが大と小とありますが、どちらも反響板を付ければ、音楽事業に使え

るということなのですが、舞台機能も付いておりますので、日本舞踊などの古典芸能に

も対応でき、今の市民会館よりも遥かに優れたものになっています。 

 

事務局：楽屋について説明させていただきます。大ホールの楽屋は 7つございまして、大楽屋が 3

つ、中楽屋が 2つ、小楽屋が 2つで、約 80名がご利用いただけます。もちろんバリアフ
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リーになっていますので、楽屋から車椅子でも直接舞台に上がっていただくこともでき

ますし、客席からもバリアフリーで舞台に上がっていただくことのできる設計になって

おります。 

 

会 長：では、最後に、吉冨委員お願いします。 

 

委 員：私は、TSUTAYAのホールディング会社で Tサイトの運営を行っているソウ・ツーという会

社の者で、枚方の T サイトが開業して 2 年半が経ち、駅前に会社と事務所を置いて運営

しております。イベントについては T サイトの中で年間 500 イベントくらい開催してお

り、ジャズなどを含め文化的で多様なものを行っております。山内委員も T サイトで是

非日本舞踊を行っていただき、若い人たちに見せていただければと思います。 

     今、ご説明いただいた中身とは違う視点で、私から宿題として言わせていただくと、

今枚方市駅前が、Tサイトを基点に市役所の移転や京阪の開発、市駅北側の開発をしてい

こうと大きな方針が出ている中で、その先駆け的にこのホールがあるということもあり

ます。そこで、このホールが駅前の開発の中で、どういう位置付け、どういう役割をし

ているのかということを一つ整理しておく必要があります。単体のホールではあります

が、駅前という立地で、いろいろな多様性をもたせる中で、このホールが市民、利用者

にとってどういう価値を持っていくのかが一つの要点だと思います。市役所の建替えや

京阪の開発時に各場所が同じことをする必要はないので、最初にできるホールがどうい

う位置付けで、こういうことをしてこういう人たちを集めるということは街づくり上、

色を付けるために必要だと思います。 

     また、京阪の沿線ということで中之島のホールや京都のロームシアターか八幡・守口

にあるホールがある中で、シェアの関係からどういう住み分けをして、枚方市はどうい

うポジショニングにするのか。例えば、国際的な演劇をここに集めるのか、京阪電鉄を

巻き込まなければいけないが沿線プログラムをどうするのか、大阪府に限らず、京阪沿

線の中でこの枚方のホールを文化芸術を楽しむという観点から見た時に、どういう位置

付けにしていくのか。具体的な話を整理いただきたい。 

     それと自主事業で、私も PFI や指定管理者の要求水準書を作成したり、逆に事業者と

して要求水準書の提案書を起こしたりする仕事をしていたのですが、市としては自主事

業も含めて、指定管理者に安くてクオリティーが高いものを求め、決めていくと思いま

す。その時に、危惧することは、平日大ホールの活用として、2・3 週間準備のため使え

なかったり、ある一定の 2,000 人くらいに価値があってもそれ以外の人たちには価値の

ない状況が生まれることです。その時に、ホール側が何をしていくのか。平日に賑わい

を保っていくためにはどうしていくのか。これも一つ重要なテーマになってくると思い

ます。その中で、指定管理者が運営しやすく、どうやって賑わいを作っていくのか、収

益をどうローコストにして運営するのかがポイントになります。例えば施設前広場に水

回りや電源があったらいいという話が単純にその活用イメージが除かれたまま計画が進

められて、やたらホースやコードを引いてこないといけない施設になると、使用勝手が

悪くなります。指定管理者候補がいるのであれば、もう少しそういうところの意見も取

り込んで、自主事業の可能性を広げるために彼らからスペックとして挙げてもらわない

と、「施設できましたのでこの器でやってください」と言った時に、「この器ではできま
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せん」という話がよく出てきています。そのへんは汲み取るべきであり、今の設計スペ

