
総合文化施設整備計画（案）パブリックコメン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

美術館について
香里に作るような案があるようですが、市の中央が望ましい。新文化施設の中
に含めてはいかがでしょうか。

｢第２章　３．機能構成と施設構成　(2)主な施設の概要及び提供機能｣におけ
る美術ギャラリーの概要に　「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。」を加えます。

2

香里園に美術館を建設すると新聞で読みました。当施設と合体させたらどう
か。駅から遠い施設は最終、入館者減に悩む。守口市の南画美術館も、本年
か、閉館すると聞いた。宝のもち腐れにならないか。

｢第２章　３．機能構成と施設構成　(2)主な施設の概要及び提供機能｣におけ
る美術ギャラリーの概要に「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。」を加えます。

3

■枚方市内の他の文化施設との役割分担を記載してほしい
・メセナひらかた会館を利用しようとしたことがありますが、仮予約が多く、
仮予約には税務相談のようなものもあり、現在ある市施設が有効に活用されて
いないと感じています。
■枚方市外の同様の施設の運営状況を記載し、それらの課題を分析したうえで
計画（案）の妥当性を示してほしい。
・京阪沿線では、寝屋川市のアルカスホール、門真市のルミエールホール、守
口市のエナジーホールなど状況を記載してほしい。
・西宮市にある兵庫県立芸術文化センターについては、音楽専用ホ－ルとして
成功している印象があります。総合文化とすると、いずれも中途半端な施設と
なり市内の他の施設の延長線上にしかなりえないという心配があります。

・隣接するメセナひらかた会館のホールと総合文化施設の小ホールとの機能分
担としては、｢第２章　３．機能構成と施設構成　(2)主な施設の概要及び提供
機能｣において、”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”
とし、鑑賞・発表等の機能は小ホールで担うこととしています。

・京阪沿線の他市の文化施設は、大ホールは1,000～1,200席程度の規模で、本
市が整備する1,500席程度の大ホールとは一定の役割整理ができるものと考え
ます。また、小ホールは音楽を主たる用途としたものが多く、本市が整備す
る、演劇公演を主たる用途とした小ホールとは一定の役割整理ができるものと
考えます。
なお、他市状況につきましては参考資料として記載します。

※意見概要の表記は、原則として原文のままとし、 
固有名詞が含まれる場合は一般名詞に置き換えるなど変更しています。 ■実   施   期   間    平成26年4月1日～4月21日 

■意見提出者数        66人 

■公 表 意 見 数    111件 
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No 意　見　概　要 市　の　考　え　方
総合文化施設を建設するにあたり、事業費がペイできるのか、興業で成り立つ
のか、レストランは必要なのかなどというような議論はナンセンスである。
総合文化施設の整備は、枚方の文化を育み、成長させていくにはどのようにす
ればいいのかという視点で考えていく必要がある。
文化という本質に軸足をおかずに、建物の整備だけに議論が集中している感が
ある。
文化芸術を振興するためには、採算は厳しくとも、文化芸術はまちづくりにお
いて欠かすことのできないものであるということを念頭において取り組む必要
がある。
文化は教育と同様で採算性を議論して取り組むものでない。費用はかかるが、
教育で子ども達を育んでいくように、文化は人々が心豊かに人間らしく生きる
うえで不可欠なものであり、費用をかけてでもしっかりと取り組むべきもので
ある。
そうした観点で総合文化施設の整備に取り組んでいただきたい。

以下については文言修正等が必要ではないかと考えます。

平成26年4月、文化芸術を振興する意義や文化芸術を魅力あるまちづくりに活
かす上での市の文化芸術の振興に対する考え方を明らかにした枚方市文化芸術
振興条例が施行されました。総合文化施設は、条例で示す基本施策を展開して
いく上での拠点施設となるものです。子ども達の文化芸術に触れる機会の充実
や学校との連携、地域の文化芸術を担う人材の育成、文化芸術の普及活動など
採算性が難しいものについても公立の文化施設の役割として取り組む必要があ
ると考えています。また、枚方の文化芸術を創造し、広く発信することも施設
運営において必要であると考えています。

・4ページの導入文書について誰に対してニーズ調査を行ったのかわかりにく
い。

・5ページのフロー図で「求める事項」の「利便性向上のためのその他機能」
でその他の機能という表現がわかりにくい。

・8ページの３の⑥の専門家の意見で、「施設に隣接する広場の整備は、若者
のダンスやジャグリングが賑わいになっている」といっているが、広場整備の
事例なのか。これは賑わいでなくて騒音である。地域ではこのようなものは望
んでいない。平和の灯りのような一体的に取り組めるイベントが適当ではない
か。

・9ページの表の最後の項目で、「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困難といえる。」とある。これ
はそのとおりだと思いますが、「困難」という表現は「できなくはない」とも
とれる。ここは「妥当ではない」が適切ではないか。

・「序章　総合文化施設整備計画の策定について　２．総合文化施設整備計画
の上位計画と関連法令　（３）総合文化施設整備計画の策定フロー　の導入文
書の3行目に「市民会館利用者等に対して」を加えます。

・「第1章　総合文化施設のニーズ把握等　１．ニーズ把握　図２　調査の体
系フロー　求める事項」の3つ目、「利便性向上のためのその他機能」を「施
設の利便性向上のための機能」に修正します。

・「第1章　総合文化施設のニーズ把握等　３．専門家からの意見　⑥」は、
広場利用の事例として専門家からご意見をいただいたものです。施設に隣接す
る広場はご指摘のように様々な活用が見込まれることから、設計事業者からよ
り良い提案をいただき整備する考えです。なお、専門家の意見は広場利用の事
例であることから「広場の整備は・・・事例がある。」を「広場では・・・事
例がある。」に修正します。

・「第1章　総合文化施設のニーズ把握等　４．現市民会館大・小ホールの抱
える主な課題」の表の「現敷地での建て替え」の6行目の「困難といえる」を
「妥当ではない」に修正します。

4
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No 意　見　概　要 市　の　考　え　方

4

続き

・10ページのフロー図で「文化芸術振興の視点」の2つ目、「文化芸術活動を
通じた市民の文化力の発展の場」で文化力の発展とあるが、「発展」を使うの
であれば「文化の発展」であり「文化力」を使いたいのであれば「文化力の向
上」というべきではないか。

・10ページの下で示しているコンセプトで、協奏という言葉を使っているが、
このような言葉は存在しない。また、「創造空間」というのも空間を作るの
か、何をしたいのかわからない。コピーでは造語もありかもしれないが、コン
セプトの意味がわからない。

・15ページで③の「枚方市駅周辺再整備ビジョンに即した施設整備」は、他の
項目と比べると、上位の計画にあたるもの。一般的に一番最初の項目が重要度
が高いと認識されるので、この項目は一番最初の項目として記述すべき。

・16ページから19ページの表では「備える」「供え」「整備する」という表現
が無秩序に使われている感がある。統一したほうがよいのではないか。

・16ページの②大ホールの舞台設備の項目で、表の中のタイトルが「舞台設備
（舞台機構、舞台音響・映像、舞台照明）」と記載されているが、カッコ内の
それぞれについている「舞台」は削除して、（機構、音響、映像、照明）とし
たほうが読みやすい。標記の仕方も、舞台設備と記載し、次の行に１つスペー
スを空けて「・機構」、また次の行に「・音響」という具合に見やすく並べる
べきである。

・16ページ②大ホールの表のホワイエのところで、「多くの観客や演目に関連
する物販等に対応できる」とあるが、17ページの小ホールのホワイエの説明で
は「多くの観客や演目に関連した物販等に対応する」となっており、「関連す
る」と「関連した」で少し表現が違う。どちらかに統一すべきである。

・「第2章　整備コンセプトと方向性　図３　整備のコンセプトフロー　文化
芸術振興の視点」の2つ目、「文化力の発展の場」を「文化力の向上の場」に
修正します。

・「第2章　整備コンセプトと方向性　図３　整備のコンセプトフロー　コン
セプト」の補足説明として、「※協奏には、「複数の構成要素が連携し合うこ
と。管弦楽器をはじめとする複数の楽器で一つの曲を演奏すること。」という
意味があります。複数の楽器で１つの演奏を作り上げるように、文化芸術振興
の４つの視点とまちづくりの４つの視点を有機的に繋ぎ、枚方の文化芸術を創
造し、発信する創造空間として総合文化施設のコンセプトを設定していま
す。」を加えます。

