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序章 総合文化施設整備計画の策定について 

 

1．総合文化施設整備計画の策定に至る経過 
総合文化施設整備計画（以下、本整備計画と称する）の策定に至る経過は、以下のとお

りです。 

年  月 主 な 内 容 

平 成 元 年 3 月 枚方市新庁舎及び総合文化施設整備事業基金の設置 

平 成 4 年 3 月 市議会が庁舎周辺整備特別委員会を設置 

平成 4 年 9 月 

～平成 9 年 2 月 

土地開発公社が事業用地を取得（総合文化施設・総合福祉施設・関連道路

用地を合わせ 24,139 ㎡） 

平 成 5 年  9 月 
総合文化会館及び総合福祉会館建設検討委員協議会より、会館の在り方に

関して提言 

平成 5 年 11 月 総合文化会館及び総合福祉会館建設基本計画を策定 

平成 5 年 12 月 総合文化会館及び総合福祉会館設計競技を実施 

平成 7 年 10 月 総合福祉会館を分離先行して建設する方針を確立 

平成 10 年 8 月 総合福祉会館を開館 

平成 12 年 6 月 
ＰＦＩ法の施行に伴い、総合文化施設と都市型ホテルなどの民間施設との合築

を検討 

平成 16 年 5 月 
枚方市・新総合文化施設整備基本計画を策定し、民間施設との合築の方向

性を公表 

平成 18 年 6 月 

公社の経営健全化計画により、事業用地を土地開発公社から土地取得特別

会計（公共用地先行取得等事業債、新庁舎及び総合文化施設整備事業基金

からの繰替運用）で取得 

平成 18 年 10 月 ＰＦＩ法の改正に伴い、都市型ホテルとの合築を再検討 

平成 19 年 2 月 総合文化施設基本計画を策定し、都市型ホテルとの合築の方向性を公表 

平成 21 年 2 月 
ホテル事業者とのヒアリングの結果、社会経済情勢の変化を背景に参画が困

難であることを確認 

平成 22 年 10 月 
枚方市駅周辺まちづくり検討プロジェクトチームを設置し、新庁舎との合築な

どを含めた検討を開始 

平成 23 年 9 月 
老朽化した市民会館大ホールに代わる総合文化施設の整備に向けて、長期

財政の見通しを示した上で、新町エリアで事業に着手すると公表 

平成 23 年 10 月 
総合文化施設と新庁舎の合築は、交通アクセス問題や財政面での課題等か

ら困難であると公表 

平成 24 年 11 月 総合文化施設整備計画（案）策定業務に着手 

平成 25 年 12 月 
枚方市議会 総務常任委員会が総合文化施設に関する所管事務調査内容を

終報告 
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2．総合文化施設整備計画の上位計画と関連法令 

（1） 上位計画 

本整備計画は、上位計画である「第 4 次枚方市総合計画 第 2 期基本計画」、「枚方市

都市計画マスタープラン」、「枚方市駅周辺整備基本構想」及び「枚方市駅周辺再整備ビ

ジョン」を踏まえて策定しました。 
 

 

枚方市都市計画マスタープラン 

《都市づくりコンセプト》 人と自然がいきづく心ときめくまち 

《南西部地域将来像》 淀川の悠久の流れと歴史文化が織りなす魅力あふれ広く人が集まる

にぎわいのまち 

歴史・自然環境を活用し、交流機能や文化・福祉機能を付加して、世代間の交流を促進し、

周辺都市を含む枚方都市圏の広域拠点にふさわしい「人が集まる広域交流拠点」の形成。 

枚方市駅周辺整備基本構想 

《まちづくりコンセプト》 「歴史と文化が薫る、川に開かれたまち」 

《基本方針》  

■ 京阪奈の中心都市にふさわしい質の高いまちづくりをめざす。 

■ 自然、文化、歴史を感じながら、人々が集い、交流できる拠点形成をめざす。 

 

枚方市駅周辺再整備ビジョン 

≪まちづくりコンセプト≫ 

まちの回遊性の向上によるにぎわいの形成、歴史、文化や市民活動等の地域資源を

生かしたまちの魅力の向上をめざすため、既存の「広域駅前拠点」の一層の強化と新た

に「文化芸術拠点」「まちなか交流拠点」「生活サポート拠点」を形成する。 

総合文化施設は、「文化芸術拠点」の中心的施設として位置づけられており、文化芸

術の拠点の形成や広域的な交流拠点として充実することで、市駅周辺地域全体の魅力

向上や活性化を促進することが期待されている。 

また、新町 2 丁目地区の総合文化施設の整備を契機に老朽化施設の建替えや移転

を連鎖的に行うことで、まち全体の活動を止めることなく、これからの時代に対応したまち

の形成をめざす。 

第 4 次 枚方市総合計画 第 2 期基本計画 

《基本方向》■ 魅力と活気にあふれるまちをつくる 

■ 出会いをひろげ、心動かす文化の育つまちをつくる 

 
≪施策目標≫ 

○ 人が集い、魅力と活力あふれる中心市街地をつくる 

○ 芸術・文化活動の活性化を図る 

総合文化施設整備計画  
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（2） 関連法令 

文化や芸術の振興に関連する主な法令は、次のとおりです。 
 

① 文化芸術振興基本法 （平成 13 年 12 月施行） 

「文化芸術振興基本法」は、文化芸術の振興に関する基本理念を定めるため、平成

13 年 12 月に施行されました。 

そのなかでは、心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与することを目的に、

文化芸術の振興について、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本施

策を定めています。 

基本施策としては、「劇場、音楽堂の充実」や「地域における文化芸術活動の場の充

実」等を掲げています。 

 

② 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律 （平成 24 年 6 月施行） 

「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」は、文化芸術振興基本法の基本理念を踏

まえ、劇場、音楽堂等の活性化を図ることで、実演芸術の水準の向上を通じて実演芸術

を振興し、心豊かな国民生活及び活力ある地域社会の実現に寄与することを目的として、

平成 24 年 6 月に施行されました。 
そのなかでは、地方公共団体が取り組むべき事項を明確にし、劇場、音楽堂等を設置

運営する者の役割や、関係者等の相互の連携及び協力、取り巻く環境の整備を進める

ことを掲げています。 
 

③ 枚方市文化芸術振興条例 （平成 26 年 4 月施行） 

「枚方市文化芸術振興条例」は、文化芸術の振興についての基本理念や施策の基本

となる事項を定め、文化芸術施策を総合的に推進し、喜びと活力にあふれ生き生きとし

た魅力ある地域社会の実現に寄与することを目的としています。 
条例の基本施策の一つに「文化芸術活動の機会の充実並びに文化芸術活動の拠点

施設の整備及び活用」を掲げているほか、特色ある文化芸術の創造への支援、文化芸

術の振興を支える人材の確保及び育成、市民の文化芸術に対する関心や理解を深める

ための普及啓発、学校教育における文化芸術活動の機会の充実や子どもや若い世代

の文化芸術活動の機会の充実、障害者等が活発に文化芸術活動を行うことができる環

境の整備、国内外の文化芸術活動を行うものとの連携及び交流等を掲げています。 
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（3） 総合文化施設整備計画の策定フロー 

総合文化施設については、平成 19 年 2 月に「総合文化施設基本計画」を策定し、施設

機能や規模などを明らかにしてきました。しかし、計画策定から一定の期間が経過している

ことから、改めて市民会館利用者等に対して総合文化施設に求める機能等のニーズ調査

を行い、あわせて「枚方市駅周辺再整備ビジョン」との整合性を図り、にぎわい創出につな

がる付帯民間施設についての調査と民間事業者の参画意向についての調査も行い、これ

らを検証したうえで「総合文化施設整備計画」としてまとめたものです。 
 

図 1 総合文化施設整備計画の策定フロー 
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第 1 章 総合文化施設のニーズ把握等 

 

1．ニーズ把握 

（1） 調査の目的 

調査については、次の 3 つの観点からニーズの把握を行いました。 

 

① 文化芸術振興に関する条例検討のための基礎資料として、市民の文化芸術活動に関

する実態やニーズ等の調査を行い、あわせて総合文化施設の主要な施設構成を示し、

市民が求める施設への期待感について調査しました。 
② 総合文化施設における大ホール、小ホールの席数や美術ギャラリー、イベントホールの

広さなど施設に求められる機能及び規模に関する調査を行いました。 

③ 商業施設や住居など総合文化施設に付帯する施設のニーズを調査し、その結果を踏

まえ民間事業者の参画意向の調査を行いました。 

 

 

図 2 調査の体系フロー 

＜調査の観点＞                           ＜求める事項＞ 

 

 

 

 

総合文化施設整備への期待感や期待する(求める)

役割など 
① 総合文化施設への期待感 

 

大・小ホールの席数、美術ギャラリー、イベントホー

ルの広さ・規模など 

 

 

 

 

 

② 総合文化施設に求められる施設機能及び規模

施設の利便性向上のための機能 

 

 

 

 

 
③ 総合文化施設に付帯する施設のニーズ 商業・住居等の立地特性、商業施設などのニーズ

商業出店・住居設

置及び事業提案等
民間企業の参画意向
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（2） 調査の概要 

それぞれのアンケートの概要は次のとおりです。 

 

表 1 アンケートの概要 

名  称 対  象（数） 実施時期 回答件数(率) 

舞台系文化芸術団体 

アンケート調査 

市内で活動する舞台系文化芸術

団体（190 団体） 

平成 25 年 

1 月～2 月 

93 件 

（48.9％） 

美術系文化芸術団体 

アンケート調査 

市内で活動する美術系文化芸術

団体（116 団体） 

平成 25 年 

1 月～2 月 

71 件 

（61.2％） 

民間企業アンケート調査 
北大阪商工会議所の会員企業

（133 社） 

平成 25 年 

2 月～3 月 

63 件 

（46.6％） 

興行事業者ヒアリング調査 

①現市民会館大ホールで開催す

る公演の主催者（5 社） 

②興行事業者（4 社） 

①平成 25 年 3 月 

②平成 25 年 10 月 

①5 件（100％） 

②4 件（100％） 

来場者アンケート調査 
現市民会館大ホールで開催した

イベント公演の来場者（3,327 人）

平成 24 年 12 月 

～平成 25 年 2 月 

1,177 件 

（35.4％） 

市民アンケート調査 
市庁舎等及び市ホームページで

意見募集 

平成 25 年 

1 月～2 月 
56 件 

市内 6 大学アンケート調査 市内に立地する大学（6 大学） 平成 25 年１月 6 件（100％） 

民間企業の参画意向確認 

市内事業者や全国チェーン店等

①レストラン（11 社） 

②カフェ（5 社） 

③複合型書店（6 社） 

④コンビニエンスストア（3 社） 

平成 25 年 

3 月～5 月 

①8 件（72.7％）

②3 件（60.0％）

③2 件（33.3％）

④2 件（66.6％）

設計及び建築事業者 

アンケート調査 

①大手設計事業者（5 社） 

②大手建築事業者（17 社） 
平成 25 年 7 月 

①5 件（100％） 

②17 件（100％）

商業コンサルタント・ 

デベロッパーヒアリング調査 

①商業コンサルタント（3 社） 

②デベロッパー（4 社） 
平成 25 年 10 月 

①3 件（100％） 

②4 件（100％） 

市駅周辺商業者 

ヒアリング調査 
市駅周辺の商業者（3 社） 平成 25 年 10 月 3 件（100％） 

 