ックの中で、屋外広場にどれだけの手当てをして、屋外広場の活用を含めた B to B（企

業間取引・Business to Business）のビジネスの中で、彼らに収益を上げさせて、より

良い施設運営にもっていくことを提案させるのかが重要となってきます。リクエストは

たくさん出てくると思いますが、事業者側の意見としては、そういうことを考えること

が必要です。 

     もう一つは、要求水準の中に盛り込むべきことで、今回の震災を受けて、関西医科大

学がある駅前を見た時に、ホールは BCP（事業継続計画・Business Continuity Plan）的

にどう対応されるのでしょうか。大ホールを使うことはないかもしれませんが、関西医

科大学を含めて、ホールを BCP 的にどう活用されるのかは、要求水準に盛り込んでいか

ないといけないと思います。この一年は枚方にとっても大打撃を受けた一年でしたので、

そういうことをしっかり盛り込んでいかないと、事業者に対して押し付けになり、注意

しないと上手くいかないことが出てきます。 

先ほども申しましたが、ホールの 2,000 人だけが楽しみを享受できるのではなく、今

の時代であれば You Tubeで枚方のアプリのボタンを押せば、演奏を動画で見ることがで

きる、あるいはまた枚方の市民ポイントを創設されてインセンティブをのせていくこと

で、劇場に足を運ばなくても今のネットワークで見ることができるようにすることも指

定管理者の要求の中に入れるのか、どうかを考えていかなければならないと思います。

全員がホールに行くことができ、享受できるわけではない。しかし、今はグローバルに

全員が享受できる時代で、個人が世界に出せる時代なのでそういう論点を持つべきだと

思います。そういったことがいろいろな意味でのビジネスにつながります。また、人材

育成という意味では、単純に人を育てるということではなく、何もしなくても世界的に

有名になる力を持っている人もいるので、「枚方出身の○○」といった切り口で広報戦略

できるようなシステムを作る。枚方で公演されている演舞が世界で流れるような仕組み

が重要だと思います。これらの点について回答を是非お願いします。 

 

会 長：ありがとうございます。 

市の方でも何かしらの計画はあると思いますが、私たちはそれを自動承認するのでは

なく、吉富委員が仰ったようにいろいろな意見をまとめる審議会にしたいと思います。 

     それから時間速度ですが、私も民間の出身でたいへんはがゆいのですが、行政の仕組

みとして、設置条例を作り指定管理を選定するという手順を踏まなければならないこと

もあり、短い時間ではありますがこの春から詰めてやらないといけません。私たちとい

たしましては早く答申をまとめたいわけですが、どんな指定管理者を選ぶかという要求

水準の部分にそういった意見を反映していきたいと思います。そして施設に関して、確

かに指定管理者は選ばれてから施設の整備にとりかかることが望ましいかと思います

が、今回は選定しようということなのでそれは難しいです。私が設計業者の選定委員会

に関わる中で、きちんと設計できる事業者を選定したつもりです。これから指定管理者

に渡すまでの期間にもいろいろ意見があれば出していき、反映できるものにしたいと思

います。 

    事務局より説明のあったとおり、文化芸術施策の今後の展開について、本審議会で審

議を深めて行きたいと思います。委員の皆様、よろしくお願いいたします。 
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それでは、案件（3）その他、事務局より何かありますでしょうか。 

 

事務局：今後の審議会のスケジュールの確認をさせていただきます。資料 8をご覧ください。本

日 12月に 1回目の審議会をさせていただきました。先ほど指定管理の話もございました

が、設置条例等については来年 12月の議会の議決において改正を目指しておりますので、

審議会を詰めて開催させていただきたいと考えております。今後は 2月、5月、6月ない

しは 7月を最終とし、審議会として意見をまとめていただき、会長から市長へ答申をお

渡しいただく予定としております。2019年 11月には、平成 30年度の進捗管理の報告を

させていただき、2020年度の 11月につきましても同じく審議会で、2019年度の進捗管

理の報告をさせていただきます。今回は総合文化芸術センターの取り組みについての答

申を 7月、もしくは遅くとも 8月にいただきたいということがあり、それまでの 3回の

審議会で深く議論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：本日の案件は以上となります。 

     これから詰めて審議会を開催しなければなりませんので、短時間で効率よく議論して

いきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。次回の審議会は 2月ということ

ですので、事務局で資料をまとめていただき、より具体的かつ専門的に議論していきた

いと思います。日程について事務局からお願いします。 

 

事務局：次回の審議会ですが、2月の第 2週目で考えております。8日の金曜日の午後ご都合は皆

様いかがでしょうか。次回は深い議論をしていただく予定ですので、最低 2時間くらい

はいただきたいと思います。 

 

会 長：本日の所用時間が 2時間なので、3時間くらいはみておいた方がよいのではないでしょう

か。 

 

事務局：では、13時～16時でいかがでしょうか。 

 

委 員：この日は都合が悪いので、資料を事前に確認し、意見をまとめて提出します。 

 

事務局：14時からでも結構ですが、いかがいたしましょうか。 

 

        [14時からで異議なし] 

 

会 長：事前に資料はいただけるのでしょうか。 

 

事務局：所委員に対しては、事務局から事前に説明に伺います。 

 

会 長：ご意見ございましたら、事前に事務局へ申し出てください。 

 

事務局：その場合は、資料に反映させ、会長にご報告させていただきます。 
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会 長：それでは、2月 8日の 14時より、次回、審議会を開催したいと思います。会場につきま

しては、後日、事務局より各委員へ連絡をしてください。 

では、これをもちまして第１回文化芸術振興審議会を閉会とします。 

 

 