・「第3章　施設計画　１．基本方針　③枚方市駅周辺再整備ビジョンに即し
た施設整備」については、①の項目として修正します。

・「第3章　施設計画　２．諸室構成」の各施設の「備える」、「備え」、
「整備する」につきましては統一すべく文言整理をします。

・「第3章　施設計画　２．諸室構成　②大ホール」の表の舞台設備の項目及
び「第3章　施設計画　２．諸室構成　③小ホール」の表の舞台設備の項目に
ついては、「舞台設備（舞台機構、舞台音響、映像、舞台照明）」を「舞台設
備　・機構・音響・映像・照明」に修正します。

・「第3章　施設計画　２．諸室構成　③小ホール」のホワイエの項目の「関
連した物販等」を「関連する物販等」に修正します。
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No 意　見　概　要 市　の　考　え　方
・21ページの図６事業用地周辺図の22ページの図７事業用地周辺拡大図で、図
６ではサテライトから関西医大に繋がる動線に色がつけてあるが、図７の拡大
図では色がけがなく、動線がないように見える。こちらにも色を付けるべきで
ある。

・22ページの（３）動線計画の①歩行者動線の4行目で、「駅からのアクセス
を向上し利便性を高めます」とあるが、「アクセスの利便性を高めます」とシ
ンプルにわかりやすく表現したほうがいいのではないか。

・22ページの（４）緑化計画について、緑を介してこの一帯を公園化し、ラ
ポールひらかたと一体的な地域とし、周辺環境に配慮した整備をするべきであ
る。

・23ページの２施設運営についての（１）の④で「国等の助成金獲得や企業メ
セナの活用等の収入確保も含め」とあるが、助成金獲得という表現は好ましく
ない。「国等の助成金や企業メセナの活用等の収入確保も含め」とするほうが
いいのではないか。

・23ページの２施設運営についての（１）の④で「国等の助成金獲得や企業メ
セナの活用等の収入確保も含め」とあるが、メセナという言葉は隣接する「メ
セナひらかた」ということばと同じで、意図している意味は違うと思うが、市
民がみると混乱してしまう。表現を再度検討すべき。

・「第3章　施設計画　３．事業用地　（１）現状と課題　図６　事業用地周
辺図」の動線の表示は、整備を検討する動線を示していることから、既に動線
のある情報交流センターから関西医科大学附属枚方病院までの表示につきまし
ては削除します。

・「第3章　施設計画　３．事業用地　（３）動線計画　①歩行者動線」の5行
目の「アクセスを向上し利便性を高めます。」を「アクセスの利便性を高めま
す。」に修正します。

・緑化につきましては、「第3章　施設計画　３．事業用地　（４）緑化計
画」で「枚方市緑の緑化計画」に基づき、周辺環境に配慮した緑化計画とする
としており、ラポールひらかたの広場との一体的な整備など周辺環境に配慮し
た緑化計画を検討してまいります。

・「第4章　運営及び維持管理　２．「施設運営」について　（１）施設運営
における目指す方向」の④の「国等の助成金獲得」を「国等の助成金」に修正
します。

・「第4章　運営及び維持管理　２．「施設運営」について　（１）施設運営
における目指す方向」の④の「企業メセナ」を「文化芸術に対する企業支援」
に修正します。

・24ページの（２）施設運営の主な業務の⑤、「施設のPR活動や文化芸術に関
する情報の蓄積、発信業務」とあるが、情報を蓄積するためには収集する必要
がある。「収集」という言葉も入れるべきである。

・24ページの（４）施設運営主体の考え方の5行目、「学校との信頼関係を構
築し、学校の状況を理解し、尊重することのできる組織」とあるが、尊重する
については、何を尊重するのかがわからない。「学校の意向を尊重することの
できる組織」または「学校の立場を尊重することのできる組織」というように
何を尊重するのかを記載すべきである。

・巻末の語句説明にホワイエを入れるべき。ホワイエはフランス語だが、一般
的にどのようなものがホワイエなのかはわかっていている人は多くない。

・「第4章　運営及び維持管理　２．「施設運営」について　（２）施設運営
の主な業務」の⑤の「情報の蓄積、発信業務」を「情報の収集、蓄積、発信業
務」に修正します。

・「第4章　運営及び維持管理　２．「施設運営」について　（４）施設運営
主体の考え方」の5行目の「学校の状況を理解し、尊重することのできる組
織」を「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」に修
正します。

・巻末の「語句説明」に⑫「ホワイエ」を追記し、その説明として「ホール前
のたまり場となるスペースを示す。」を加えます。

4

続き
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No 意　見　概　要 市　の　考　え　方

5

小ホールでも大ホールと同様に、主たる用途を音楽公演にしたほうがよいので
はないかと思います。大ホールと兼用のフルコンサート型ピアノを利用し、ソ
ロ、室内楽ともに質の高い演奏会を提供するには、音楽専用の音響や機能が必
要だと考えます。
このことは、公演に際してのホール選定で、立地と同様に利用者が重視するこ
とだと思います。
また、演奏会や発表会などで使用する際、イベントの規模や集客面から考え
て、もう少し小規模の３００名程度の収容人数にしたほうが使い勝手がよく、
より多くの人が利用しやすいのではないかと思います。
よろしくお願いいたします。

小ホールについては、「第２章　整備コンセプトと方向性　３．機能構成と施
設構成　(2)主な施設の概要及び提供機能」で示しているとおり、演劇公演を
主たる用途としたホールとし、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考えです。

6

音楽スタジオが無いですが、音楽スタジオは必ず作ってほしいです。枚方市や
周辺の高校では軽音が人気ですが練習場所に困っています。民間のスタジオは
料金が高いし、青少年センターの設備はボロボロです。バンドの練習が無料か
低料金でできるスタジオを入れてください。

総合文化施設整備計画案では、公演前練習や日常的な練習などにもご利用いた
だける大・小のリハーサル室を計画しており、これらの施設は音楽スタジオに
準ずる施設としてご利用いただけるものと考えています。

7

枚方市駅周辺再整備ビジョンに即した施設整備について
40万人以上の市民を抱えながら、「文化・芸術拠点」の貧弱極まりない現状
は、周辺自治体と比較してみてもかなり劣っており早急に関連活動が出来る施
設の充実を図る必要があります。文化・芸術活動による広域的な集客や交流を
生み出し、障害者や高齢者にも生きる望み、楽しみの地域を確保してくださ
い。

総合文化施設は｢第２章　整備コンセプトと方向性｣に示すとおり、「文化芸術
の主役である市民一人ひとりが、誇りと愛着を持ち、他市からも訪れたくなる
文化芸術の拠点施設」として、できるだけ早い時期に整備をしていく考えで
す。

8

①～⑨　各部屋と機能について
現在、枚方市で活動する団体が発表の場を門真ルミエールホール、寝屋川アル
カスホールに依存していることを鑑みると、素晴らしい施設になると思う。北
河内の中の中心施設となる。予算、運営など、これから超える壁は多々あると
思うが、妥協せず、創り上げて欲しいと切に望む。
⑩の子ども向け遊具のあるキッズスペースを併設した飲食スペース。幼い頃か
ら、文化を享受する子どもに、それなりのマナーを教えることも大事と考えた
時、飲食スペースに遊具がいるか。
遊ぶのは外の河川敷、建物の中は、文化を受ける場とするのが良いと思う。イ
メージの取り違えかもしれないが、今の子ども、若い親子の生活スタイルに迎
合するのではなく、先人が若者に伝える「文化」の質（ソフト面）も考えてい
かなくてはならないと思う。

新たな施設は｢第２章　整備コンセプトと方向性｣に示すとおり、「文化芸術の
主役である市民一人ひとりが、誇りと愛着を持ち、他市からも訪れたくなる文
化芸術の拠点施設」として、できるだけ早い時期に整備をしていく考えです。
付帯民間施設につきましては、「第３章　施設計画　１．基本方針」に示して
いるとおり、枚方市駅周辺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ていく考えです。
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9

７ページに、「(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。」とありますが、まったくそのとおりで、従来の
劇場・映画館は少しでも多くの人を詰め込もうという姿勢の座席の作り方で、
いつも腰痛に悩まされています。
・東海道新幹線普通車なみの前の座席との余裕がほしい（足が延ばせる程
度）。これにより座席を横切ることもスムースに可能となる。
・隣席とは、普通にまえで手を組んでも肘が隣と当らない程度の余裕がほし
い。
・荷物置き場を自責の下か隣席との間におけるようにしてほしい。
　（コインバック式のコインロッカーも施設内に設けてほしい）
・映画館のような肘掛に飲食物を置けるようには絶対にしないでほしい。

