
「（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）案」に関する意見概要と市の考え方について

No 該当頁 意 見 概 要 市の考え方

1 2

１．整備コンセプトと社会包摂機能・市民参加について
　施設設置目的は書かれていますが、整備計画にあったコンセプト「文化芸術とまちづくりが協奏する創造空間」という言葉が書
かれていません。コンセプトは整備全体を通じて拠り所になる基本的な方向性であり、短い語句で誰にでもわかりやすいので書い
ていただきたい。
　しかし、このコンセプトも設置目的も「社会包摂機能」については触れられていません。この施設が発信する文化の力で、福祉
的な社会問題の緩和・解決に資するというのは、公立文化ホールの大きな使命であり、ここ数年その概念は重要視されています
（整備計画策定の3年前よりさらに）。この施設も運営の方向性では述べられていますし、設置予定の文化振興連絡会議に教育・
子育て･福祉部門の文化担当をいれるというのもそこを考えての上だと思います。
　ただ、基本方針の印象では、トレンドとして考えてはいるが本腰をいれて取り組む熱意は感じられません。社会包摂と地域振興
的なまちづくりは違うものであり、混同せずにわけて考えるものです。「まちづくり」というひらがな表記で曖昧に包含させるも
のではありません。
　本腰をいれた熱意が感じられないと感じられたもうひとつの点は、１３ページに他市の先進事例をあげ「文化施設の運営を投資
として捉え、積極的な事業運営を通して高い経済波及効果をあげている例があります」としているところでです。では枚方市はど
うなんですか？運営を投資ととらえているんですか？とききたくなりました。この例の兵庫芸文や可児市は積極的にお金をつぎこ
んだところではなく、卓越した経営哲学や思想のもとに、職員総出のたゆまぬ努力で、秀逸な自主事業、継続的な社会包摂事業、
アイデア豊富な顧客開拓をおこなってきたところです。公立文化ホールの使命を果たすためにやむをえない公費負担ではなく、積
極的な公費負担をおこない、目に見える経済波及効果と目にみえない健全な地域社会の育成という効果を得ているところです。
単にこれらの施設の経済波及効果の数字を例としてあげているだけなのか、その経営姿勢を評価して、枚方市もそうありたいと
思っているのか？否か？です。私はやはり枚方市の施設もその姿勢をもち、努力しようとする施設であってほしいと思います。
　もう一つ、積極的に触れられていないのが市民との協働です。
３ページに「市民サポーターを育成し、市民が施設運営に参加し、施設を支える仕組みを構築します」、１２ページに「ホールメ
イト」の記述がありますが詳細がわかりません。堺市の運営計画の例では新施設基本理念のもとの三つの基本方針のひとつに「市
民との協働の促進」があげられており、1ページをさいて説明があり、参加の形態では事業へのサポート、事業企画としての参加
の面が書かれています。4/22の説明会での担当課長の質疑応答でも口頭で同様のことが考えられるという返答がありましたが、
書かれていないかぎり、実行の担保がありません。
市民との協働は市民センターの活動委員会をとっても、市にとってはしんどい作業であり、ブレーキと感じられるところも多々あ
るかもしれませんが、しんどくても必要な関係であり、市民参加の目を育てていかねばならないと思います。
運営の方向性の中でひとつの独立した項目として挙げていただきたいと思います。

以上のことから、施設設置目的・コンセプトを再考できるなら社会包摂・市民との協働を加味して出していただきたいと思いま
す。指定管理業者に示す運営の姿勢として押さえておいていただきたいと思います。

整備コンセプトの意味することを「１．施設の設置目的」においてわかりやすく記載しています。

社会包摂は施設運営の重要な視点であると捉えており、運営の方向性（P.3)や事業展開(P.4 ～）に趣旨を
取り入れています。

経済波及効果については、他市の事例を参考に、本施設においても経済波及効果につながる事業展開に
努める考えです。

市民サポーターについては、館内案内などを行うレセプショニストとして活躍していただくことや、館の取り
組みを紹介するニュースペーパーの編集や一時保育協力者としての登録なども想定しています。市民サ
ポーターの育成についても、運営の重要な視点であると捉え、運営の方向性に取り入れているものです。

社会包摂や市民との協働の重要性もふまえ、今後、指定管理者の公募に向けて仕様書を検討し、具体の
提案を求める考えです。

2 2 ２．施設の愛称やロゴマーク公募は必ずやって頂きたくお願いします。 平成31年度に、施設の愛称やロゴマークの募集を予定しています。

3 2

５．ネーミングライツ

お金がないのはわかりますが、ホールのみにせよ公的施設に企業名がつくのには反対です。
契約の解除などで途中で変更されたり、市民感情として愛着が感じられない企業名になる場合もあります。センター名は愛
称を公募し、その中の大ホール、小ホールでよいと思います。