2．アンケート結果の概要 

それぞれのアンケート結果から得られた主な内容は次のとおりです。 

 

（1） 総合文化施設への期待感 

① ホールにおいては国内外の優れた文化芸術公演が鑑賞できること、また、美術ギャラリ

ーにおいては優れた芸術家の美術・創作作品が鑑賞できることなど、文化芸術の『鑑賞』

へのニーズが高くなっています。 
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② 子どもを対象にした本格的な文化芸術に触れる機会の提供やワインコンサート、ミニ発

表会の開催など、ホールでの運営企画の充実が求められています。 

③ 文化度の向上に繋がる特別企画展の開催など美術ギャラリーでの運営企画の充実が

求められています。 

④ 「専門家（プロの芸術家など）によるワークショップ（※語句説明①）の開催など、文化芸術に

触れる機会」や「プロの芸術家の稽古や創作風景などに触れる機会」を提供する『教育、

創作機能』、『情報発信機能』などの充実への期待感が高くなっています。 

⑤ 市民発表利用や文化教室の発表会などの利用ニーズが高くなっています。 

⑥ 市内にはリハーサル室の機能を持った施設がないことから、公演前練習や日常練習で

のニーズが高くなっています。 

⑦ 現市民会館大・小ホールの老朽化や機能不足が著しいことなどから、早期の総合文化

施設整備が期待されています。 

 

（2） 総合文化施設に求められる施設機能及び規模 

① 楽屋の室数や規模、搬入出口の機能や規模の確保、スムーズな動線など、舞台バック

ヤード（※語句説明②）機能・規模の拡充や建築音響（響や静かさ）の質の向上など、ホール

の基本性能の充実が求められています。 

また、音楽関係の市民団体が多く、現市民会館大・小ホールでは音楽公演の実績が多

数ありますが、演劇や集会利用もあり、多目的利用が可能な高機能ホールが求められて

います。 

② ホールの機能面では、「ゆったりとした座席や通路の確保、バリアフリー（※語句説明③）化」

など、鑑賞しやすい環境整備へのニーズが高くなっています。 

③ 大ホールの規模は、1,200 席程度のニーズが回答のあった中では も高くなっています。

また、興行利用では少なくとも 1,300 席以上 1,500 席までの規模が求められています。 

④ 大ホールは 1 階席を 800 席程度の中ホール的に利用できる機能が求められています。 

⑤ 現市民会館ホールの機能不足から、他市施設を利用する市民団体が多数あり、400 席

程度の高機能な小ホールへのニーズが高くなっています。 

⑥ 200 人程度収容できる規模のホールへのニーズが高くなっています。また、飲食を伴う

レセプション（※語句説明④）利用のニーズがあります。 

⑦ 市民ギャラリーなど既存施設と同等の規模へのニーズが回答のあった中では も高く、

創作活動を伴う展示や美術ワークショップに対応する創作室が求められています。 

⑧ リハーサル室は、100 人までが収容できる規模と 200 人までが収容できる規模の 2 つの

ニーズが、回答のあった中では高くなっています。 

⑨ 小さな子ども連れでも気兼ねなく公演を楽しむことができる機能が求められています。 
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（3） 総合文化施設に付帯する施設のニーズ 

① 事業用地は駅前ではあるが、幹線道路を横断する必要があるため駅からのアプローチ

に課題があり、西側が淀川で四方から人が入り込める場所ではないことから、目的を持っ

た人が集まるホールや美術ギャラリーと異なり、不特定多数を対象とした飲食店等の商

業立地としては厳しいという意見がありました。 

② こうした厳しい状況で、事業者の中には、店舗規模や位置など条件次第では、出店の

可能性を検討できる余地はあるが、完成までに多くの時間を要することから、現段階での

判断は困難であるとの意見がありました。 

③ 具体的な出店計画の検討には課題も多く時期尚早との意見がありました。 

④ 商業については、施設の視認性、アクセスの課題、樟葉駅周辺との商圏の重複などか

ら大規模な商業施設は考え難く、ホールと併設する施設としては、カフェやコンビニエン

スストアなどが考えられるとの意見がありました。 

⑤ 住居については、枚方市駅周辺の土地はポテンシャルがありますが、一般的な分譲と

比べ、定期借地は事業者のモチベーションは下がるとの意見がありました。 

⑥ 今回、民間企業等を対象としたアンケートにおいて、宿泊施設を求める意見がありまし

たが、平成 25 年 3 月に策定した「枚方市駅周辺再整備ビジョン」において実施したホテ

ル事業者とのヒアリングにおいても、依然として参画意向が厳しいという結果を得ていま

す。 
 

3．専門家からの意見 
総合文化施設整備にあたり、求められる施設機能及び規模、維持管理・運営等について、

文化施設の整備や運営に関するノウハウがある専門家から意見を聞きました。主な内容は次

のとおりです。 

 

① 施設の建設から運営まで市が責任を持つという姿勢が大切です。また指定管理者制度を

採用する場合、専門性を持った人材を確保した公的な外郭団体がソフト事業の運営にお

いて成果を上げている現状を鑑み、運営主体を検討する必要があります。 

② 設計・建設段階から他の文化施設の専門家などの意見を取り入れるため、市側にも専門

性のあるアドバイザーが必要です。 

③ 40 万という人口規模がある中で市民利用の場合 800 席、自主企画事業の運営を考えると

1,200 席、民間の興行利用を踏まえると 1,500 席程度の規模が妥当ではないかと考えます。 

④ 大小ホールの主用途を決めておく必要があり、利用ニーズの高い音楽をホールの主用途

とした場合でも、演劇など多彩な公演に対応できる仕様とし、その場合のホールの音響は

重要な要素となるため、設計は特に配慮が必要です。 

⑤ 施設の整備後にソフト面を検討するのでは遅く、施設運営主体を早い段階で決め、施設

整備と並行して運営内容の検討を進めていくという形が望ましいです。 

⑥ 施設に隣接する広場では、施設内イベントの前夜祭利用や日常では若者がダンスやジャ

グリングの練習を行うなどにぎわいの創出に繋がる事例があります。 
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4．現市民会館大・小ホールの抱える主な課題 
現市民会館大・小ホールは昭和 46 年に開館し、施設の著しい老朽化など多くの課題を抱

えています。ニーズ調査においても、大・小ホールの課題解消を求める回答が多くありました。 

大・小ホールの抱える主な課題は、次のとおりです。 
 

老朽化 

大・小ホールは、建設から 40 年以上が経過し、建物の老朽化だけでなく、舞台設備や給排

水管設備なども老朽化が進み、近年、施設内での漏水や埋設水道管からの漏水など施設の

管理運営上、深刻な影響が生じており、施設管理面での改善が必要となっている。 
バリアフリー性 

大・小ホールには、エレベーターが設置されていないため、障害者や高齢者等の来館者に

とって施設内の上下移動が非常に困難な状況である。また、段差等の障壁や狭隘なトイレな

ど「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」や「大阪府福祉のまちづくり条

例」等の観点からも改善が必要となっている。 
ホール機能 

大・小ホールは、音響性能や舞台機能が不十分で多様な演目、演出に対応できていない

状況である。また、遮音性能も不足しており、ホール外部からの音の進入や大・小ホールの同

時利用において支障がある。 
小ホールについては舞台公演を行うための舞台機能や付随する設備等が備わっておら

ず、ホールとして機能が不足している。 
観客席については座席や通路が狭隘であるなど、施設利用面で支障がある。 

舞台道具の搬入出 

舞台機器や大道具等の搬入出にあたり、ホールまでのアクセス道路が狭いことや一部に高さ

制限があるなど、大型車両による進入に支障がある。 
また、ホール搬入口の段差解消など搬入出動線の改善も必要となっている。 

現敷地での建て替え 

施設のバリアフリー化や効率的な諸室配置、搬入出導線の課題等を改善するためには、現

大・小ホール敷地は狭隘で、より広い敷地が必要となる。 
また、大・小ホールは、本市の活発な市民の文化芸術活動を支える拠点施設であることか

ら、改修や建て替えによる長期の休館は、代替施設がない中で、著しい市民サービスの低下

を招くこととなる。 
こうしたことから、現市民会館敷地での建て替えは物理的にも、市民サービスの面からも妥

当ではない。 
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2．整備の方向性 

総合文化施設の整備コンセプトを踏まえ、次の 4 つの整備の方向性を掲げた枚方の文化

芸術空間を目指していきます。 

 

文化芸術に感動する 

多くの市民が優れた文化芸術に触れ、感動を味わうことにより、鑑賞⇒参加⇒創造⇒

発信の文化芸術の活動循環を果たすことができ、地域に根差した文化芸術のすそ野を

拡大させていく 

文化芸術を創造する 

より多くの市民の主体的な活動により、創り上げる喜びを享受するとともに、新たな文化

芸術を創造・発信し、枚方らしい特色ある文化芸術をさらに発展させていく 

文化芸術で人を育てる 

文化芸術に満ち溢れたまちを築き上げるため、次代を担う若者をはじめ文化芸術活動

に関わりの少なかった人たちなども対象に、文化芸術の楽しさを伝え、人材の育成ととも

に生涯を通じた参加へと発展させていく 

文化芸術でつながる 

文化芸術を通じ、人と人がつながり、共感し、交流しあうことでにぎわいを生み、枚方の

魅力の向上や枚方市駅周辺エリアのにぎわいの創出につなげていく 

 

 

図 4 整備の方向性 

 

 

 

枚方の文化芸術の発展 文化芸術のすそ野の拡大 

 

 

文化芸術とまちづ

くりが協奏する  

創造空間 

 

 
文化芸術を 

創造する 

 

 

 
文化芸術に 

感動する

 

 
文化芸術で 

人を育てる 

文化芸術で 

つながる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枚方の魅力向上・市駅周辺エリアのにぎわい創出 文化芸術に満ち溢れたまちづくり 
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3．機能構成と施設構成 
（1） 機能構成 

総合文化施設整備の方向性を踏まえ、感動・創造・育成・交流のための文化芸術空

間を創出するために、総合文化施設が提供すべき機能及び各機能の概要は次のとお

りです。 

 

図 5 提供すべき機能 

＜提供機能＞ 

文化芸術に 

感動する 

文化芸術を 

創造する 

文化芸術で 

人を育てる 

文化芸術で 

つながる 

＜方向性＞  

 

練習
 

創作
 

発表
 

 
鑑賞

交流 
 

集会 
 

 
情報 

育成 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提供機能 概      要 

鑑 賞 
優れた文化芸術を身近に触れることにより、感動を味わい、感性を育むために、鑑賞

できる機会や場の提供 

発 表 様々な人々が主体的に取り組んだ文化芸術活動成果の発表の機会や場の提供 

創 作 
文化芸術活動を通じ、様々な人々が個性や創造性を発揮しオリジナル作品等を創

作していく機会や場の提供 

練 習 音楽、演劇、演芸など様々な人々が文化芸術活動を行える練習の場の提供 

育 成 
文化芸術活動に参加し体験することを通じ、次代を担う若者や文化芸術に触れる機

会の少なかった人等の人材育成に繋がる機会や場の提供 

情 報 文化芸術に関連する様々な情報の蓄積及び発信 

集 会 様々な人々の研修や議論の場、集会の場の提供 

交 流 文化芸術活動を通じ、様々な人々が出会い交流できる機会や場の提供 
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（2） 主な施設の概要及び提供機能 