具体例として以下を参考にしてください。
・小山市立文化センター　（　http://www.oyama-bunkacenter.jp/　）
・鳴門市文化会館　（　http://naruto-bunkakaikan.jp/info/seat.html　）
・刈谷市総合文化センター　（　http://www.kariya.hall-
info.jp/index.php?menuID=11　）

「第３章　施設計画　２．諸室構成　②大ホール　客席」に示しているとお
り、客席につきましては、観やすい鑑賞環境とするため、座席幅や前後間隔な
どゆとりある座席空間を確保していく考えです。

10

（3）総合文化施設に付帯する施設のニーズについて
本当に付帯施設に飲食店、ホテルなどそれ程必要でしょうか。ホールの中にレ
ストラン１つあれば充分だと思いますが・・・・駅まで近いですし、駅周辺に
は飲食店も沢山あります。
市民は文化ホールさえあれば利用しますし、人も集まりにぎわってきます。飲
食店やホテルやマンションなどは人が集まってくれば必要に応じて増えてくる
と思います。
どうかアルカスホールぐらいでも可能なら、枚方の活気の為にも市民の為に
も、早急に建てて下さい。

付帯民間施設につきましては、「第３章　施設計画　２．諸室構成　⑩付帯民
間施設」に示しているとおり、幅広い活用ができ市民が集いにぎわいにつなが
るようなスペースを活用することとしており、具体的な機能につきましては、
民間事業者から提案を募り整備していく考えです。

11

ピアノの発表会など、音響が悪い現文化会館ではできないので、他市で行って
いる状況です。他にも、そのような現状をよく聞きます。今回、どの席から観
ても聴いても満足できるようなホールになればいいなと思います。

「第３章　施設計画　２．諸室構成」の中の各諸室の建築音響で示していると
おり、十分な静けさ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
する考えです。

12

枚方市民会館についてのお願い
今の市民会館はとても音響も悪く、設備的にはコンサート会場又は、演劇会場
として使うには、最低だと思います、最近、枚方に歌手の方々が来て（有名
な）頂いているようですが、このお粗末な会場に来て頂くのは気の毒に思えて
仕方がありません。40万都市民がほこれる様なコンサート会場に早くして頂き
たく思います。芸術、文化を未来の子供達に良い設備で伝えていけたら最高で
はないでしょうか？よろしくお願いします。

新たな文化施設につきましては、「第３章　施設計画」に基づき、市民が誇れ
るような施設となるように整備していく考えです。
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13

「他市からも訪れたくなる拠点施設」とありますが、福岡県のアクロス福岡
（壁面が緑が植えてある）や、新潟のりゅーとぴあ（施設間につながる陸橋を
緑でつなぐなど)など、公園のような緑の多い、憩いの広場のようなこれから
の環境にも配慮した（緑のカーテン的な）空間づくりはいかがでしょうか。
(太陽光発電なども)
施設全体を見た目やおしゃれさだけで造ってしまってただの箱にならないよう
に気を付けて欲しいです。
バリヤフリーはお客様だけではなく、裏方(たとえば出演者)などにも言えるこ
となので、表方だけでなく裏側も含めて考慮していただきたい。

緑化につきましては、「第３章　３．事業用地　(4)緑化計画」にあるよう
に、枚方市緑の基本計画に基づき、周辺環境に配慮した緑化計画としていく考
えです。
また、｢第３章　１．基本方針　②｣にあるようにユニバーサルデザインを取り
入れ、誰もが利用しやすい施設整備を行っていく考えです。

14

大ホールは1500名。これは演劇には不向きです。集客も大変ではないでしょう
か？年を通じて稼働率の低さをけねんします。いつもホールは、にぎやかでな
いとたてる意味がないと思います。音楽にしてもオーケストラの様な出し物は
何回も出来るものではありません。
大は小（中）を兼ねることは決してありません。音響の良い物でないと本物を
見ることにはなりません。

｢第３章　施設計画　２．諸室構成｣で示しているとおり、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ようにし、建築音響についても、十分
な静けさ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していく考
えです。

15

あまり大ホールにせず、市民の使いやすい中ホールサイズがよいと思う。
使用料があまり高くならないよう考えてほしい。

｢第３章　施設計画　２．諸室構成｣で示しているとおり、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ようにしていく考えです。使用料につ
いては、諸室の面積など明らかになった段階で他市の文化施設の利用料金など
も考慮し、検討していく考えです。
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16

運営計画が深く検討されていない段階で、ホール構成・席数について計画が固
まってしまうのには反対です。特に大ホールがこの半年で興行主の主張にひき
ずられて１５００席に拡大されたことには再検討を求めたいと思います。
勿論そばらしい環境で素晴らしい芸術作品を鑑賞することは大事ですが、枚方
市の個性としては市民主催利用がしやすいホールが望まれます。
本来枚方市民が発表に欲していたのは中ホールでした。しかし、大ホールをど
うしても作らなければならないことから大・小二つのホール構成になることを
のんできましたが、その場合は１階席のみの利用で中ホール的機能をもたせる
と説明を受けてきました。
しかし、今回１５００席になり、１階席８００の３階構造が予定されていると
聞き、１階席の利用で中ホール的機能というのは音響技術的なものが担保され
ているのかひじょうに不安を感じています。料金的な配慮ではなく、機能的に
中ホール的な利用が出来ないと、大ホールは稼働率が大きく落ちます。
私は大ホールは２階席までの１２００席、小ホールは出来るだけ大きくして４
５０～５００に近づけるのが望ましいと思います。小ホールも４００ではメセ
ナとの差があまりありません。（中略）
ホールの席数まで変えると計画がまたのびるといわれていますが、美術ギャラ
リーは急な美術館建設で半減されるなど、まだ施設変更はできるはず。
そして、先ほどのべた施設の個性として、（中略）バンドの練習ができるスタ
ジオと、ダンスの練習ができる部屋（計画ではリハーサル室）、保育室の充実
を求めます。

大ホールの席数につきましては、ニーズ把握の結果や専門家からのご意見など
を参考に検討を行い、文化芸術に感動する鑑賞機能の提供という整備コンセプ
トを充実していきたいという考えから、席数の拡大を判断したものです。
その中でも、｢第３章　施設計画　２．諸室構成｣で示しているとおり、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ようにし、建築音響につ
いても、十分な静けさと用途に適した気積等、高質な音響特性が得られる設え
としていく考えです。
隣接するメセナひらかた会館のホールと総合文化施設の小ホールとの機能分担
としては、｢第２章　３．機能構成と施設構成　(2)主な施設の概要及び提供機
能｣において、”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”と
し、鑑賞・発表等の機能は小ホールで担うこととしています。
施設計画では、公演前練習や日常的な練習などにもご利用いただける大・小の
リハーサル室を計画しており、これらの施設は音楽スタジオに準ずる施設とし
てご利用いただけるものと考えています。
保育室については、「第３章　施設計画　１．基本方針」で示しているとお
り、ユニバーサルデザインを取り入れ、誰もが利用しやすい施設整備を行って
いく考えです。

17

現市民会館分の会議室がなくなることを考えると、複数の会議室が必要と思わ
れますが、現在の案では創作活動室と会議室一つのみでしょうか？これは絶対
数として足りないと思われます。
文化芸術に関わる自主講座の開催や、民間のカルチャー教室の会場として数室
欲しいと思います。

総合文化施設では、「第３章　施設計画　２．諸室構成」で示しているとお
り、１００人程度の創作活動室と３０人程度の会議室を整備していく考えで
す。市民会館の会議室機能については、今後、検討していく考えです。

18

サンプラザ3号館内の「市民ギャラリー」、枚方市駅内の「ふれあいホール」
は多くの市民が気軽に立ち寄れる場です。創作の立場の市民と観賞の立場の市
民がふれ合える場として、今現在大切な施設だと思います。総合文化施設がで
きることは、待ち望んだことですが、それと引き替えに上記の場が統合、集約
されることには反対します。

新たな美術ギャラリーについては、有効３．５ｍ程度の天井高や搬入・搬出の
作業の利便性を確保することなどにより、より多様な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していく考えです。

19

魅力の向上や賑わいを創出する施設整備について
当該施設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・・・につきましては、現在は市の中心的部分で市民活動が建屋配置
や機能集約があまり合理的に出来ていない面が多く、効率的に集中して短時間
に必要な市民活動や要件を満たしきれない不便さを感じます。