施設の愛称を公募し、大・小ホールの名称については、財源確保の観点から、ネーミングライツを導入する
予定です。
募集要項で最低金額や期間などの要件を提示するとともに、選定基準を設け、公共施設の施設命名にふ
さわしい事業者を選定する考えです。

4 3
聴覚障がい者（ろう者）に対してのバリアフリー（手話通訳etc）を考えてほしいです。説明のなかに無かったです。とて
も残念です。色々な場所（例　受付、手話通訳）手話通訳者希望します。

事業内容に応じて手話通訳者を置くなど、運営の中で検討していきます。

5 3 ・身体障害者を誘導、支援するスタッフを配置して欲しい。 身体障害者の誘導、支援については、運営の中で対応ができるよう検討してまいります。

※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29年4月10日～4月30日 

■意見提出者数    30人 

■公 表 意 見 数    29件 
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No 該当頁 意 見 概 要 市の考え方

6 3

4月22日メセナにて枚方市総合文化芸術センターの施設運営の説明会に伺いました。質疑応答では高齢者、しょうがい者施
設運営者から多くの意見が出ていました。残念ながらボランティア団体からの意見はほとんどなかったようです。
文化芸術センターは一部の利用者の最適な施設では将来性が難しいと思います。
枚方市駅からの雨天用屋根付きの歩道橋、バスターミナル、ストレッチャー用の大型エレベーター、しょうがい者用トイ
レ、観客指定場所の変更等の意見が出ていました。
理想はわかるのですが、130億の施設でできるか疑問です。管理運営の業者だけでなく、枚方市社協には多くのボランティ
ア団体、人員が参加をしています。
目の不自由な方には同伴ボランティア、耳の聞こえない人には手話グループが多くあります。体の不自由な方は介護のグ
ループがあり協力を要請され、教育をしていただければボランティア参加の市民に親しまれる文化芸術センターになると思
います。
先端技術に恵まれたセンターより低コストの人の助け合う交流のセンターを希望しています。

（仮称）枚方市総合文化芸術センターでは、文化芸術を鑑賞する人や、日常練習や発表の場として利用す
る人、ワークショップ等に参加する人など、さまざまな目的を持った人々が集い、交流する施設として、魅力
的で多彩な事業を展開します。
ボランティアの参加や来館者への介助などにつきましては、運営の中で検討してまいります。

7 3

1．枚方市総合文化芸術センターが3年後に出来あがるのは大変うれしく思っていますがほどうの点字ブロックがゆうどう
にかんしてエレベーターやその他の施設に点字ブロックをつけてほしい。
２．階段テスリや階段に点字をつけてほしい。
３．洋式のトイレをつくってほしい。男女のトイレも手でさわってすぐわかる様にしてほしい。入口の男女のトイレがわか
るようにしてほしい。入口の男女のトイレがわかる様にしてほしい。

8 3

仮称「枚方市総合文化芸術センター」は昨年4月に施行された「障害者差別解消法」に則り合理的配慮がなされた施設とし
て、ろう者(重度聴覚障が差別や不利益を被らないよう以下の要望をいたします。
ソフト面
１　手話通訳が出来る正職員を配置すること。
２　ろう者の職員を配置すること。
３　表情豊かな職員を多数配置すること。
４　窓口職員は手話が出来るように努めること。

9 3

ハード面
１　室内等をふくめて館内のインターホンは全てモニター付きにすること。
２　舞台等には手話通訳者のための専用の照明やヘッドホーンをつけること。
３　館内放送は全て文字で出せる様に電光板やモニターをつけること。
４　各室に居てもモニター等で緊急連絡が取れるようにすること。
５　エレベーターは内外が見えるガラス窓とモニターをつけること。
６　トイレを使用中に外部からのノックがわかるようにすること。
７　会館で配布するチラシやポスター、会報等には全てTEL番号とFAX番号を必ず併記すること。
８　会館が行う公演、イベント、映画等には必ず字幕や手話通訳を付けること。

10 3

・名古屋市は各区に文化小劇場（小ホール）を設置。ステージ補助（市民サポーターかな？）その他を担当、支援できるボ
ランティアを養成、組織している。
・三重県立文化会館は、育成事業を活発に展開。結果として、ホールの財政健全化の大きな成果を上げている。