ニーズ把握を踏まえた総合文化施設の主な施設の概要及び提供機能は次のとおりで

す。 

表 2 主な施設の概要及び提供機能 

施 設 名 概   要 鑑
賞 

発
表 

創
作 

練
習 

育
成 

情
報 

集
会 

交
流 

エントランス・ 
ロビー 

施設のメインエントランス（※語句説明⑤）として、市

民が気軽に訪れ、集い、にぎわいが感じられる吹

き抜けなどを活用した開放的な空間とする。 
また、文化芸術に関する情報提供やロビーコン

サートなどができる機能を持たせる。 

 ○    ○  ○ 

大ホール 

音楽公演を主たる用途としたホールとする。ま

た、音楽公演だけでなく演劇公演など多彩な用途

に対応する機能を備え、市民利用のほか、鑑賞

ニーズの高いプロによる優れた公演の企画実施

にも対応する機能を備えた高機能ホールとする。 
席数は、興行事業者が求める規模を勘案し

1,500 席程度とし、1 階席のみの利用で中ホール

的な利用ができる機能を備える。 

○ ○   ○  ○  

小ホール 

演劇公演を主たる用途としたホールとする。ま

た、市民利用のニーズを踏まえ、音楽公演など多

彩な用途に対応する機能を備えた 400 席程度の

高機能ホールとする。 
なお、隣接するメセナひらかた会館には、360

席のホールがあるが、芸術公演を行うための舞台

機能等が不足していることから、小ホールは芸術

公演を主たる用途とした機能整備を行う。 

○ ○   ○  ○  

イベントホール 

平面フロアーに適した人形劇や小規模演劇な

どの芸術公演、ピアノ教室などの文化教室の発表

会、市民交流を目的とする飲食を伴った集会や

パーティー等、幅広い用途に対応可能な 200 席

程度の平床形式のホールとする。 

○ ○   ○  ○ ○ 

リハーサル室 

合奏や合唱などの音楽系活動、ミュージカルな

どの音楽劇や演劇系活動等での日常練習利用

や大・小ホール公演の事前練習利用に対応し、

各種ワークショップや簡易な発表会の利用も可能

とする。 

  ○ ○ ○   ○ 

美術ギャラリー 

市民の創作発表に対応する貸展示室を中心と

したギャラリーを整備し、サンプラザ 3 号館内の

「市民ギャラリー」と枚方市駅内の「ふれあいホー

ル」は、その機能を統合、集約する。 
なお、美術関係施設について、市に寄贈される

予定の美術館は企画展示など美術鑑賞を担う施

設とし、御殿山生涯学習美術センターは市民の

美術創作活動を支える施設としての機能を果た

し、総合文化施設の美術ギャラリーは市民の美術

創作活動の成果発表を支援する施設として整備

する。 

○ ○ ○  ○   ○ 
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施 設 名 概   要 鑑
賞 

発
表 

創
作 

練
習 

育
成 

情
報 

集
会 

交
流 

創作活動室・ 
会議室 

創作活動の支援、会議や研修会、啓発講座、

小規模ワークショップ、イベント等での利用が可能

な各種規模の会議室とする。 

  ○  ○  ○ ○ 

施設前広場 枚方市駅周辺エリアのにぎわいの創出と魅力

向上につながるような施設とする。 
       ○ 

付帯民間施設 枚方市駅周辺エリアのにぎわいの創出と魅力

向上につながるような施設とする。 

       ○ 

○：主に有する機能 
 

（3） 現市民会館大・小ホールの取り扱い 

現市民会館大・小ホールは開館以来、活発な市民の文化芸術活動などに利用され、多

くの市民に親しまれてきました。しかしながら、施設の著しい老朽化など、多くの課題を抱え

ています。 

本整備の目的の大きな要素に課題の解消があり、総合文化施設の供用開始後、現市民

会館大・小ホールの機能は廃止します。 

また、廃止後の跡地活用については、枚方市駅周辺再整備ビジョンの推進の中で検討

していきます。 
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第 3 章 施設計画

 
1．基本方針 

第 2 章までに検討した内容に加え、次のような考え方を取り入れながら施設を整備します。 
 
① 枚方市駅周辺再整備ビジョンに即した施設整備 

事業用地は、枚方市駅周辺再整備ビジョンで「文化芸術拠点」に位置づけされた地区内

にあり、総合福祉会館、関西医科大学及び同大学附属枚方病院、淀川河川公園などが隣

接していることから、これらの都市機能と連携する施設として整備します。 
 

② 魅力の向上やにぎわいを創出する施設整備 

施設前広場からエントランス・ロビーまで一体的にイベント展開できる動線配置とし、屋外

イベント、ロビーコンサート、アートオブジェ展などが開催できる機能を整備することで、文化

芸術による広域的な集客や交流を図るとともに、枚方の魅力向上や枚方市駅周辺のにぎ

わいを創出する拠点施設として整備します。 
 
③ ユニバーサルデザイン（※語句説明⑥）を取り入れ、誰もが利用しやすい施設整備 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」や「大阪府福祉のまちづく

り条例」に基づき、全ての利用者が円滑かつ快適に利用できる施設として整備するとともに、

親子鑑賞室や保育室なども整備します。 
また、公演の主催者や出演者、運営スタッフ及び搬入出等の動線が整理されるなど、機

能的に利用できる施設とするとともに、鑑賞者の視点に立った、ゆとりのある快適な鑑賞空

間を確保します。 
 
④ 環境に配慮した施設整備 

太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギー（※語句説明⑦）等の導入により、二酸化炭

素排出量を削減し、環境負荷の軽減を目指した施設とします。 
 
⑤ 維持管理にかかる経費を抑えた施設整備 

施設維持管理は集中管理システムとし、運用管理者による保守管理の効率化を図ります。 

 
⑥ 総合福祉会館との共用部分を有効活用する施設整備 

施設前広場など隣接する総合福祉会館敷地と総合文化施設敷地を一体的に整備する

とともに、自動車及び自転車駐車場についても共用部分として有効活用を図ります。また、

総合福祉会館の緊急時における空調設備等に係る熱源のバックアップ機能を整備します。 
 

⑦ 付帯民間施設（民間活用スペース）について 

付帯民間施設については、企業リサーチ等の結果も踏まえて、枚方市駅周辺エリアのに

ぎわいの創出と魅力向上につながる提案を民間事業者から募り整備します。 
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2．諸室構成 
主な施設の諸室構成と概要は、次のとおりです。 
 

① エントランス・ロビー 

情 報 コ ー ナ

ー 
これまでのホール公演記録や開催前の公演情報、文化施設利用情報など

の情報検索機能等を備えた情報コーナーとする。 
特記 ・ ロビーコンサートや美術作品等の展示にも対応する機能を備える。 

・ 各諸室へのわかりやすい案内表示や移動しやすい動線とし、ホール公

演終了時に一時的に混み合う観客に対応できるものとする。 
 

② 大ホール 

ホール形式 プロセニアム形式（※語句説明⑧） 

客席 ・ 1 階席を 800 席程度の中ホール的に利用できる規模とし、全体で 1,500

席程度とする。 

・ 客席から舞台への 大視野距離は 35ｍ程度で、観やすい鑑賞環境と

し、座席幅や前後間隔などゆとりのある座席空間とする。 

・ 車椅子席、立ち見スペース、親子鑑賞室を備える。 

舞台 ・ 主舞台は幅：21.8m（12 間）程度、奥行：18.2m（10 間）程度、高さ：10.9m

（36 尺）程度とする。 

・ 上手、下手の袖舞台は綱元除き、幅：10.9m（6 間）程度、奥行：18.2m（10

間）程度とする。 

・ プロセニアムの高さや幅の可変を目的に、昇降プロセニアム（※語句説明

⑨）等の機能を装備し、フライタワー（舞台上部空間）は吊り物道具の収

納を考慮した高さとする。 

・ 前舞台（※語句説明⑩）としても使用可能な 100 ㎡程度のオーケストラピット

（※語句説明⑪）を備える。 

・ 幅：約 1.8m（1 間）の固定脇花道を備える。 

舞台設備 

・機構 

・音響 

・映像 

・照明 

・ 多種多彩な演目の演出要求に十分対応する設備とする。 

・ 舞台機構は安全性や操作性、静粛性に考慮し、吊り物機構は十分な実

装数と適切な型式とする。また、音響反射板機構は編成に応じた分割設

置ができる機能を備えた設備とする。 

・ 舞台内迫り及びオーケストラピット昇降機構を備える。 

・ 器具や装置等の補強追加や仮設に、容易に対応できる設備とする。 

・ 舞台音響・映像は、明瞭性が高く十分な音量を備えた音響とともに、大

ホールの規模に画角や輝度等が対応するプロジェクターを備える。 

・ 舞台スタッフのみならず、楽屋、管理事務室等関連諸室との十分なコミ

ュニケーションや舞台進行等が図れる運営支援機能を備える。 

ホワイエ 

（※語句説明⑫） 

多くの観客や演目に関連する物販等に対応できる広さとともに、カフェコー

ナーを備えた空間とする。 

楽屋 ・ 楽屋は 7 室程度とし、総収容人員数 80 人程度とする。 

・ 楽屋専用のトイレやシャワー室、出待ちのグリーンルーム（※語句説明⑬）を

備える。 

倉庫 ・ ピアノ庫は、大・小ホール兼用のフルコンサート型ピアノ 4 台程度収納可

能な広さと専用空調機能を備え、舞台近傍に設置する。 

・ 舞台倉庫は十分な広さを舞台近傍に確保し、奈落にも設置する。 
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建築音響 各ホール同時利用時においても十分な静けさ（目標値＝NC-20）と用途に

適した気積（※語句説明⑭）等、高質な音響特性が得られる設えとする。また、

残響可変機能を備える。 

搬入出口 十分な広さの荷さばき場を備えるとともに舞台と同一階に配置し、11t 車両

が同時に2台駐車でき、かつ騒音軽減や雨天時の作業に対応する屋内駐

車形式とする。 

特記 ・ トイレは、収容人員に対応するだけでなく、障害者や高齢者、特に女性

客数に配慮した数量や機能を備える。 

・ 舞台運営に支障が出ないよう、調整室や投光室等の舞台技術関連諸

室を備える。 

 