「第３章　施設計画　１．基本方針」に示しているとおり、魅力の向上やにぎ
わいを創出する施設整備、ユニバーサルデザインを取り入れ、誰もが利用しや
すい施設整備を行っていく考えです。
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20

「施設計画」基本方針　②ユニバーサルデザインの取り入れについて
トイレに関して、わかりやすい表示にしてほしい。また、バリアフリーの考え
からも是非客席から同じフロアーからトイレに行ける様にしていただきたい。
現在市民会館や他のホール（他市での事ですが、）でも、階段を使ってトイレ
にいかなくてはいけなかったので、不便でした。

「第３章　施設計画　１．基本方針」に示しているとおり、ユニバーサルデザ
インを取り入れ、誰もが利用しやすい施設整備を行っていく考えです。

21

ユニバーサルデザインを取り入れ、誰もが利用しやすい施設整備について
高齢者や障害者の移動や活動がスムーズに出来る設備を充実していただきたい
と思います。

「第３章　施設計画　１．基本方針」に示しているとおり、ユニバーサルデザ
インを取り入れ、誰もが利用しやすい施設整備を行っていく考えです。

22

②ユニバーサルデザインを取り入れ誰もが利用しやすい施設整備について
今の市民会館では音響効果も悪いし、他府県の市民ホールと比較しても時代の
遅れを痛切に感じます。やはり、早急に設備のととのった市民の心のうるおい
を与えてもらえるようなすばらしい施設の建設を望みます。

「第３章　施設計画　１．基本方針」に示しているとおり、ユニバーサルデザ
インを取り入れ、誰もが利用しやすい施設整備を行っていくとともに、建築音
響についても各諸室に応じた高質な音響特性が得られる設えとしていく考えで
す。

23

車椅子の者をかかえるコーラス団体として、バリアフリーを特に安全・確実に
スムーズに流れるよう切に願います。例にとりますと、寝屋川市アルカスホー
ルのように、エレベーターを降りると、そこが舞台袖であるというように、円
滑に動線が流れることを希望します。

「第３章　施設計画　１．基本方針」に示しているとおり、ユニバーサルデザ
インを取り入れ、誰もが利用しやすい施設整備を行っていく考えです。

24

環境に配慮した施設整備について
市が率先して環境に配慮した設備を惜しげなく取り込み、模範的な施設整備を
推進していただきたいと思います。

環境への配慮については、「第３章　施設計画　１．基本方針」に示している
とおり、太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギー等の導入により、環境
負荷の軽減をめざしていく考えです。

25

維持管理にかかる経費を抑えた施設整備について
提案されている「集中管理」システムは絶対に必要で、保守管理の効率化を
図ってください。

施設の維持管理については、「第３章　施設計画　１．基本方針」に示してい
るとおり、集中管理システムとするなど保守管理の効率化を図る施設としてい
く考えです。

26

総合福祉会館と共用部分を有効活用する施設整備について
自転車通行専用の道路整備も含めて、車での移動・駐車の便宜性も高めてくだ
さい。

歩行者動線、車両動線については、「第３章　施設計画　３．事業用地」にお
いて示しているとおり、安全性や利便性に配慮した整備を行っていく考えで
す。

27

大ホール、小ホールに大きな画面(スクリーン、テレビ)が欲しい。
他の会場、NHK、人工衛星等との相互情報交流を行い、
文化、芸術、学術、子供たちの夢を発展させられる場所としたい。

「第３章　施設計画　２．諸室構成」の中の舞台設備に示しているとおり、
大・小ホールにプロジェクター等を備えることとしており、これを利用するこ
とで講演会等に対応することができます。

28

大ホール・小ホールで映画上映機能は考えられているのでしょうか？（略） 「第３章　施設計画　２．諸室構成」の中の舞台設備に、大・小ホールにプロ
ジェクターを備えることとしていますが、映画を上映できる専用機材の設置は
予定しておりません。
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29

②大ホール③小ホールの客席について、交互の構成を希望致します。(図あ
り）

座席の配置につきましては、舞台鑑賞への支障なども考慮し、設計段階におい
て検討していく考えです。

30

大ホールの席数が急遽１２００席から１５００席になり１階席を中ホールの機
能を備えるようにとありましたが照明、音響等の付帯設備は兼ねられるるので
しょうか？

「第３章　施設計画　２．諸室構成」の中の各諸室の建築音響で示していると
おり、十分な静けさ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
する考えです。

31

当初1200席1階800席で考えられていたが、1500席になっても当初考えられてい
た中ホール的機能（音響効果等）が1500席になっても劣らないようにして下さ
い。小ホールについては400席ではなく450～500席が望ましく思います。「帯
に短し、タスキに長しの様な施設にはならない様に」

「第３章　施設計画　２．諸室構成」の中の各諸室の建築音響で示していると
おり、十分な静けさ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
する考えです。

32

③小ホールは、大ホールとは別の階でしょうが、楽屋3室は必要に応じて大
ホールの楽屋と同時使用できるように運用されたい。

「第３章　施設計画　１．基本方針」に示しているとおり、ユニバーサルデザ
インを取り入れ、誰もが利用しやすい施設整備を行っていく考えです。

33

音響について
計画案を細部にわたり説明していただき有難うございます。専門的な事は分か
りませんが、音楽的な音響効果と残響について、よろしくお願い致します。
（楽器・声楽とも）

「第３章　施設計画　２．諸室構成」の中の各諸室の建築音響で示していると
おり、十分な静けさ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
する考えです。

34

「固定脇花道を備えるについて」大ホールでコンサート会場として利用する際
に、必ずしも必要なものではない。多目的は無目的と言われる様に中途半端に
なるのではと懸念します。
「ホワイエについて」大ホールの観客のみが使用できるカフェですか？
「1階席800席」のみを使用する際の音響状態は大丈夫なのでしょうか？

大ホールは、音楽だけでなく演劇など多彩な演目でご利用いただく施設とする
考えです。そのため演目によっては脇花道を利用する演出などもあることか
ら、そうした機能も考慮に入れ設計を行っていく考えです。
ホワイエは、ホール前のたまり場ですが、ホールによってはカフェスペースを
併設しているものも見受けられます。
音響については「第３章　施設計画　２．諸室構成」で示しているとおり、十
分な静けさ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考え
です。

35

小さな合唱団にいるので③④⑤がとても重要です。よく考えられているような
のですが、③については来客者数にゆとりが持てるよう（消防法での入場制限
に）立見スペースを作ってほしいです。イスのならび方も前後でずらして見え
やすいようにしてください。

小ホールの客席については「第３章　施設計画　２．諸室構成」に示している
とおり、観やすい鑑賞環境を確保し、車椅子席、親子鑑賞室を備えることとし
ています。

36

イベントホールで人形劇公演をする際、大黒、そで幕は設置してください。平
床には腰をおろして観劇できるようにしてください。

イベントホールにおいて人形劇の上演に支障のない機能を検討していく考えで
す。

37

リハーサル室では、発表会当日のリハーサルには当然であるが、空いている場
合は合唱などの練習にも使用できるよう配慮下さい。壁面はすべて鏡があるよ
うにお願いします。
長年の念願がやっとかなうと思うと嬉しくて嬉しくて。でも5年後にはとても
高齢で・・・それまで元気でいなくちゃと思っています。

総合文化施設整備計画案では、公演前練習や日常的な練習などにもご利用いた
だける大・小のリハーサル室を計画しており、これらの施設は音楽スタジオに
準ずる施設としてご利用いただけるものと考えています。
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38

（一部省略）
議会からは民間付帯施設の要望が高いが、普通の商業施設や飲食施設は立地的
に難しいと思われます。地元企業の協力を得る提携施設は、施設が地域に根付
く意味でも望ましいと思われます。
関西医大との提携（関西医大にはがん治療などで他府県など遠方から通う患者
やその家族があり、宿泊の需要が高いと聞きます。都市型ホテルの誘致は難し
いかもしれませんが、患者やその家族のための宿泊施設ができないでしょう
か？）
関西外大との提携（外国人講師による英会話教室・世界のカルチャー講座、子
どもが英語を使って遊べる施設）
カルチャー教室（枚方市駅住民にも需要はあると思われます。民間事業者と提
携した音楽教室などはどうでしょうか）
レストラン（平日はカフェ程度、土日のみバール風の凝った料理が提供できる
レストラン）

付帯民間施設につきましては、「第３章　施設計画　１．基本方針」に示して
いるとおり、枚方市駅周辺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ていく考えです。

39

⑩会館利用者以外の利用もあると思うので、ぜひレストランを招致してくださ
い。

付帯民間施設につきましては、「第３章　施設計画　１．基本方針」に示して
いるとおり、枚方市駅周辺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ていく考えです。