市民サポーターを育成し、市民が施設運営に参加し、施設を支えるしくみを構築してまいります。

11
3

6

・まだまだ市民の認知度が低い。市には沢山の文化団体があるので、それらを巻き込んでのアピール方法を考えてほしい。
寄附についても呼びかけたいが、制約もあるようなので。市の行事やイベントなどでPRを積極的にしてほしい。
・市民サポーターの育成についても書いてあったが、市民に愛される、枚方だけに特色のある、注目されるような取り組み
を目指して欲しい。
・市民説明会でも質問があったが、バリアフリーに関しては、まだまだの印象を受けた。沢山の生の声を聞き、実際使用す
る人の目線で作って欲しい。予算の関係でハード面で全部は補えないと思うが、どう人を配置するかでもだいぶ違うので
は？介助者、手話の出来る人など。まだ３年以上はあるので、育成もできるし、呼び掛けもできる。
・市民が開館を楽しみにできるよう、いろんなイベントをするなどして広めてほしい。　　　　よろしくお願いします。

開館に向けて機運が高まるようなプレ事業に取り組む考えです。
バリアフリーについては、実施設計の中で検討するとともに、介助が必要な方への対応につきましては、運
営の中で検討してまいります。

「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）」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、障害者差別解消法に留意して設計を進めています。
限られた財源のなかで、障害のある方にも使いやすい施設となるよう、実施設計や施設運営において対応
を検討してまいります。
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No 該当頁 意 見 概 要 市の考え方

12 4

22日の説明会に参加しました。参加者の数や、意見に、文化芸術センターに対する期待の大きさを感じました。私は、お
やこ劇場の会員として、1995年に建設が先送りになったときから、20年以上、建設を待ち望んできました。これだけ
待ったのだから、絶対によいものになってほしいです。近隣施設との差別化を、との意見がありましたが、市民だけでな
く、他市からも人を集めるだけの魅力ある企画を打ち出せる企画力のあるセンターであってほしい。

13 4

・大変楽しみに致しております。今迄の枚方市の会館は、音響の面でおとっています。他市に行きますと、環境も良く（室
内、館内）まだかまだかと待っておりました。
・美術面、楽団も楽しみですね。
・神戸のように上手に呼んで頂きたいものです。

14 4

・他の施設とも連携し、有名かつ有意義な企画展を年に１回は実施していただきたい。その際、ギャラリー～エントランス
ロビー～イベントホールをぶち抜いて大規模な展示を実現していただきたい。
・リピーターを生み出せるような魅力ある常設展示作品（金沢21世紀美術館のように）や広場のイベント企画（以前企画
されていた「七夕キャンドルの夕べ」など）をお願いしたい。
・引き続き高校生の作品展の配慮をお願いしたい。

美術ギャラリーでは、芸術性の高い企画展のほか高校生作品展などを開催します。
自主事業については、指定管理の公募の際に、多彩な事業提案を受ける予定です。

15 6
枚方バレエ協会はグランドオープン又はプレオープンにクラシックバレエの全幕公演を行うために集まった団体ですが、グ
ランドオープン等に参加資格はどのように知ることができますか？

グランドオープン事業について、現時点では詳細が決まっておりません。市民参加の視点も含め検討してま
いります。

16 6

・かなり内容が姿をあらわしてきたので楽しみ。
・オープンしてからの事業の中の育成事業をもっと幅広く生き生きしたものに。市民劇団、青少年オーケストラなど。
・オープンへ向けてのプレ事業が大切。オープンしてからの事業展開への「助走」になる。幅広い市民が参加できるような
ものに。

開館に向けて機運が高まるようなプレ事業や、文化芸術活動の裾野が広がるような育成事業に取り組む考
えです。

17 8，9 施設長は、市の直属（？）であると思っていましたが、指定管理者の選定にあたり、「施設長」を重視していただきたい。 施設運営の要となる施設長については、指定管理者を選定する際の重要なポイントと捉えています。

18 8，9

２．専門家の配置

文化芸術アドバイザーの仕事は開館までは想像がつくのですが、開館後の立場がよくわかりません。文化振興連絡会議の調
整役は市の状況に詳しい市職員がすることになるのでしょうか？
総務的な仕事、財務管理、広報企画、などの事務局を束ねる事務局長はおかないのでしょうか？
施設長はすべてを統括するプロデューサーなので、片腕となる事務局長がいると思います。

文化芸術アドバイザーは、「（仮称）文化振興連絡会議」に参加し、(仮称)枚方市総合文化芸術センターを含
む市全体の文化芸術施策を総合的に推進するための助言・提言を行うこととしています。
施設運営に必要な専門スタッフの配置については、指定管理の仕様書の要求事項とする考えです。事務
局体制は、必要な業務を遂行できるように、指定管理者から提案を受け、選定していくものです。