③ 小ホール 

ホール形式 プロセニアム形式 

客席 ・ 客席はワンスロープ形式とし、席数は 400 席程度とする。 

・ 客席から舞台への 大視野距離は 25ｍ程度で、観やすい鑑賞環境と

し、座席幅や前後間隔などゆとりのある座席空間とする。 

・ 車椅子席、親子鑑賞室を備える。 

舞台 ・ 主舞台は幅：14.6m（8 間）程度、奥行：10.9m（6 間）程度、高さ：9.1m（30

尺）程度とする。 

・ 上手、下手の袖舞台は綱元除き、幅：7.3m（4 間）程度、奥行：10.9m

（6 間）程度とする。 

・ フライタワー（舞台上部空間）は吊り物道具の収納を考慮した高さとす

る。 

舞台設備 

・機構 

・音響 

・映像 

・照明 

・ 多種多彩な演目の演出要求に十分対応する設備とする。 

・ 舞台機構は安全性や操作性、静粛性に考慮し、吊り物機構は十分な実

装数と適切な型式とし、音響反射板機構も備えた設備とする。 

・ 舞台内迫り機構を備える。 

・ 器具や装置等の補強追加や仮設に、容易に対応できる設備とする。 

・ 舞台音響・映像は、明瞭性が高く十分な音量を備えた音響とともに、小

ホールの規模に画角や輝度等が対応するプロジェクターを備える。 

・ 舞台スタッフのみならず、楽屋、管理事務室等関連諸室との十分なコミ

ュニケーションや舞台進行等が図れる運営支援機能を備える。 

ホワイエ 多くの観客や演目に関連する物販等に対応する広さを持った空間とする。

楽屋 ・ 楽屋は 3 室程度とし、総収容人員数 30 人程度とする。 

・ 楽屋専用のトイレやシャワー室、出待ちのグリーンルームを備える。 

倉庫 ・ ピアノ庫は大ホールと兼用する。 

・ 舞台倉庫は十分な広さを舞台近傍に確保し、奈落にも設置する。 

建築音響 各ホール同時利用時においても十分な静けさ（目標値＝NC-20）と用途に

適した気積等、高質な音響特性が得られる設えとする。また、残響可変機

能を備える。 

搬入出口 十分な広さの荷さばき場を備えるとともに舞台と同一階に配置し、11t 車両

が駐車でき、かつ騒音軽減や雨天時の作業に対応する形式とする。 

特記 ・ トイレは、収容人員に対応するだけでなく、障害者や高齢者、特に女性

客数に配慮した数量や機能を備える。 

・ 舞台運営に支障が出ないよう、調整室や投光室等の舞台技術関連諸

室を備える。 
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④ イベントホール 

ホール形式 舞台スペースを持つ、平床形式のホール 

ホール客席 ・ 200 席程度の移動席とする。 

・ 仮設テーブルによるパーティー等（円卓 120 席程度）も可能とする。 

舞台 ・ 主舞台は幅：10.9 m（6 間）程度、奥行：7.3m（4 間）程度、開口高さ：5.5m

（18 尺）程度とする。 

・ 上手、下手の袖舞台は綱元除き、幅：5.5m（3 間）程度、奥行：7.3m

（4 間）程度とする。 

・ 舞台上部は吊り物装置の収納を考慮した高さとする。 

舞台設備 

 

・ 演目の演出要求に対応する吊り物機構、舞台音響、舞台照明とする。 

・ 舞台音響は、明瞭性が高く、充分な音量を備えた音響とともに、ホール

規模に画角や輝度等が対応するプロジェクターを備える。 

・ 舞台設備はワンマンオペレーションに対応する機能を備える。 

ホワイエ ホール入退室時の遮音や入場者数に対応が可能な広さとする。 

控え室 客席を通らずに登壇できる、楽屋兼用の控え室を 1 室備える。 

パントリー室 飲食のためのケータリング（※語句説明⑮）受け入れや、サービス提供が可能

なパントリー（※語句説明⑯）機能と規模に応じた広さを備える。 

倉庫 ・ 舞台備品や椅子やテーブル等収納可能な広さを持った倉庫を備える。 

・ ピアノ庫は、セミコンサートピアノ 1 台収納可能な広さと専用空調機能を

備え、舞台近傍に設置する。 

建築音響 各ホール同時利用時においても十分な静けさ（目標値＝NC-25）と用途に

適した高質な音響特性が得られる仕様とする。 

搬入出口 大型搬入出専用エレベーター1 基と十分な荷さばき場を備える。 

 

⑤ リハーサル室 

室形式・規模 平床形式を 2 室備える。 

・ リハーサル室-1 は、オーケストラや吹奏楽、大規模合唱などが利用可能

な 200 ㎡程度の規模とする。 

・ リハーサル室-2 は、小編成の合奏や合唱などが利用可能な 100 ㎡程度の

規模とする。 

前室 入退室時の遮音対策で各室とも前室を持ち、単独同時利用を可能とする。 

倉庫 椅子等の備品収納できる倉庫を備える。 

建築音響 各ホール同時利用時においても十分な静けさ（目標値＝NC-25）と用途に

適した高質な音響特性が得られる設えとする。また残響可変機能を備え

る。 

搬入出口 大型搬入出専用エレベーター1 基と十分な荷さばき場を備える。 

特記 ・ バレエやダンス等の練習対応も考慮し、鏡壁面やダンスバーを備える。 

・ 仮設演出系機器（音響、照明）に対応する電源や吊り物装置などを備え

る。 

・ ワークショップ等にも利用可能な拡声装置等を備える 
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⑥ 美術ギャラリー 

貸展示室 ・ 可動パネルによる 3 分割可能な 300 ㎡程度の規模とする。 

・ 有効 3.5ｍ程度の天井高を確保する。 

・ 多様な形態の展示に対応可能な、耐水性の床や展示支持、照明などの

機能を備える。 

・ 利用者の控え室、展示品の一時保管庫室、備品倉庫を備える。 

搬入出口 貸展示室と同一階近傍に配置し、十分な広さの動線を確保する。 

 

⑦ 創作活動室・会議室 

室形式・規模 ・ 創作活動室は創作活動を伴う展示や美術ワークショップ、イベント利用

等に対応できる機能を持たせ、規模は 100 人程度（スクール形式）とす

る。また、室を 2 分割し、それぞれが独立して会議室として使用可能な仕

様とする。 

・ 会議室は、30 人程度（スクール形式）とする。 

倉庫 ・会議使用時に必要な机、椅子等の備品収納できる倉庫を備える。 

・会議室には机、椅子等のほか、創作活動に必要な備品の収納倉庫を備

える。 

特記 ・資料提示用の仮設プロジェクターや仮設音響対応機能を備える。 

・創作活動室には次の機能を備える。 

創作活動に必要な水場を備える。 

創作作品の展示対応できる機能を備える。 

 

⑧ 施設管理事務室関連 

施設事務室 ・ 職員事務スペース及び打合せスペースなどを確保し OA 対応とする。 
・ 利用者への応対やチケット販売などから、受付・販売カウンターを備え、利

用者にわかりやすい配置や動線とする。 
舞台事務室 舞台技術職員の事務スペース及び打合せスペースなどを確保し OA 対応と

する。 
保育室 乳幼児の保育に対応できるスペースを確保する。 
防災センター 
・警備員室 

施設の防災中央監視機能と警備等の兼用とする。 

特記 ・ 舞台制作会議室や印刷室、給湯室、倉庫等を備える。 
・ 職員などが各諸室へ動きやすい動線配置を考慮する。 

 

⑨ 施設前広場 

形式 芝生広場のような日常的に親子連れなどの市民が気軽に憩える開放され

た空間とし、オブジェの展示やミニコンサートなど文化関係をはじめ各種イ

ベントにも活用できる機能を持たせる。また、施設内ロビーへと続くにぎわ

いや人の流れを生む広場とする。具体的な機能については民間事業者か

ら提案を募り整備する。 
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⑩ 付帯民間施設 

形式 子ども向けの遊具があるキッズスペースを併設した飲食スペースなど、幅

広い活用ができ市民が集いにぎわいにつながるような民間活用スペースを

確保する。具体的な機能については民間事業者から提案を募り整備す

る。 
特記 複合施設の事例 

自治体名 ホール名 複 合 施 設 

兵庫県 
兵庫県立芸術文化

センター 

【民間施設】 
レストラン、ショップ 

大分県 
iichiko 総合文化 

センター 

【公共施設】 
パスポートセンター、ハローワーク 

【民間施設】 
レストラン、カフェ、ショップ、 
金融機関、病院、放送局、ホテル、

オフィスなど 

大分市 ホルトホール大分 

【公共施設】 
図書館、保育所、健康プラザ、 
子育て交流センター、 
産業活性化プラザなど 

【民間施設】 
カフェ、金融機関など 

吹田市 
吹田市文化会館 

（メイシアター） 

【民間施設】 
レストラン 

三田市 

三田市総合文化 

センター郷の音 

ホール 

【民間施設】 
レストラン 
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3．事業用地 

（1） 現状と課題 

総合文化施設の事業用地の現状と課題は、次のとおりです。 
 

① 事業用地は京阪枚方市駅から北西方向約 250m に位置し、駅からの歩行者動線につ

いては、交通量の多い主要地方道京都守口線を横断する必要があります。 
② 車両動線については、新町 3 号線と市管理道路が接続していないことから通行に制限

があります。 
③ リムジンバス発着場が事業用地内に設置されており、移設が必要です。 

 

図 6 事業用地周辺図 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 敷地条件等 

計 画 場 所 枚方市 新町 2 丁目 280-4 番地 等 

用 地 面 積 14,552 ㎡ 

敷 地 面 積 12,922 ㎡ 

延 床 面 積 約 14,200 ㎡ 

用 途 地 域 準工業地域 ※日影規制あり 

建  蔽  率 60％ 

容  積  率 200％ 

 

 

 





 

第 4 章 運営及び維持管理 

 

1．運営と維持管理の基本的な考え方 

総合文化施設に求められる運営においては、市民や芸術家等と良好な関係を構築し、そ

の力を借り、時間をかけて、文化芸術事業を創出し、実施することが基本となります。 

文化芸術の拠点施設の役割を踏まえると、事業の「効率性」や「採算性」とともに、「次代を

担う若者を育む環境の醸成」「地域における人材の育成」、「市民や芸術家等との有機的、長

期的な連携」「市内文化施設や学校、他市の文化施設との連携」など、公立文化施設として地

域の文化芸術の振興を積極的に支えるという視点を持った運営が重要となります。 

第 2 章で示した総合文化施設のコンセプトや方向性を踏まえ、運営の基本的な考え方を整

理すると、貸館事業や文化芸術事業などのソフト事業の展開を担う「施設運営」と、施設運営

を支える施設メンテナンスなどの「施設維持管理」の 2 つに大別されます。

それぞれに、施設を支える適切な人材の確保と運営体制の確立が重要となります。 

 

2．「施設運営」について 
（1） 施設運営における目指す方向 

施設運営における目指す方向を以下に示します。 

 

① 施設全体の稼働率や市民の利用状況を把握しながら市民ニーズを捉え、自主事業を

計画的に展開するなど戦略的な視点をもった施設運営 

② 鑑賞、創造・発信、市民支援など、専門性を必要とする事業を企画実施し、市全体の文

化芸術振興事業を中心的に担うとともに様々な出会いと交流を育む柔軟な施設運営 

③ 事業展開により蓄積されたノウハウ、情報、人材などの資源を広く地域に還元する施設

運営 

④ 市の文化芸術施策及び財政状況を十分理解し、国等の助成金や文化芸術に対する企

業支援の活用等の収入確保も含め、事業を適切に企画・実施できる施設運営 

⑤ 市民や芸術家、学校、他の文化施設等とコミュニケーションを図りながら信頼関係を構

築し、枚方らしい特色のある事業実施と長期的な視点で継続して文化芸術事業を担うこ

とのできる施設運営 

⑥ 舞台技術管理運営業務は、文化芸術事業の各種プログラムと密接な連携が求められる

ことから、事業が円滑に実施できるようそれらプログラムの内容を十分理解し、支援する

視点をもった施設運営 

⑦ 市全体の文化芸術事業を担う施設の管理者として、各種補助金申請の主体となりえる

運営組織の選定 
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（2） 施設運営の主な業務 

施設運営の主な業務を整理し、以下に示します。 

 