40

付帯民間施設（民間活用スペース）について
枚方市駅・役所施設も含めた周辺の「賑わいと活性化」及びサービス向上を狙
い、可能な限り「民間の活力とサービス精神」を盛り込んだ「地域開発」とす
るべきです。

付帯民間施設につきましては、「第３章　施設計画　１．基本方針」に示して
いるとおり、枚方市駅周辺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ていく考えです。
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41

施設構成に関して、施設自体のロビーには公演チラシなどの閲覧スペース(市内外のイ
ベントチラシなど）わかりやすく見え、いつでも整頓されているような。(例・大阪駅
前第2ビルの区民センター）民間施設部分に関して、本当は花屋があると便利だと思い
ます。(ただそのためには周知が必要）。喫茶店はもちろんのこと、レストラン(レセプ
ションやちょっとしたパーティー・打ち上げにオードブルなど大皿の食事も対応できる
ような）。また利用者にも外からの持ち込みではなく、施設内のお店で調達してもらえ
るようなクオリティーのあるお店を。（結局外部調達だとお店の経営が難しくなる）ま
た、上記のようなお店は、施設を訪れた時以外でもそのお店を目指して来店してもらえ
るようなお店に入ってもらわないといけないと思います。事業がある時だけ賑わうよう
だと経営が持続困難。その他、市駅東口の観光協会さんがされている市や友好都市の特
産品販売所。各銀行のATMなどあると便利だと思います。大・小ホールでの公演中のお
手洗い事情ですが、短い時間内でお客様を捌けるように、一方通行化が可能にできるよ
うな設計を。(劇団四季のように休憩中はスタッフが一人ついて案内）また、女性お手
洗いには手洗い場以外にもパウダースペースのように鏡だけのスペースも必要。大・小
ホールには休憩中に利用できるカフェをロビー内に併設できるように。ホール搬入口に
ついて、アマチュアの団体は自家用車で運んだるすることもあります。必ずしもトラッ
クではありません。兵庫県立芸術文化センターのように大型トラックの搬入だけを考え
た設計だと、トラックの高さに設定された舞台搬入口まで階段を使って運ぶ不便さが出
てくる。八幡市文化センターはそばに階段すらなし。改善案としてスロープを付ける、
尼崎アルカイックホールのようにホール側に地上、トラックの高さに合わせられるリフ
トを設置する、など一般利用者の目線でも考えてもらいたい。また、利用者にも車いす
や、階段が不自由な方、台車で物を運ぶなど裏側にもバリアフリーを含めた設計を。特
に楽屋と舞台は同じ階に設定(アルカスホールのように広めの控室が必要な場合、階段
での移動など不便)。大事な楽器を持って移動、女性の衣装の裾が長く歩きにくいなど
事故の元。職員さんを含め大変だと思いますが、偏った趣味の方向へ行かず、どの分野
にも理解、考慮してくださる方を中心に進めていってください。間違っても表舞台だけ
しか知らないような裏方業務や出演者側に立って、利用者としての経験のない方々だけ
で進めていくと結局「使い勝手の悪いホール」のレッテルを張られてしまいかねませ
ん。「ちょっと遠いけど、枚方のホールの音響がいいから」「使い勝手がいいから」
「搬入や導線がスムーズ・便利」など、他市からも利用してもらえるような施設ができ
ることを願います。

付帯民間施設につきましては、「第３章　施設計画　１．基本方針」に示して
いるとおり、枚方市駅周辺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ていく考えです。
また、施設の使い勝手や搬入動線、音響性能など具体的な機能につきまして
は、同じく｢第３章　施設計画｣でお示ししているとおり、ユニバーサルデザイ
ンを取り入れ、誰もが利用しやすい施設整備を行っていく考えです。

42

枚方市駅周辺にはメセナ、ラポールといった会議施設もあるので大学、病院、
私立病院とも連携を図り、学会等の開催を広く呼びかけ総合文化施設を幅広く
活用することが必要であると思います。又、学校とも連携を図り出前、講座等
積極的な働きかけが必要であると思う。

｢第３章　施設計画　1.基本方針　③｣にあるように、隣接する公共施設や大
学、病院といった都市機能と連携する施設として整備していく考えです。ま
た、｢第４章　運営及び維持管理　２．｢施設運営｣について　(3)施設運営に求
めれる主な自主事業｣において示しているとおり、学校と総合文化施設との連
携による文化芸術振興事業を取り入れた施設運営を行っていく考えです。
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43

(3)動線計画①歩行者動線について
『駅から歩道橋までの動線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』とあります。複数の学校単位での利用やあらゆる世代の方々の利用を
考えると、駅から施設直結の屋根つきの歩行者デッキが望ましいです。
駐車場の台数を考慮し、又、京阪電車をより利用していただくため、又、一番
は安全のために是非実現を願います。

歩行者動線の検討は、安全性や利便性の面から重要であると考えており、枚方
市駅からの歩行者用デッキについては、｢第３章　施設計画　３．事業用地
(3)動線計画｣にあるとおり、枚方市駅周辺再整備ビジョンを推進していく中で
検討していく考えです。

44

会館と駅をつなぐ歩行者用デッキは、利用しやすそうで良いと思う。出来れ
ば、そのデッキが、下の道の歩道の屋根となれば、良いと思う（雨天時）。歩
道橋も、幅を広く取ってもらい、19ページの施設前広場と同じ機能や、ロビー
までの館外での雨天対策も考えて欲しい。

枚方市駅からの歩行者用デッキについては、｢第３章　施設計画　３．事業用
地　(3)動線計画｣にあるとおり、枚方市駅周辺再整備ビジョンを推進していく
中で検討していく考えです。
整備計画案では、既存の歩行者デッキと総合福祉会館及び総合文化施設を繋ぐ
ことも検討しており、利用者のスムーズな動線を確保できるよう検討していく
考えです。

45

現在でも市駅からラポール、メセナへ行くには歩道が狭く、旧国道の信号を渡
るのも大変です。是非、整備をお願いします。

歩行者動線については、｢第３章　施設計画　３．事業用地　(3)動線計画｣で
お示ししているとおり、安全性及び利便性の観点から検討していく考えです。

46

「駐車場について」
駐車場が狭いのが不便なので広くしてください。

駐車場については、｢第３章　施設計画　３．事業用地　(3)動線計画｣でお示
ししているとおり、平面駐車を基本に、公共交通機関の利用も考慮し検討して
いく考えです。

47

駐車場については駅前であり、あまり台数を考えていないということでした
が、駐車場は集客の鍵です。ラポールの駐車場を潰して建てるわけですから、
二つの利用に見合う駐車場の増設を望みます。

駐車場については、｢第３章　施設計画　３．事業用地　(3)動線計画｣でお示
ししているとおり、平面駐車を基本に、公共交通機関の利用も考慮し検討して
いく考えです。

48

市の内外からの集客を望むのであれば、それなりの駐車スペースは絶対に必要
だと思います！

駐車場については、｢第３章　施設計画　３．事業用地　(3)動線計画｣でお示
ししているとおり、平面駐車を基本に、公共交通機関の利用も考慮し検討して
いく考えです。

49

是非駐車場も現在のラポール分くらいの駐車台数を確保してください。身体の
不自由な方や、乳幼児連れや、お年寄りなど交通機関のない不便なところから
も枚方に出てこられるように配慮してほしいです。

駐車場については、｢第３章　施設計画　３．事業用地　(3)動線計画｣でお示
ししているとおり、平面駐車を基本に、公共交通機関の利用も考慮し検討して
いく考えです。
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50

「(3)]動線計画①歩行者動線について」
駅から歩道橋まで、と歩行者用デッキから総合文化施設までにエスカレーター
かエレベーターを是非お願いしたいと思います。又、リムジンバスは発着場へ
も、是非つなげていただきたく思います。