19 8，9 指定管理者、アドバイザーの評価はどのようにしますか。
文化芸術アドバイザーは、市が選任し、設置する予定です。指定管理者については、公募の際に、市が求
める水準を明確に定めて選定するとともに、実績等についてモニタリングで評価してまいります。

20 8，9

・文化芸術アドバイザー、美術施設運営委員、施設長、事業制作担当チーフ、舞台技術担当、チーフの方々は是非とも優秀
なメンバーを選出していただきたい。（市のほうでは、●●さんなども入っていただきたい）
・市長が替わろうが、上記の方々と市の方々とは常に協力し合って支え合ってセンターの運営を責任持って行っていただき
たい。
・センターのPR大使を選出して市内外に広くアピールしてはどうか。（V6の岡田君、COWCOWのお2人、モノマネの君
島遼くんなど）

文化芸術アドバイザーおよび美術施設運営委員は、市が選任し、設置する予定です。また、施設運営に必
要な専門スタッフの配置については、指定管理の仕様書の要求事項とする考えです。
運営については、今回定める施設運営の基本方針に基づき、長期的な視点で継続性を持って施設を運営
する考えです。施設開館後も、（仮称）文化振興連絡会議で、専門家と市、関係部署の連携を図ってまいり
ます。
プレ事業をはじめ、PRの方法については、今後選任する予定の文化芸術アドバイザーと検討してまいりま
す。

ホールでは、国内外のプロによる優れた音楽や演劇、舞踊、伝統芸能等の公演を実施してまいります。
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No 該当頁 意 見 概 要 市の考え方

21 9

文化芸術アドバイザー及び施設長の新規起用について、ホールが魅力的で個性的な存在であるためにはとても重要な位置を
占める職責と思います。新しいホールは、芸術全般にわたって発信したい方針のようですが、私は何かに特化する方が、存
在価値が高くなるのではと考えます。
例えば、今年で3回目を迎える枚方シティオペラを演出されている奥村啓吾さんのように、音楽への熱い情熱と愛、そして
枚方愛をもたれている芸術家が職責にあたられる事を希望します。
”オペラなら枚方”といわれるようになれば、まずは大成功！と思うのですが。

文化芸術アドバイザー及び施設長は、施設運営の要となる職であると考えております。その観点のもと、市
に設置する文化芸術アドバイザーを選任するとともに、施設長については指定管理者を選定する際の重要
なポイントとして、捉えています。

22 10

３．開館時間

早朝・延長を割増料金で対応する幅をもたせてほしいです。
開館時間の延長については、近隣の住宅地との関係をふまえ、今後検討していきます。

23 10
市民には利用金額が割引になるなど、市民が使いやすいセンターにして下さい。
大きな団体ばかりが入るホールでは意味がありませんので、よろしくお願い致します。

施設使用料は、受益者負担を原則に、市の類似施設や近隣市の状況を踏まえて設定する考えです。現市
民会館は、市内の利用者・団体と、市外の利用者・団体で使用料に差を設けており、こうした状況も参考に
検討していきます。

24 10

４．利用料金

新施設になって料金が上がり市民利用には難しい面もあります。
市や施設との共催、後援などで減免が受けられる制度を考えていただきたいと思います。

25 10
使用料、駐車場料金は、現在より高くなるのは理解できますが、市民が、とくに、高齢者、障がい者、子ども、若者が利用
できる設定を考えてほしい。高すぎて、市民が利用できないのでは、元も子もありません。

26 10 移動式展示パネル・イーゼルの購入や、高すぎない使用料のほうもご検討いただきたい。
施設運営に必要な備品の購入を予定しています。
施設利用料は、受益者負担を原則に、市の類似施設や近隣市の状況を踏まえて検討してまいります。

27 10 施設利用料の決定、変更に関して、市民の意見はどのように反映されますか。
施設利用料は、受益者負担を原則に、市の類似施設や近隣市の状況を踏まえて検討してまいりますが、施
設利用料は施設の設置条例で定めるため、市議会での審議を経て決定してまいります。

28 11 事業費のうちの80余億円の債務の返還計画、見通しはどうなっていますか。
市は、市民サービスの低下を招くことなく、将来にわたり安定した財政運営を維持する観点から、毎年「長
期財政の見通し」を作成しています。ここには本事業の起債償還も見込んでおります。

29 12
市民の意見を聞く、取り入れる場をきちんと作ってほしい。「ホールメイト」が評価に関わるしくみを･･･とあるが、市民
のかかわりがよく見えないので、はっきりさせてほしい。

施設の運営に関心が高い市民の代表としてホールメイトを想定し、評価に関わっていただくしくみを研究し
ます。

施設利用料は、受益者負担を原則に、市の類似施設や近隣市の状況を踏まえて検討してまいります。
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