① 事業企画業務（自主事業の企画立案〜実施等の業務） 

② 貸館業務（受付と公演、展示会等に係る各種アドバイス及び料金徴収等の業務） 

③ 舞台技術管理業務（舞台演出に関するアドバイスや舞台機構、照明、音響設備等の操

作及び管理等の業務） 

④ 顧客管理業務（施設利用者及び友の会会員等の顧客管理や運営の業務） 

⑤ 広報宣伝及び情報発信業務（施設の PR 活動や文化芸術に関する情報の収集、蓄積、

発信業務） 

⑥ 経営管理業務（財務、経理、総務などの事務系管理等の業務） 

 

（3） 施設運営に求められる主な自主事業 

施設運営の方針から、求められる主な文化芸術振興に係る自主事業を以下に示しま

す。 

 

① 鑑賞事業・・・優れた実演芸術や美術作品の鑑賞事業（本物に触れる）の企画・実施等 

② 創造・発信事業・・・新たな特色あるオリジナル事業の企画・実施等 

③ 市民支援事業・・・市民団体等による全市的な取り組みなどへの活動支援等 

④ 人材育成・普及啓発事業・・・地域の文化芸術を牽引する人材の育成プログラムの企

画・実施や芸術に関心を持つための普及啓発事業の企画・実施等 

⑤ 教育連携事業・・・学校と総合文化施設との連携による文化芸術振興事業の企画・実施

等 

 

（4） 施設運営主体の考え方 

施設運営主体については、文化芸術に関する専門的な職能を備え、かつ継続的に事業

運営に関わり、全体の事業プロデュースができる人材登用が必要不可欠です。 

また、運営組織内に事業を牽引していく次世代のリーダーを育成するシステムとリーダー

を育成できる人材が必要となります。 

学校と連携した教育プログラムを実践していくためには、学校との信頼関係を構築し、学

校の状況を理解し、学校の意向を尊重することのできる組織が求められます。また、市民等

との連携事業においては、長期的な視点に立って、継続的に取り組む必要があり、事前に

定められた業務仕様の範囲内で対応できないことも想定されます。そこで、こうした課題に

柔軟に対応し、業務を円滑に実施できる組織が運営主体として望ましいと言えます。 
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3．「施設維持管理」について 
（1） 施設維持管理における目指す方向 

施設維持管理における目指す方向性を以下に示します。 

 

① 総合文化施設の機能維持と集客施設としての安全で快適な環境づくりの目的を十分理

解した業務の遂行 

② 施設の中核をなすホールの舞台設備の特殊性や設備維持、安全性について専門性を

有した適切な業務遂行 

③ 集客施設としての快適な空間提供についての適切な業務遂行 

④ 施設維持管理におけるランニングコストの低減など、ライフサイクルコストや費用対効果

に配慮したメンテナンスや予防保全について十分理解した業務遂行 

 

（2） 施設維持管理の主な業務 

施設維持管理の主な業務を整理し、以下に示します。 

 

① 施設の保守管理業務（施設、外溝、設備の保守点検・管理業務） 

② 施設清掃衛生管理業務 

③ 防火・保安警備管理業務 

④ 営繕管理業務（施設保守に関する小規模な修繕業務） 

 
（3） 施設維持管理主体の考え方 

施設維持管理主体については、ホール、ギャラリーなど施設の特殊性から、専門性を確

保しつつ、業務仕様に沿った適切な維持管理業務の実施が求められます。また、施設運

営業務との連携や維持管理におけるランニングコストの低減など、費用対効果に配慮した

効率的な業務執行も求められることから、こうした課題に対応できる組織が施設維持管理主

体として望ましいと言えます。 
   

4．施設運営主体と施設維持管理主体の方向性 

施設運営については、専門性を備えた人材の長期的な登用や柔軟な施設運営が求めら

れることから、市直営ではなく、指定管理者制度を基本とした運営が適当です。 

また、時代の変遷や文化芸術の多様化、市民ニーズの変化に応じて、総合文化施設に求

められる業務内容や市の文化芸術振興施策も変化することが想定されることから、長期の指

定管理期間とするのではなく、業務仕様の見直しも視野に入れた管理期間とする必要があり

ます。 
あわせて専門性を備えた人材の登用や育成、市民や市民団体、事業者、学校などとの関

係の構築、連携事業の実施等を行っていくためには、そうした役割を担うことのできる運営組

織が必要です。 
施設の維持管理業務については、ホールの舞台関連特殊設備のメンテナンスを含め専門

性が必要となることから、民間の活力を導入するなど効率性の確保と安全で快適な施設空間

の提供を目指します。 

なお、施設運営、維持管理業務の詳細や運営主体等については、施設運営や施設維持

管理における課題や施設運営主体の方向性等を踏まえ、今後、別に定める「施設運営計画」

において検討することとします。 
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第 5 章 概算事業費 

 
1．概算事業費 

概算事業費は、次のとおりです。なお、この金額は他市の事業費の実績額等を参考に見積

もったものであり、今後変更する可能性があります。 

 

（1） 用地費 

用地費の財源別内訳                     （単位：百万円） 
項  目 財  源 

用地費 起 債 基 金 一般財源 

7,393 2,000 3,000 2,393 

       ※一般財源については、同一年度に土地取得特別会計からの繰入金を同額見込んで

いるため、収支への影響はありません。 
 

（2） 施設整備費 

① 施設整備費の内訳                    （単位：百万円） 

項  目 金  額 

設計費 320 

工事費 9,662 

備品購入費 744 

開業費 76 

合  計 10,802 

       
② 施設整備費の財源別内訳               （単位：百万円） 

項  目 金  額 

国庫補助金（※） 840  

一般財源・基金 3,281 

起  債 6,681 

合  計 10,802 

       ※国庫補助金については、社会資本整備総合交付金の充当を予定しています。 
 

（3） 維持管理・運営費 

維持管理・運営費の内訳                （単位：百万円/年） 

項  目 金  額 

維持管理・運営費 300 

 
2．財源確保の取り組み 

ネーミングライツ（※語句説明⑰）の活用や市民から寄附を募るなど、多様な財源の確保を図り

ます。 
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第 6 章 事業手法及び選定手法 

 
1．事業手法の検討 

（1） 検討対象とする事業手法 

事業手法については、次の 4 つの手法を検討対象とします。 
なお、これら以外にもリース方式が考えられますが、交付金や補助金の充当ができない

ため検討対象から除外します。 
① 従来方式 

② ＤＢ方式 

③ ＤＢＯ方式 

④ ＰＦＩ方式 

 

（2） 各手法の特徴 

各事業手法の特徴は、次のとおりです。 
 

① 従来方式 

＜方式の概要＞ 

設計、工事、維持管理・運営を順次発注する手法で、行政が工事発注を行う際の標

準的な手法です。 

市の仕様書に基づき設計を行うため、市の意向を設計に十分に反映することができ

ます。 

 

＜民間活用の可能性＞ 

基本的に市の仕様発注（※Ⅰ）となるが、設計における選定手法を企画提案型にす

ることにより、民間の発想を反映できます。 

 

② ＤＢ（Design Build）方式 

＜方式の概要＞ 

一般的に詳細な仕様を提示せず施設に求める性能（機能）のみを明らかにし、設計

と工事を一体的に発注する手法で、維持管理・運営は直営、または指定管理により行

います。 

 

＜民間活用の可能性＞ 

一般的に性能発注（※Ⅱ）となり、設計と工事を一体的に発注するため、設計段階

において、工事の施工業者の意向を反映することができます。 

また、設計の進捗状況により、部分的に工事着手できることから工期の短縮につな

がることが期待できます。 

27 
 



 

＜先進事例＞ 

鳥取砂丘砂の美術館整備 

【自治体名】 鳥取市（鳥取県） 

【供用開始時期】 平成 24 年度 

【選定方法】 プロポーザル方式 

岡谷市新美術考古館整備事業 

【自治体名】 岡谷市（長野県） 

【供用開始時期】 平成 25 年度 

【選定方法】 プロポーザル方式 

 

③ ＤＢＯ（Design Build Operate）方式 

＜方式の概要＞ 

ＤＢ方式に施設開設後の維持管理・運営（Operate）までを含めて、一体的に発注す

る手法です。 

ＰＦＩ方式では、資金調達も請負業者が行うこととなりますが、ＤＢＯ方式では、資金

調達は発注者側が行います。 

設計から維持管理・運営までの詳細な提案が必要で、事業者の組織化が前提とな

るため、事業者側の負担が大きく、一般的に従来手法に比べて施設完成までの期間

が長くなります。 

 

＜民間活用の可能性＞ 

一般的に性能発注（※Ⅱ）となることから、ＤＢ方式同様に受注者のノウハウを反映

することができます。 

設計から維持管理・運営までを一体的に発注するため、設計段階において施工業

者の意向を反映できるだけでなく、維持管理・運営に係る意向も、設計や工事に反映

させることが可能となります。 

 

＜先進事例＞ 

琵琶湖流域下水道湖西浄化センター汚泥燃料化事業 

【自治体名】 滋賀県 

【供用開始時期】 平成 27 年度予定 

【選定方法】 総合評価落札方式 

（仮称）新潟市アイスアリーナ整備・運営事業 

【自治体名】 新潟市（新潟県） 

【供用開始時期】 平成 25 年度 

【選定方法】 総合評価落札方式 
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④ ＰＦＩ（Private Finance Initiative）方式 

＜方式の概要＞ 

通称ＰＦＩ法に基づき、設計から維持管理・運営までを一体的に発注する手法で、必

要な資金については、民間事業者が資金調達を行うことにより、発注者側は財政支出

の平準化を図ることができます。 

ＰＦＩ法に基づく諸手続きや設計から維持管理・運営までの詳細な提案が必要で、事

業者の組織化が前提となるため、事業者側の負担が大きく、一般的に従来手法に比

べて施設完成までの期間が長くなります。 

 

＜民間活用の可能性＞ 

ＤＢＯ方式と同様に受注者のノウハウを反映することができます。 

設計から維持管理・運営までを一体的に発注するため、設計段階において施工業

者の意向を反映できるだけでなく、維持管理・運営に係る意向も、設計や工事に反映

させることが可能となります。 

 

＜先進事例＞ 

豊橋市芸術文化交流施設整備等事業 

【自治体名】 豊橋市（愛知県） 

【供用開始時期】 平成 25 年度 

【選定方法】 総合評価落札方式 

いわき市文化交流施設整備等事業 

【自治体名】 いわき市（福島県） 

【供用開始時期】 平成 21 年度 

【選定方法】 プロポーザル方式 

 

※Ⅰ 仕様発注：発注者は構造物の形状、構造、寸法、工法など詳細な仕様を明示し、

発注する方式です。 

※Ⅱ 性能発注：発注者は詳細な仕様は提示せず、必要とする性能のみを示し、詳細な

仕様については受注者に委ねる発注方式です。 

 
2．選定手法の検討 

（1） 検討対象とする選定手法 

選定手法については、次の 4 つの手法を検討対象とします。 

価格競争型 ① 価格競争入札方式 

② プロポーザル方式 

③ コンペ方式 企画提案型 

④ 総合評価落札方式 

 

 
 

29 
 



 

30 

 

（2） 各手法の特徴 

各選定手法の特徴は、次のとおりです。 

 

① 価格競争入札方式 

公共事業における一般的な選定手法で、仕様書に基づき価格を提示してもらい、最も

低い価格を提示した者に発注する手法です。 

価格のみを選定要素とし、民間事業者の創意工夫を期待した選定手法ではありませ

ん。 

また、ＤＢ方式、ＤＢＯ方式、ＰＦＩ方式は、民間事業者からの提案を前提とした事業手

法であるため、価格競争ではなく企画提案型の選定手法を採用することが一般的です。 

 