歩行者動線については、｢第３章　施設計画　３．事業用地　(3)動線計画｣で
お示ししているとおり、安全性及び利便性の観点から検討していく考えです。

51

総合文化施設整備計画（案）についての検討は時間をかけ広く意見を聴取し計
画が練られていると思う（ホールの具体的図面などはなく公表されていない
が）
これに比べP21,22の動線計画は歩行者動線、車両動線とも杜撰すぎる。とても
検討された結果とは言い難い。この状態で府道守口線を歩行者が横断すると交
通渋滞が発生する。
現状でもラポール入口の歩道、市駅からの右折にバスなどは苦労している。ま
た1本西側の新町3号線に府道枚方茨木より直進する場合、現在でも1信号で２
～3台しか直進できない。人の動線、車の動線は地域の環境として検討を早く
進めるべきである。物ができ（建屋）で道路信号をどの様にしようでは手遅れ
である。
歩行者専用デッキはどのようにして乗り降りするのか。エスカレーター設置は
どこにあるのか。エレベーター設置どこに作るのか想像できない。中核都市枚
方を言うならば安全な街にしてほしい。府道は誰が責任を持つのか。
一つの例を言うならば、府道枚方茨木線の歩道の遅れを誰がどうするのか。
市の駐車場への信号から次のスクランブル信号までの20～30メータの歩道。あ
の狭い歩道に自転車通行か。車が人と競り合ってどうするのか。その上に障害
物として東電のケーブル箱それも旧型のでかいやつが鎮座ましましている。尚
且つ歩道の切込みが一軒ごとに５～７箇所もある。今では必要もない切り込み
と思う。
実は3年前そこの歩道から車道に足を滑らせ両顎骨折で１か月市民病院に入院
となり現在も歯の噛み合わせが不十分なり。府事務所にはここ３年言い続けて
いますがらちがあきません。損害補償の訴えでも起こそうかともおもっていま
す。

歩行者動線、車両動線については、「第３章　施設計画　３．事業用地　(3)
動線計画」において示しているとおり、安全性や利便性に配慮した整備を行っ
ていく考えです。

52

「緑化計画」
周辺はまだ木々の育ちが少ないので、もう少し緑をふやし、ゆったりと癒され
る空間を作って欲しい。

緑化計画については、｢第３章　施設計画　３．事業用地　(4)緑化計画｣にお
示ししているとおり、周辺環境に配慮した計画としていく考えです。

53

市の財政上の理由等で長期遅延はしましたが、実現が近いことと関係者各位に
感謝し、且つ膨大で緻密な計画書には感心しました。

新たな文化施設につきましては、「第３章　施設計画」に基づき、市民が誇れ
るような施設となるように整備していく考えです。
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54

私は、枚方市で生まれ育ちました。結婚で7年間は、別の市で暮らしました。8
年前に、子育てのことを考えて再び枚方市に戻ってきました。しかし、戻って
みると枚方市駅周辺にあった施設などが移転していました。観劇などに連れて
いくには大阪市内までは離れているため子連れではなかなか行きにくいなか、
枚方市民会館を利用することがありました。空調は悪くトイレなども階段で降
りなくてはならない。地元だからもっと利用したいのに快適とまではいかな
かったのは残念でした。私がまだ子どものころは、いろいろな催しもあり初め
てバレエを見たのは、枚方市民会館だったように思います。そして成人式も当
時は、枚方市民会館でした。わたし自身も年をとり観劇したいと思ってもやは
り大阪市内に出て行くことになるとそのようなイベントからも遠ざかっていく
のだろうかと淋しく思います。せっかく戻ってきた枚方市で文化とともに暮ら
していくには総合文化会館も必要ではないかと思います。早い建設を希望しま
す。

新たな文化施設につきましては、「第３章　施設計画」に基づき、市民が誇れ
るような施設として、「第７章　事業スケジュール」のとおり、平成31年度の
供用開始を目指して整備を進める考えです。

55

枚方市近辺が何となく寂しいようです。市役所も公園もある場所にプラス芸術
ホールを早く建設して頂ければ子供から大人まで気軽に出かけられます。
自然光を取り入れた親しみやすい・シンプルな設計を望みます。

新たな文化施設につきましては、「第３章　施設計画」に基づき、市民が誇れ
るような施設として、「第７章　事業スケジュール」のとおり、平成31年度の
供用開始を目指して整備を進める考えです。
また、設計事業者については企画提案を受けて選定を行うプロポーザル方式を
採用し、必要となる想像力や技術力、経験、実績を活かしていく考えです。

56

総合文化施設の必要性が古くから求められていたにもかかわらず、市政の混
迷・計画性と先見性の不足から、結果的に最適地が関西医大関連施設に占有さ
れているのは痛恨事である。深く反省されたい。

この際総合文化施設の建設を契機として、新町二丁目を含めた再開発を行い、
付近の文化的環境を整備することを強く望む。

事業用地につきましては、「第３章　施設計画　３．事業用地　（３）　動線
計画　①歩行者動線」で示しているとおり、情報交流センターに接続した歩道
橋と総合文化施設、総合福祉会館を歩行者デッキでつなぐことで、利便性と安
全性を高める考えです。
また、現在、総合文化施設の建設と関連して新町２丁目地区全体の再整備を行
う計画はございません。

57

３．専門家からの意見
①「・・・指定管理者制度を採用する場合・・・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・・・」とありますが、指定管理者制度によ
り、外郭団体が入る事でどのような成果が上げられていますか？
公民館の時代、職員さんと利用者、又役所の企画して下さった内容で育てられ
てきた者としては、この数年の大きな変化の中、何一つ成果として評価できる
内容が見あたりません。
今後も指定管理者制度を導入されるのであれば、その利点を教えて頂きたいの
と、今後の運営方法について、現時点での問題点など整理しながら役立ててほ
しいと思います。

指定管理者制度につきましては、これまで導入施設において、民間ノウハウの
活用による市民のサービスの向上や管理運営費の縮減など一定の成果があった
ものと考えています。総合文化施設につきましても、民間のノウハウを幅広く
活用することでより効率的、効果的な施設の管理運営を図っていきたいと考え
ています。
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58

枚方市民を文化の力でつなぎ、枚方市の文化度を上げ、かつ経営的にも成功す
るという戦略的視点からは、本施設の性格と役割にも枚方らしい個性、現状の
課題を克服する施設コンセプトが必要と思われます。そもそも市は整備計画の
次に運営計画としているが、その順番は間違っています。（中略）
私は枚方市の個性は社会教育・公民館活動から生まれた活発な市民活動にあ
り、本施設はその成果を市民センターにおける生涯学習との連携で発揮してい
く場と考えます。
また、枚方市の課題は、文化芸術事業の鑑賞や主催、生涯学習が中高年層主体
に偏り、若い世代につながっていないことであり、いかに若い世代を取り込む
かが重要であると考えています。

｢第４章　１．運営と維持管理の基本的な考え方｣の中で、”次世代を担う若者
を育む環境の醸成”や”市内文化施設や学校、他市の文化施設との連携”を示
しており、こうした考え方を実現する人材の確保と運営体制の確立が必要であ
ると考えています。

59

「鑑賞事業について」
関西外大の社宅に在住しています。枚方市と外大が提携して、大きな音楽コン
サートや海外の演劇（シェークスピアなど）が枚方の文化施設で観れたら素敵
だな～と思います。

｢第４章　１．運営と維持管理の基本的な考え方｣な中で、”市内文化施設や学
校、他市の文化施設との連携”を示しており、こうした視点をもった運営を
行っていく考えです。

60

「付帯民間施設について」子ども向けの遊具のあるキッズスペースを併設した
飲食スペースは不要と思います。遊びは施設前広場で、飲食はスペースで食事
を楽しめば良い。
ホテルは必要です。海外を含む遠方からアーティストを招く企画ができる総合
文化施設であってほしい。

子供向けの遊具のあるキッズスペースを併設した飲食スペースは、一例として
示したもので、付帯民間施設につきましては、「第３章　施設計画　１.基本
方針」に示しているとおり、枚方市駅周辺の賑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ていく考えです。
宿泊施設を総合文化施設と合築して整備していく予定はありませんが、今後、
「枚方市駅周辺再整備ビジョン」を具体化していく中で、市駅周辺における宿
泊施設の可能性について、改めて、事業者に対するリサーチを行う予定をして
おります。
総合文化施設の運営については、｢第４章　運営及び維持管理｣にあるように、
ご指摘の内容も含め地域の文化芸術の振興を積極的に支える運営を行っていく
考えです。

61

本日（4/13）の総合文化施設整備計画説明会に参加しました。私が「本物に触
れるには高額の料金がかかる。市民が安く本物を鑑賞するには3億円の維持管
理費をメイシアターのように予算10億円にしてもらえないか」との質問に地域
振興部長は「ベルリンフィルは枚方に呼べないが東欧のオケーストらを呼ぶな
ど3億円の中で工夫をしたい」との名回答がありました。これは東京と大阪の
オペラ招聘と同様の事情があります。次に「本物とは何か」を定義する必要が
あります。100年300年と民衆に引き継がれた民族音楽や民族舞踊等は世界各国
に存在しています。
それを是非鑑賞の機会を市民に与えて下さい。その招聘業務は複雑多義に亘り
ますのでプロモーターや招聘団体と連携共催することをお勧めします。本日は
地域振興部長のもと完璧な答弁でした。