② プロポーザル方式 

当該業務についての企画提案を受け、必要となる創造力や技術力、さらに経験と実績

をもつ、『設計人』を選定する手法です。 

また、民間事業者のノウハウが発揮されやすい手法であるため、技術的に高度な業務

又は専門的な技術が要求される業務に適しています。 

基本的に事業手法を問わず採用することができます。 

 

③ コンペ方式 

プロポーザル方式は、企画提案を評価し、「設計人」を選定する手法ですが、コンペ方

式は明確な設計条件を提示することにより、対象となる施設の「設計案」を選定する手法

です。 

明確な設計条件が必要となるため、準備作業などにおいて、発注者側の負担が大きく

なるとともに、詳細な設計案を要求することから参加者側の負担も大きいといわれていま

す。 

また、参加者側の負担に応じた費用を負担することが一般的であるため、発注者側に

財政負担が生じます。 

基本的に事業手法を問わず採用することができます。 

 

④ 総合評価落札方式 

業務の品質を高めるため、価格だけでなく、請負者の施工能力や環境への配慮、社

会的貢献などを総合的に審査して請負者を決定する方式です。 

基本的に事業手法を問わず採用することができます。 
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3．設計及び建築事業者の意向 

総合文化施設整備の実施にあたり、各事業手法の実施可能性を確認するため、大手設計

事業者及び建築事業者 22社を対象にアンケート調査を行いました。 

事業手法ごとの参加意向について聞いたところ、従来方式、ＤＢ方式、ＤＢＯ方式、ＰＦＩ方

式のいずれの方式においても参加意向が確認できました。 

しかし、ＤＢＯ方式やＰＦＩ方式など施設運営を含む事業手法において、施設維持管理はで

きるものの、ホール運営については「専門性が高い」「ノウハウがない」「収益が見込めない」と

いったことから、事業者としてはリスクが高く、参加は難しいという意見がありました。 

 

表 3 事業手法ごとの参加の可能性 

 従来方式 DB方式 DBO方式 PFI方式 

積極的に参加したい 10 9 10 13 

積極的ではないが参加したい 8 12 9 7 

参加したくない 4 1 3 2 

（n＝22） 

 

4．ＶＦＭの試算結果 

ＶＦＭとは、ＤＢ方式、ＤＢＯ方式、ＰＦＩ方式で実施した場合に、従来手法と比べ、整備、維

持管理・運営に係る行政負担額をどれだけ削減できるか示した割合のことです。 

総合文化施設におけるＶＦＭの試算結果は、次のとおりです。 

なお、算定にあたっては、各方式とも整備費と 20年間の維持管理・運営費を対象に試算し

ており、ＤＢ方式では、ＤＢＯ・ＰＦＩの各方式と事業期間を揃えるため、維持管理・運営を従来

方式で実施するものと仮定して比較しています。また、行政負担額は、複数年にわたる事業

の経済的価値を比較するため、将来価値を一定の割引率で置きかえて試算しています。 

（単位：千円） 

 DB方式 DBO方式 PFI方式 

従来型行政負担額 （a） 17,296,020 17,296,020 17,296,020 

民活手法行政負担額 （b） 16,762,368 16,672,368 17,556,286 

（a－b） 533,652 623,652 ▲ 260,266 

従来型行政負担額 

（現在価値） （A） 
13,744,967 13,744,967 13,744,967 

民活手法行政負担額 

（現在価値） （B） 
13,315,959 13,250,428 13,443,895 

VFM金額 

（A－B） 
429,008 494,539 301,073 

VFM 3.12% 3.60% 2.19% 
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5．検討の視点と総括 

（1） 施設運営及び維持管理 

平成24年6月に施行された「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」では、従来の貸館

公演中心であった文化施設に対し、地域における文化芸術の拠点として、利用団体や教

育機関等と連携しながら、文化芸術事業を主体的に行うことを求めています。そのため、文

化施設の運営にあたっては、公演や普及啓発などの文化芸術事業を実施できる専門性の

ある人材や柔軟に対応できる組織が必要となります。 

一方で、大手建築事業者等を対象としたアンケート結果からは、ホール運営について

「専門性が高い」「ノウハウがない」「収益が見込めない」など、事業者としてはリスクが高く、

参加が難しいという意見がありました。そのため、施設運営を含むＤＢＯ方式やＰＦＩ方式で

実施する場合には、ホール運営等を要件に含めると、入札参加者が少なくなり競争性が低

くなるものと考えられます。 

また、施設維持管理については、施設運営と密接に関連することから、設計及び施工と

は切り離すものとし、民間を積極的に活用することで効率的な施設維持管理が期待できま

す。 

このことから、施設運営及び維持管理については、設計及び施工から切り離すことが望

ましいと考えられます。 

 

（2） 事業費 

ＶＦＭについては、平成 19年の総合文化施設基本計画では 9％以上であったことと比較

すると、今回の試算結果からは、ＤＢ方式、ＤＢＯ方式、ＰＦＩ方式の各事業手法ともＶＦＭは

あったものの大きくは見込めませんでした。 

 

（3） 民間活用の可能性 

施設の整備においては、音響や舞台設備、施設配置、車両及び歩行者動線の検討、ユ

ニバーサルデザインや環境への配慮、民間活用スペースや施設前広場の活用、維持管理

費を抑えた施設整備などへの配慮が必要です。そのため、プロポーザル方式を取り入れる

ことにより、民間ノウハウを活かした提案が期待できます。 

 

（4） 総括 

以上の 3 つの視点から検討した結果、事業手法については、設計及び施工をそれぞれ

個別で発注する従来方式を採用することが望ましく、選定手法については、積極的に民間

ノウハウを活用する観点から、設計人をプロポーザル方式で選定することが望ましいと考え

られます。 

また、施設運営・維持管理については、事業の収益性や専門性、効率性などを考慮し、

市直営で行うのではなく、民間ノウハウが活用できる指定管理者による運営を行うものとしま

す。 
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第 7章 事業スケジュール  

 

1．事業スケジュール 

事業スケジュールは、次のとおりです。 

平成 26年度 
（2014年度） 

平成 27年度 
（2015年度） 

平成 28年度 
（2016年度） 

平成 29年度 
（2017年度） 

平成 30年度 
（2018年度） 

平成 31年度 
（2019年度） 

      
事 

業 

者 

選 

定 

基 本 設 計 ・ 実 施 設 計 

建 設 工 事 

発 

注 

開 

業 

準 

備 

供

用

開

始 



 

 

 

語句説明 

 

※①・ワークショップ 

一方通行的な知や技術の伝達＝講演会などではなく、参加者が自ら参加・体験し、グループの相互作用

の中で何かを学びあったり創り出したりする、双方向的な学びと創造の手法である。 

※②・舞台バックヤード 

舞台周辺に配置される出演者や運営スタッフが使用する楽屋や、関連諸室等のエリアを示す。 

※③・バリアフリー 

広義の対象者としては障害者を含む高齢者等の社会生活弱者、狭義の対象者としては障害者が社会生活

に参加する上で生活の支障となる物理的な障害や精神的な障壁を取り除くことを指すが、本整備計画ではホ

ール等の建築計画内容であり、物理的障害を取り除く意味合いで使用している。 

※④・レセプション 

小規模パーティー、記念式典、懇談会や会合などの集会を示す。 

※⑤・エントランス 

施設の主な入り口（玄関）エリアを示す。 

※⑥・ユニバーサルデザイン 

文化・言語の違い、老若男女といった差異、障害・能力の如何を問わずに利用することができる施設・製品・

情報の設計（デザイン）を指し、子どもから高齢者、障害者、外国人の来館者にも分かりやすく、利用しやすい

環境を提供しうる設計（デザイン）のことである。デザイン対象を障害者に限定しない点が一般的な「バリアフリ

ー」とは異なる。 

※⑦・再生可能エネルギー 

太陽光や太陽熱、水力、風力、バイオマス、地熱など、一度利用しても比較的短期間に再生が可能であり、

資源が枯渇しないエネルギーを示す。 

※⑧・プロセニアム形式 

ホールの舞台形式の１つで、日本のホール・舞台形状では最も一般的である。舞台内の大掛かりな装置を

隠すなど、客席から見える舞台開口の囲みが額縁＝プロセニアム・アーチ形状で設置された舞台を持つ様式

を示す。(下記写真参照：岸和田市立浪切ホール) 

※⑨・昇降プロセニアム 

プロセニアム形式のホールで、形成されているプロセニアムのアーチ上部を昇降させ、舞台開口の高さを調

節することで各種演目に対応していく機能及びその箇所を示す。(下記写真参照：岸和田市立浪切ホール) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロセニアムアーチ 

昇降プロセニアム 



 

 

 

※⑩・前舞台 

緞帳より前（客席側）の舞台エリアを示す。本計画ではオーケストラピット床を舞台面と同じ高さにする事で

前舞台を形成する。 

※⑪・オーケストラピット 

ミュージカル・オペラなどオーケストラが必要な公演で、生演奏のオーケストラが入る舞台と客席の間にある

スペースを示す。可動式で、客席からは見えないよう客席よりも数メートル下げてあり、その中でオーケストラ

が演奏する。  

※⑫・ホワイエ 

     ホール前のたまり場となるスペースを示す。 

※⑬・グリーンルーム 

楽屋から舞台の袖に入るまでの間にあるスペース。出演者たちが、登壇前に待機したり、くつろいだりするス

ペースを示す。 

※⑭・気積 

音響の良さ・高質な響きを得るには 1 席当たりの気積（＝容積）が重要で、残響時間は室容積に比例する。

音楽を主とする大規模ホール客席部分の気積は、1席当たり約 8〜12㎥となっている。 

※⑮・ケータリング 

完全に調理したものを持ち込んでそのまま、もしくは温めなおして提供するほか、その場で半調理状態のも

のを仕上げて提供する飲食サービスを示す。 

※⑯・パントリー 

ケータリングによる調理品や食器類を収納・貯蔵し、配膳を行う場所を示す。 

※⑰・ネーミングライツ 

施設の命名権で、施設の名称にスポンサー企業の社名やブランド名などを付与し、施設の建設や運用資

金調達を図りつつ、地域活性化へと取り組む手法のことである。 
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■ 寝屋川市 市民会館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

■ 寝屋川市地域交流センター （アルカスホール）・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

■ 門真市 市民文化会館（ルミエールホール） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

■ 守口市 市民会館（さつきホール）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

■ 守口市 文化センター（エナジーホール）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

■ 大阪市 中央公会堂・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

■ 八幡市 文化センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

■ 京都市 京都会館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

■ 京都市 呉竹文化センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 

（２）府内の主なホール 

■ 吹田市 文化会館（メイシアター）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 

■ 豊中市 （仮称）文化芸術センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 

■ 豊中市 アクア文化ホール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 

■ 豊中市 ローズ文化ホール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 

■ 高槻市 文化会館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 

■ 八尾市 文化会館（プリズムホール）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 

■ 岸和田市 浪切ホール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 

■ 河内長野市 文化会館（ラブリーホール）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 

 

２．京阪沿線の民間ホール 

■ イオン化粧品 シアターＢＲＡＶＡ！・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 

■ いずみホール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 

■ フェスティバルホール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 

 

３．枚方市内のホール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 
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１．公共ホール 

（１）京阪本線沿線のホール 

 

 

施設名 枚方市市民会館 

施設概要 

所在地 枚方市岡東町 8-33 

敷地面積 5,586.32㎡ 

建築面積 2,951.10㎡ 

延床面積 7,423.30㎡ 

施設内容 

（ホール） 

■大ホール 1,448席（可動席 350席、車椅子席 4席） 

■小ホール 260席（パイプ椅子最大設置数）  

（本館） 

■会議室 12室 ■料理室 ■和室 ■音楽室 

稼働率（※１） 

（H24年度） 

大ホール 71.5％ 

小ホール 86.7％ 

運営概要 
運営主体 

直営（耐震補強工事により平成 24、25 年度は直営、26

年度より指定管理に移行） 

自主事業数 21事業（財団事業） 

特徴・セールスポイント 
式典や音楽、映画、舞踊、展示会、講演会、会議など様々

な用途に利用できる多目的ホール。 

開設時期 
（ホール）昭和 46年 1月 

（本館）  昭和 40年 2月 

交通アクセス 京阪電鉄 枚方市駅 徒歩 3分 

※１ 稼働率：開館日数を基準とした割合 

 

 

事例 枚方市 
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施設名 寝屋川市市民会館 

施設概要 

所在地 寝屋川市秦町 41-1 

敷地面積 10,350㎡ 

建築面積 3,672㎡ 

延床面積 11,126㎡ 

施設内容 

■大ホール 1,203席 ■小ホール 200人 

■会議室 13室  ■特別会議室 ■講義室 

■研修室 ■多目的室 3室 ■作法室 

稼働率 

（H24年度） 

大ホール 43.8％ 

小ホール 58.9％ 

運営概要 
運営主体 指定管理者（特定非営利活動法人 トイボックス） 

自主事業数 2事業 

特徴・セールスポイント 
式典や音楽、映画、舞踊、展示会、講演会、会議など様々

な用途に利用できる多目的ホール。 

開設時期 昭和 45年 5月 

交通アクセス 京阪電鉄 寝屋川市駅 徒歩 15分 

 

 

事例 寝屋川市① 
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施設名 寝屋川市立地域交流センター（アルカスホール） 

施設概要 

所在地 寝屋川市早子町 12-21 

敷地面積 約 1,750㎡ 

建築面積 約 1,110㎡ 

延床面積 約 3,360㎡ 

施設内容 

■ホール 359席 

・1階席 224席 2階席 124席 車椅子席 4席 

・親子室 7席 

■楽屋 2室 ■練習室兼会議室 ■楽屋兼会議室 

■スタジオ ■ギャラリー 

稼働率 

（H24年度） 
ホール 43.9％ 

運営概要 
運営主体 指定管理者（株式会社 大阪共立） 

自主事業数 33事業 

特徴・セールスポイント 
ピアノコンサートをはじめ、古典芸能・講演会・セミナー・発

表会など、目的に合わせて利用できる音楽を中心とした多

目的ホール。 

開設時期 平成 23年 4月 

交通アクセス 京阪電鉄 寝屋川市駅 徒歩 3分 
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施設名 門真市市民文化会館（ルミエールホール） 

施設概要 

所在地 門真市末広町 29-１ 

敷地面積 7,291㎡ 

建築面積 4,370㎡ 

延床面積 11,785㎡ 

施設内容 

■大ホール 1,128席 

・1階席 720席 2階席 402席 

・車椅子席 6席 親子席 

■小ホール 252席 

・椅子席 248席 車椅子席 4席 親子席 8席 

■レセプションホール 椅子席 80人（立席 150人） 

■展示ホール ■研修室 ■会議室 2室  

■和室 2室 ■茶室 ■リハーサル室 

■練習室 2室 ■多目的室 

稼働率 

（H24年度） 

大ホール 74％ 小ホール 81％ 

レセプションホール 44％ 展示ホール 32％ 

運営概要 
運営主体 指定管理者（特定非営利活動法人 トイボックス） 

自主事業数 19事業 

特徴・セールスポイント 
コンサートをはじめ、演劇、公演、映画、各種発表会などあ

らゆるイベントに利用できる本格的ホール。 

開設時期 平成 5年 5月 

交通アクセス 京阪電鉄 古川橋駅 徒歩 5分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例 門真市 
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施設名 守口市市民会館（さつきホール） 

施設概要 

所在地 守口市京阪本通 2-13-1 

敷地面積 3,725㎡ 

建築面積 2,860㎡ 

延床面積 7,733㎡ 

施設内容 

■大ホール 1,008席 

・ホワイエ・映写室・音響室（主・副）・投光室 2室 

・調光室・楽屋 3室・奈落 

■会議室 ■多目的ホール 30人 

稼働率 

（H24年度） 

大ホール 36.2%【利用率】※２ 

多目的ホール 97.8％【利用率】 

（半年間休館していたため、利用率が高くなっている） 

運営概要 
運営主体 指定管理者（社会福祉法人 守口市社会福祉協議会） 

自主事業数 ― 

特徴・セールスポイント 
大ホールは、コンサートや劇、発表会などに利用できる多目

的ホール。会議室や和室は、教室や研修の場として定期的

に利用することもできる。 

開設時期 昭和 41年 11月 

交通アクセス 京阪電鉄 守口市駅 徒歩 5分 

※２ 利用率：開館区分数を基準とした割合 

 

 

事例 守口市① 
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施設名 守口市文化センター（エナジーホール） 

施設概要 

所在地 守口市河原町 8-22 

敷地面積 2,040㎡ 

建築面積 1,500㎡ 

延床面積 5,165㎡ 

施設内容 

■ホール 436席 楽屋 4室 

■会議室 2室 ■和室 2室 ■音楽室 4室 ■研修室 

■工芸室 ■ギャラリー 

稼働率 

（H24年度） 
ホール 35.1％【利用率】 

運営概要 
運営主体 指定管理者（公益財団法人 守口市文化振興事業団） 

自主事業数 14事業 

特徴・セールスポイント 
音楽、演劇、舞踊等の発表会や講演会の開催に適した多

目的ホール。 

開設時期 昭和 60年 7月 

交通アクセス 京阪電鉄 守口市駅 徒歩 3分 
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施設名 大阪市中央公会堂 

施設概要 

所在地 大阪市北区中之島 1-1-27 

敷地面積 5,641㎡ 

建築面積 2,330㎡ 

延床面積 9,886㎡ 

施設内容 

■大集会室 1,161席 

・1階席 810席 2階席 351席 控室 2室 

■中集会室 300席 ■小集会室 90席  

■特別室 ■大会議室 ■展示室 ■会議室 9室 

■レストラン 

稼働率 

（H23年度） 
全貸室 70.1％【平均利用率】 

運営概要 
運営主体 指定管理者（サントリーパブリシティサービス株式会社） 

自主事業数 2事業 

特徴・セールスポイント 
大集会室は、その荘厳な雰囲気の中での講演会やコンサ

ート、演劇、ファッションショーまで様々なイベントに利用で

きる。中・小集会室はパーティー利用可能。 

開設時期 平成 14年 11月 リニューアルオープン 

交通アクセス 京阪電鉄 淀屋橋駅 徒歩 5分 

 

 

 

 

事例 大阪市 
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施設名 八幡市文化センター 

施設概要 

所在地 八幡市八幡高畑 5-3 

敷地面積 9,000㎡ 

建築面積 4,750㎡ 

延床面積 9,737㎡ 

施設内容 

■大ホール 1,220席 

・固定席 1,210席 車椅子席 10席 

・親子室 2室 個室 2室 大部屋 2室 控室 1室 

■小ホール 400席（可動） ■会議室 3室 

■特別会議室 ■練習室 3室 ■リハーサル室 

■講習室 7室 ■控室 2室 ■展示室 ■喫茶室 

稼働率 

（H24年度） 

大ホール 56％ 

小ホール 46％ 

運営概要 
運営主体 指定管理者（公益財団法人 やわた市民文化事業団） 

自主事業数 19事業 

特徴・セールスポイント 
音楽、歌劇、バレエ、演劇・芸能、講演、式典、集会、映画

など多目的に使用できる。 

開設時期 昭和 58年 11月 

交通アクセス 京阪電鉄 八幡市駅から京阪バス八幡市役所前下車 

  

 

事例 八幡市 
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施設名 京都会館（ロームシアター京都） 

施設概要 

所在地 京都市左京区岡崎最勝寺町 13 

敷地面積 13,167㎡ 

建築面積 8,175㎡ 

延床面積 19,450㎡ 

施設内容 

■第一ホール 2,001席 （内車椅子 10席） 

■第二ホール 715席 （内車椅子 5席） 

■会議室 ■多目的スタジオ■レストラン・カフェ 

稼働率 

（H24年度） 
― 

運営概要 
運営主体 

指定管理者（公益財団法人 京都市音楽芸術文化振興

財団） 

自主事業数 ― 

特徴・セールスポイント 

世界的なオペラ、バレエ等の総合舞台芸術や、クラシック、

ポップス系コンサートが上演可能な第一ホール。 

演劇、伝統芸能の上演から、各種式典に使用可能な第二

ホール。 

ネーミングライツは 50年間で 52億 5千万円。 

開設時期 
平成 28年 1月 リニューアルオープン予定 

京都会館の老朽化に伴い、現地建て替え 

交通アクセス 京都市営地下鉄東西線 東山駅 徒歩 8分 

 

事例 京都市① 
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施設名 京都市呉竹文化センター 

施設概要 

所在地 京都市伏見区京町南七丁目 35-1 

敷地面積 4,901㎡ 

建築面積 2,774㎡ 

延床面積 4,124㎡ 

施設内容 

■ホール 614席 

・固定席 544席 移動席 56席（内車椅子利用可 34席） 

・親子席 14席 楽屋 4室 

■創作活動室 ■リハーサル室 ■会議室 3室  

■和室 2室 ■保育・休養室 

稼働率 

（H24年度） 
ホール 77％ 

運営概要 
運営主体 

指定管理者（公益財団法人 京都市音楽芸術文化振興

財団） 

自主事業数 10事業 

特徴・セールスポイント 
日常の芸術・文化活動の場として、音楽・舞踊・演劇・映画

会をはじめ、会議・集会・サークル活動など多目的な用途に

利用できる。 

開設時期 平成 2年 8月 

交通アクセス 京阪電鉄 丹波橋駅 徒歩 2分 
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（２）府内の主なホール 

 

 

 