施設運営につきましては、｢第４章　運営及び維持管理｣でお示ししているとお
り、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運営に取り組
んでいく考えです。
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62

枚方市はこの総合文化施設を文化芸術施策の中核施設として位置づけ、市民セ
ンターをその衛星施設として連携を図るべきだと考えるので、指定管理者制度
を導入するなら業者を一致させるなど枚方市としての文化芸術行政に関する統
一した考えが発揮できるようにしてください。

施設運営の具体については、｢第４章　運営及び維持管理.｣において示してい
るとおり、今後、施設運営計画を策定する中で検討していく考えです。

63

４、・・・市直営ではなく、指定管理者制度を基本として運営が適当です。に
ついて、市直営での運営を希望します。

施設運営については、｢第４章　運営及び維持管理　４．施設運営主体と施設
維持管理主体の方向性.｣において示しているとおり、専門性を備えた人材の長
期的な登用や柔軟な施設運営を行っていくため、指定管理者制度による運営を
行っていく考えです。

64

「市直営ではなく、指定管理者制度を基本とした運営」は勿論妥当ですが、
「指定管理者」の指定期間は当初は長期間ではなく、現市民会館の様に、他の
施設（5年）より短い2～3年とし、その後の運営実態を見て、●●是正指導や
契約更改をしない等の措置が出来るようにして頂きたい。

指定管理者との契約期間など具体的な内容については、今後適正に管理運営で
きるよう検討していく考えです。

65

賛同！
豊かな文化の発信地となるよう、責任の持てる人材の登用を願います。
実現に向かう中で、折角のコンセプトが小さくならないよう！

「第４章　運営及び維持管理　２．施設運営について」において示していると
おり、施設運営において、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
であると考えています。

66

運営について
市民の声が届くようにして欲しい。

利用者の意見を聞きながらより良い施設運営を行っていく事は、施設運営の基
本であると考えています。

67

■整備後の利用について、具体的な活用イメージを示してほしい。
・計画（案）に記載されている人材の育成については非常に重要と思いますの
で、もう少し具体的に記載してほしい。
・佐渡裕氏とは言いませんが、枚方市内にも大フィルの首席奏者をはじめ多く
の芸術家が居住しておられると思います。市民の利用のほか、定期的な良質コ
ンテンツの催しがあれば将来の整備計画の成功につながると思いますので、整
備前に盛り込んでほしい。

施設の運営につきましては、｢第４章　運営及び維持管理｣において基本的な考
え方などをまとめていますが、具体的な内容は、今後策定予定の｢施設運営計
画｣の中で検討していく予定です。

68

23～25頁を通じて、運営を現在の「文化国際財団」が関わるものと推定されま
すが、実務を「指定管理者」に委託する場合、丸投げではなく、市民のニー
ズ、施設利用者（団体）の意見も出来るだけ反映されるよう、従来の財団の理
事会・評議会のメンバーに利用者（団体）の代表も多数参加できるように配慮
頂きたい。

利用者の意見を聞きながらより良い施設運営を行っていく事は、施設運営の基
本であると考えています。
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69

（4）総括
施設運営、維持管理について、市直営でなく、指定管理者による運営をと書か
れていますが、市直営を追求してほしいと思います。民間に比べて足りない部
分もあるかと思いますが、市民とともに、よりよい施設を作り上げていくの
が、市としての、責務だと思います。そのことに何より責任を負えるのが市の
職員の方達ではないでしょうか？長い目で見て市の財産としてより有効に新し
い施設を運営できる方法が市直営だと思います。

施設運営については、｢第４章　運営及び維持管理　４．施設運営主体と施設
維持管理主体の方向性.｣において示しているとおり、専門性を備えた人材の長
期的な登用や柔軟な施設運営を行っていくため、指定管理者制度による運営を
行っていく考えです。

70

Ｐ２７の「事業手法及び選定手法」
入札の方法は、公開入札でお願いします。

入札については、市の契約制度に則り実施します。

71

Ｐ２９～３０の選定手法について、価格競争入札方式については、素人であり
ますが除外を希望します。
理由　この方式での設計・工事の建物が後世に残るような名建築物にはならな
い様な気がします。やはり、設計者及び建設業者にも十分採算が合い、力と心
のこもる物を作って欲しい。出来れば大阪市の中央公会堂のような100年後で
も残るように希望します。

選定手法については、「第６章　事業手法及び選定手法　５．検討の視点と総
括　(4)総括」で示しているとおり、設計事業者をプロポーザル方式で選定し
ていく考えです。

72

市民ホールは枚方市民の永年の熱い要望です。「中核都市ひらかた」と市民が
自信を持てるためにも一日も早い文化施設の整備が急務だと思います。
京阪くずは駅前に比べ、枚方市駅周辺は近鉄デパートが閉鎖されて以来一層さ
びれた感が顕著です。

「第７章　事業スケジュール」のとおり、平成31年度の供用開始を目指して整
備を進める考えです。

73

「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・・・」について
音響効果が高く、利便性のよいホールが望ましいと思います。枚方市において
は、50団体近くのコーラスグループが存在し、市内施設を利用してコンサート
を希望していても上記の点やバリヤフリーなどの設備においても利用しづら
く、他市に流れるしかないのが現状です。一日も早い施設の建設を希望しま
す。

「第７章　事業スケジュール」のとおり、平成31年度の供用開始を目指して整
備を進める考えです。

74

もう少し早く総合文化施設建設を進めていれば、現市民会館の老朽化による補
修工事の経費も新しいホールに使用できたのではないかと思う。

平成25年度に利用者の安全確保を目的に市民会館の耐震補強工事を実施しまし
たが、施設の老朽化や機能不足などは課題として残っているのが現状です。
総合文化施設の整備には、設計や建設等で一定の期間を要しますが、整備計画
案でお示ししました平成31年度の供用開始を目指し取り組んでいく考えです。
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75

市民会館大ホールをよく利用しています。耐震工事や冷暖房設備など手を入れ
られているといっても、まだまだ機能的に物足りないものです。中核市にふさ
わしい施設として整備して欲しいと思います。

平成25年度に利用者の安全確保を目的に市民会館の耐震補強工事を実施しまし
たが、施設の老朽化や機能不足などは課題として残っているのが現状です。
総合文化施設の整備には、設計や建設等で一定の期間を要しますが、整備計画
案でお示ししました平成31年度の供用開始を目指し取り組んでいく考えです。

76

計画されてからもう１８年になります。今度こそ絶対に実行してください。
ただでさえ、枚方市駅周辺は人の流れが少なくなり、樟葉駅周辺に流れていっ
ているので、枚方市駅周辺に賑わいを戻すためにも絶対予定通りの建設をお願
いします。
関西医大に入院してる家族のためにも、併せてホテルも必要だと思います。そ
うしたらお金も枚方におちますよ。

「第７章　事業スケジュール」のとおり、平成31年度の供用開始を目指して整
備を進める考えです。

77

今の市民会館は中核都市・文化と芸術を大切にする市枚方にはお粗末すぎま
す。やっと整備計画案が出ましたが、これが計画倒れになることなく確実に建
設してください。一日も早い建設を望みます。
また、ホテルも必要だと思います。

「第７章　事業スケジュール」のとおり、平成31年度の供用開始を目指して整
備を進める考えです。
宿泊施設につきましては、これまでに行ったヒアリング調査などにおいて、市
駅周辺での事業者の参画意向を見出すことができなかったため、総合文化施設
との合築による整備を断念した経過があります。しかしながら、市駅周辺にお
ける宿泊施設を求める意見も多くあることから、今後、「枚方市駅周辺再整備
ビジョン」を具体化していく中で、市駅周辺における宿泊施設の可能性につい
て、改めて、事業者に対するリサーチを行う予定をしております。

78

2.諸室構成について
他の市の施設の詳細はわかりませんが、良く考えられていると思います。１年
でも早く舞台に立ちたいと思いますので、完成することを願っています。

「第７章　事業スケジュール」のとおり、平成31年度の供用開始を目指して整
備を進める考えです。

79

総合文化施設の建設計画はもう何年も前から進められていると聞きます。所用
地も購入済なのにいっこうに建設が前に進まないのはなぜでしょうか。今の
ホールはバリアフリーでもないし、危なくってしかたありません。40万人都市
として恥ずかしいです。
また、このたび、個人所有の美術品の美術館を市が管理することになると聞き
ました。その管理費が年間7200万円とか。そんなふってわいたような話があっ
という間に決まって長い間暗礁に乗り上げているこの案件が前に進まないって
どういうことでしょうか。納得いきません。
もはや財政だけの問題ではないのではありませんか？！