施設名 吹田市文化会館（メイシアター） 

施設概要 

所在地 吹田市泉町二丁目 29-1 

敷地面積 10,229.24㎡ 

建築面積 6,782.36㎡ 

延床面積 16,119.70㎡ 

施設内容 

■大ホール 1,397席（1階 1,066席、2階 326席、車椅子

席 5席、親子室）・楽屋 6室・控室 1室・シャワー室 2室 

■中ホール 492席（車椅子席 5席、親子室） アリーナ形式

最大 622席 ・楽屋 4室 ・シャワー室 2室 

■小ホール 156席（車椅子席 3席、親子室）・控室 1室 

稼働率 

（H24年度） 

大ホール 84.8％ 中ホール 88.3％ 

小ホール 91.4％ 

運営概要 
運営主体 指定管理者（公益財団法人 吹田市文化振興事業団） 

自主事業数 66事業 

特徴・セールスポイント 
大ホールは、コンサートを中心に、オペラ、バレエなど。中ホ

ールは、演劇を中心に、ミュージカル、古典芸能など。小ホ

ールは、人形劇などに適した多目的ホール。 

開設時期 昭和 60年 4月 

交通アクセス 阪急電鉄千里線 吹田駅 徒歩 1分 

事例 吹田市 
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施設名 （仮称）豊中市文化芸術センター 

施設概要 

所在地 豊中市曽根東町 3丁目 36-1 

敷地面積 17,800㎡ 

建築面積 － 

延床面積 － 

施設内容 

■大ホール約 1,300席 ・親子室 ・楽屋 4室程度  

■小ホール約 200席 ・控室 2室程度  

■会議室 ■大練習室 1室、中練習室 1室、小練習室 2室 

■和室 1室 ■展示室 ■博物館常設展示室  

■会議・展示・講座室 ■キッズルーム 

稼働率 

（H24年度） 
－ 

運営概要 
運営主体 － 

自主事業数 － 

特徴・セールスポイント 
コンサートや演劇、古典芸能などさまざまな舞台芸術の公

演に対応できる劇場型の多目的ホール。 

開設時期 

平成 27年度中の開設を目標 

豊中市市民会館大ホールの老朽化に伴い、現地建て替

え 

交通アクセス 阪急電鉄宝塚線 曽根駅 徒歩 4分 

 

 

 

事例 豊中市① 
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施設名 豊中市立アクア文化ホール 

施設概要 

所在地 豊中市曽根東町 3丁目 7-1 

敷地面積 7,542㎡ 

建築面積 1,902㎡ 

延床面積 2,382㎡ 

施設内容 
■ホール（490席うち車椅子席 5席） 

■音楽室 ■練習室 

稼働率 

（H24年度） 
ホール 75.7％ 

運営概要 
運営主体 直営 

自主事業数 4事業 

特徴・セールスポイント 

緑深い風光の優れた芦田ヶ池のほとりにあり、隣接する中

央公民館とともに「大阪都市景観建築賞」（昭和 60 年度）を

受賞。 

特に音響効果にすぐれていて、室内楽やピアノコンサート

などの芸術文化の花開く場、心ふれあう場として多くの人た

ちに親しまれている。 

開設時期 昭和 59年 6月 

交通アクセス 阪急電鉄宝塚線 曽根駅 徒歩 3分 
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施設名 豊中市立ローズ文化ホール 

施設概要 

所在地 豊中市曽根東町 3丁目 36-1 

敷地面積 1,665㎡ 

建築面積 1,016㎡ 

延床面積 2,707㎡ 

施設内容 
■ホール（劇場型 357席うち車椅子席 10席。平床も可） 

■会議室 

稼働率 

（H24年度） 
ホール 53％ 

運営概要 
運営主体 直営 

自主事業数 １事業 

特徴・セールスポイント 

庄内体育館との複合施設。多用途に利用でき、舞台（せり）

を 12 に分割することが可能である。客席を電動で収納する

ことができるため、フラットフロアとしてダンスや講演会、レセ

プションなどにも利用できる。 

開設時期 平成元年 7月 

交通アクセス 阪急電鉄宝塚線 庄内駅 徒歩 8分 
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施設名 高槻市文化会館（高槻現代劇場） 

施設概要 

所在地 高槻市野見町 2-33 

敷地面積 市民会館 8,902.33㎡ 文化ホール 3,913.66㎡ 

建築面積 市民会館 4,227.46㎡ 文化ホール 1,757.20 ㎡ 

延床面積 市民会館 10,032.05㎡ 文化ホール 7,867.27 ㎡ 

施設内容 

＜市民会館＞ 

■大ホール 1,564 席 （1 階 996 席（うち車椅子席 6 席）2

階 568席） ■集会室 

＜文化ホール＞ 

■中ホール 602席 （固定席 508席）（可動席 90席 車椅

子席 4席）■リハーサル室 ■楽屋 ■展示室     

■会議室（レセプションルーム）■和室 2室 

■応接室 

稼働率 

（H24年度） 

大ホール 59.9％ 

中ホール 69.1％ 

運営概要 
運営主体 指定管理者（公益財団法人 高槻市文化振興事業団） 

自主事業数 32事業 

特徴・セールスポイント 
市民会館と文化ホールの 2つの建物を合わせて「高槻現代

劇場」と総称している。市民文化の拠点としてコンサート、講

演会、展示、各種会議などに幅広く利用できる。 

開設時期 
（市民会館）昭和 39年 10月 

（文化ホール）平成 4年 4月 

交通アクセス 阪急電鉄京都線 高槻市駅 徒歩 5分 

事例 高槻市 
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施設名 八尾市文化会館（プリズムホール） 

施設概要 

所在地 八尾市光町 2丁目 40 

敷地面積 4,689㎡ 

建築面積 3,839㎡ 

延床面積 14,658㎡ 

施設内容 

■大ホール（1,440席うち車椅子席 6席） 

■小ホール（390席うち車椅子席 4席） 

■レセプションホール（213.6㎡）■展示室（262.7㎡）、■リ

ハーサル室（169㎡）■練習室 2室 

■会議室 3室 ■和室 1室 ■研修室 1室 

稼働率 

（H24年度） 
大ホール 66.2％ 小ホール 74.2％ 

運営概要 
運営主体 指定管理者（公益財団法人 八尾市文化振興事業団） 

自主事業数 33事業 

特徴・セールスポイント 

大ホールはコンサート・バレエ・講演会など、小ホー

ルはクラッシックコンサートやピアノの発表会など

幅広い催しに対応可能。なかでも大ホールの音響反射

板が客席に張り出す装置はオリジナル。オーケストラ

のコンサートには抜群の効果を発揮している。 

開設時期 昭和 63年 11月 

交通アクセス 近畿日本鉄道大阪線 八尾駅 徒歩 5分 

 

事例 八尾市 
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施設名 岸和田市立浪切ホール 

施設概要 

所在地 岸和田市港緑町 1－1 

敷地面積 14,939㎡ 

建築面積 8,727㎡ 

延床面積 27,021㎡ 

施設内容 

■大ホール（1,552席うち車椅子席 8席） 

■小ホール（288席）■多目的ホール（284㎡）■祭りの広場

（約 960㎡）■交流ホール（309㎡） 

■特別会議室 ■会議室 4室 ■研修室 2室 

■食の交流室 ■和室 1室 ■練習室 4室 

■スタジオ 4室 

稼働率 

（H24年度） 

大ホール 41.5％  小ホール 38.9％ 

多目的ホール 66.5％ 

運営概要 
運営主体 指定管理者（株式会社 JTB コミュニケーションズ） 

自主事業数 54事業 

特徴・セールスポイント 

大ホールは能・歌舞伎などの伝統芸能を公演するのに

適した構造を採用。コンサートからコンベンションま

で、多彩なニーズに応えることができる多機能文化施

設。 

開設時期 平成 14年 4月 

交通アクセス 南海電鉄南海線 岸和田市駅 徒歩 10分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例 岸和田市 
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施設名 河内長野市立文化会館（ラブリーホール） 

施設概要 

所在地 河内長野市西代町 12－46 

敷地面積 8,888㎡ 

建築面積 5,307㎡ 

延床面積 11,037㎡ 

施設内容 

■大ホール（1，308席うちボディソニック固定椅子 10席、車

椅子席 8席）■小ホール（464席） 

■リハーサル室（135㎡）■レッスンルーム 2室 

■録音室 ■ギャラリー（180㎡）■会議室 2室 

■和室 2室 

稼働率 

（H24年度） 

大ホール 90.7％ 

小ホール 96.2％ 

運営概要 
運営主体 指定管理者（公益財団法人 河内長野市文化振興財団） 

自主事業数 94事業 

特徴・セールスポイント 

クラッシックやオペラ公演を主体とする。大ホールに

は残響可変装置、オーケストラピットを設置。小ホー

ルはロールバックチェア採用。 

開設時期 平成 4年 4月 

交通アクセス 南海電鉄高野線 河内長野駅 徒歩 7分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例 河内長野市 
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２．京阪沿線の民間ホール 

 

 

 

施設名 イオン化粧品 シアターBRAVA！ 

施設概要 

所在地 大阪市中央区城見 1-3-2 

敷地面積 36,351㎡ 

建築面積 14,539㎡ 

延床面積 31,064㎡ 

施設内容 

総客席数 1,136席（オーケストラピット使用 1,099席）  

別途車椅子席 4席  

1階 734席 （オーケストラピット使用時 706席）  

2階 393席 

・カフェコーナー 

稼働率 

（H24年度） 
－ 

運営概要 
運営主体 株式会社 毎日放送 

自主事業数 － 

特徴・セールスポイント 
BRAVA！とは『Bravo！』の女性形。 

舞台芸術全般をメインに、コンサート・講演会・発表会・イベ

ントなど様々な催し物に利用できる多目的ホール。 

開設時期 平成 17年 4月 

交通アクセス 京阪電鉄 京橋駅 徒歩 8分 

 

事例 シアターBRAVA！ 
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施設名 いずみホール 

施設概要 

所在地 大阪市中央区城見１丁目 4-70 住友生命 OBPプラザビル 

敷地面積 － 

建築面積 － 

延床面積 － 

施設内容 
ホール 総客席数 821席（1階 713席、2階席（バルコニー

席）108 席） ホワイエ、クローク、バーコーナー、リハーサル

室、控室 8室、ピアノ庫、録音調整室、音響・調光室 

稼働率 

（H24年度） 
－ 

運営概要 
運営主体 一般財団法人 住友生命福祉文化財団 

自主事業数 － 

特徴・セールスポイント 

理想の音場の原点をウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

の本拠地「ウィーン楽友協会大ホール」に求めたシューボッ

クス型で、天井や壁のデザインをはじめ、床、椅子、さらに 8

基のシャンデリアなどの緻密に計算された音響効果により、

「楽器の集合体」に包み込まれるような空間を実現。クラッシ

ック音楽専用ホール。パイプオルガンあり。 

開設時期 平成 2年 4月 

交通アクセス 京阪電鉄 京橋駅 徒歩 8分 

 

 

 

 

 

事例 いずみホール 



 

21 

 

 

 

 

 

施設名 フェスティバルホール 

施設概要 

所在地 大阪市北区中之島 2-3-1 

敷地面積 － 

建築面積 － 

延床面積 － 

施設内容 

ホール 総客席数 2,700 席（オーケストラﾋﾟット内 176 席含

む）、車椅子 30席 

・1階 1,544席(BOX席 81席含む) 2階 564席 3階 560席 

・小楽屋 8室・中楽屋 3室・大楽屋 3室・特別室 1室 

・多目的室 3室・主催者控室 1室・リハーサル室 1室 

稼働率 

（H24年度） 
－ 

運営概要 
運営主体 株式会社 朝日ビルディング 

自主事業数 － 

特徴・セールスポイント 

クラシックの他にポップス、ジャズ、ミュージカル、邦楽な

どの様々なジャンルの催し物が行われてきた国内有数の

ホール。 

開設時期 
平成 25年 4月 リニューアルオープン 

老朽化に伴い、現地建て替え 

交通アクセス 京阪電鉄中之島線 渡辺橋駅 徒歩 1分 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例 フェスティバルホール 
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３．枚方市内のホール 

        （平成 24年度実績） 

施  設  名 諸 室 名 利用率（％） 備  考 

枚方市立メセナひらかた会館 
多目的ホール 

定員 360人 
80.6 

可動式観客席 

ホール機能と体育館

機能を付帯 
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