「第７章　事業スケジュール」のとおり、平成31年度の供用開始を目指して整
備を進める考えです。

80

1.事業スケジュールについて
供用開始できるのは2019年度は遅いです。総合文化施設を建てようと思い立っ
て20年以上たっても、いまだ2016年は事業者選定です。計画が頓挫しないよ
う、短期集中におねがいします。

「第７章　事業スケジュール」のとおり、平成31年度の供用開始を目指して整
備を進める考えです。
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81

発注までの3年は長すぎます。「それが標準」と説明されましたが。1日も早く
開館できるよう尽力してください。

「第７章　事業スケジュール」のとおり、平成31年度の供用開始を目指して整
備を進める考えです。

82

大きな文化施設を楽しみにして長い年月が経ちましたが、待ちに待ってやっと
現実的になりそうで期待してます。
たくさんの劇や音楽を地元枚方で見ることができるのが楽しみです。でも、完
成がかなり先なので、子ども達との活用を考えると厳しいです。もっと早く完
成してもらって枚方のおやこ劇場がたくさん利用できる場所になってほしいと
思います。

「第７章　事業スケジュール」のとおり、平成31年度の供用開始を目指して整
備を進める考えです。

83

事業スケジュールについて
1日も早い開業を希望します。

「第７章　事業スケジュール」のとおり、平成31年度の供用開始を目指して整
備を進める考えです。

84

２０年近く整備が遅れているのであるから、緊張感を持ってスケジュールの短
縮に務めるべきです、中核市になった今、平成３１年度中の開館というスケ
ジュールではあまりに遅いと思われます。しかし施設の性格・個性・役割に費
えは市民を含めた形で早急にまとめ、その上でプロポーザル方式による事業者
を選定すべきです。
同時に運営を戦略的に考える組織を立ち上げ、開館までの数年間で音楽や演劇
鑑賞の素地を作る事業を重ね、市民の愛着と期待を高め、開館時には一定の固
定客層とともにスタートできるようにしなければならないと思います。

「第７章　事業スケジュール」のとおり、平成31年度の供用開始を目指して整
備を進める考えです。
整備計画策定後、設計等に必要な予算計上を行い、平成26年度中にプロポーザ
ル方式により設計事業者を選定していく予定です。
また、整備計画に基づく施設整備が着実に行える庁内体制を構築していく考え
です。

85

事業を早くすすめ１日も早い開業を希望します。 「第７章　事業スケジュール」のとおり、平成31年度の供用開始を目指して整
備を進める考えです。

86

「事業スケジュールについて」
あまりにも、のんびり、考えてられる気がします。
6年の間に情勢は大きく変わるので一日も早くお願いします。
文化、芸術を大事にされようとしているのか、そういうものは全て排除しよう
とされているのかわかりません。

「第７章　事業スケジュール」のとおり、平成31年度の供用開始を目指して整
備を進める考えです。

87

「事業スケジュールについて」
全てにおいて早く６年もかからない様にお願いします。

「第７章　事業スケジュール」のとおり、平成31年度の供用開始を目指して整
備を進める考えです。
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88

事業者選定、基本設計・実施設計に期間がありすぎではないでしょうか？
以前からある計画事業なので、もっとスピーディーにすすめられるはずだと思
います。

「第７章　事業スケジュール」のとおり、平成31年度の供用開始を目指して整
備を進める考えです。

89

「1,事業スケジュールについて」
文化会館建設は20年来の市民の強い願いです。今回中核都市となり、是非とも
早急に建設実現を！！

「第７章　事業スケジュール」のとおり、平成31年度の供用開始を目指して整
備を進める考えです。

90

完成を先のばしにせず、早期に完成させてほしい。 「第７章　事業スケジュール」のとおり、平成31年度の供用開始を目指して整
備を進める考えです。

91

中核都市になる枚方市で市民の文化を支える市民ホールが現在の整備内容では
催しが他市に流れてしまいます。
市民が集える市民ホールの建設を早期に望みます。

「第７章　事業スケジュール」のとおり、平成31年度の供用開始を目指して整
備を進める考えです。

92

5年は長い。2015-16の設計期間を短くしてください。
PTAコーラス「響」は署名運動を特名動き地域の人の声を集めました。ムダに
したくありません。万障繰り合せ実現に向かってほしいです。

「第７章　事業スケジュール」のとおり、平成31年度の供用開始を目指して整
備を進める考えです。

93

余在がないと思います。しっかり立派に歌いたいので早くにお願いします。 「第７章　事業スケジュール」のとおり、平成31年度の供用開始を目指して整
備を進める考えです。

94

基本設計・実施設計をもう少し短くし1ヶ月でも早く建設工事に入り、1日でも
早く共用開始をしてほしい。
枚方駅周辺が文化施設を中心に落ち着いた洗練された生きる希望に満ちた街に
なることを希望します。

「第７章　事業スケジュール」のとおり、平成31年度の供用開始を目指して整
備を進める考えです。

95

長いスケジュールを見て本当に建つのか・・・又、人の入れかわりがあり１か
ら・・にならないよう必ず建ててほしいです。いいものをつくろうと思うと年
月がかかると思いますが、できる限り、今のスケジュールより早い期間で建設
をお願いします。

「第７章　事業スケジュール」のとおり、平成31年度の供用開始を目指して整
備を進める考えです。
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96

6ヶ年計画を見て、ここまで長年待った新ホール建設なので、6年より短い期間
で建設をお願いしたいです。

「第７章　事業スケジュール」のとおり、平成31年度の供用開始を目指して整
備を進める考えです。

97

大変、立派な計画だと思います。多くの市民が利用できるといいと思います。
たいへん近くにあるくずはなので、開発され、いい施設ができるといいと考え
ます。よろしくお願い致します。

「第７章　事業スケジュール」のとおり、平成31年度の供用開始を目指して整
備を進める考えです。

98

9年前から楽しみにしています。
今のホールでは、小学校の音楽祭や音楽教室の発表会、映画や劇の鑑賞、コン
サートなど、どれも音の響きが残念だなあと思いました。
 私の子どもの小さいうちに建って欲しかったけれど、20歳には間に合うかな
と思っています。
 大きさや高さを競うのではない、枚方市らしい、素敵なホールを楽しみにし
ています！！

「第７章　事業スケジュール」のとおり、平成31年度の供用開始を目指して整
備を進める考えです。

99

総合文化施設（私たちは総合文化会館を！と目指して来ました）に関しての意
見を聞く会、述べる会に何年？何回集まったことでしょうか！！
施設・運営に関しては専門的に考慮される段階で市民としてはとにかく一刻も
早くとの思いです。ずっと訴えて来ているのですから。計画には当然その思い
が反映されているはずです。
東京オリンピックの準備で資材、人手がとられてさらに遅れるのでは・・・と
心配する人もいます。オリンピックより先に計画されていたことです！よろし
くお願いします。

「第７章　事業スケジュール」のとおり、平成31年度の供用開始を目指して整
備を進める考えです。

100

付帯する施設のニーズ・・・宿泊施設
関西医大に入院経験のある友人から、遠方から来る親戚が宿泊するところがな
くて困ったと聞きました。有名な大学病院のため遠方から診察に来られる方も
いると思います。今後人気のある有名なアーティスト等の舞台に遠方から観に
来られたり、ビジネスや受験などニーズはあるかと思います。

宿泊施設につきましては、これまでに行ったヒアリング調査などにおいて、市
駅周辺での事業者の参画意向を見出すことができなかったため、総合文化施設
との合築による整備を断念した経過があります。しかしながら、市駅周辺にお
ける宿泊施設を求める意見も多くあることから、今後、「枚方市駅周辺再整備
ビジョン」を具体化していく中で、市駅周辺における宿泊施設の可能性につい
て、改めて、事業者に対するリサーチを行う予定をしています。

101

文化施設ということであれば、オモチャみたいな図書館も大きくできないので
しょうか。

現在、枚方市駅周辺におきまして図書館整備の計画はありません。

22/24



No 意　見　概　要 市　の　考　え　方

102

設置階は１階か、小ホールと同一階でしょうか。又「前室」は同時使用を可と
ありますが、小ホール、イベントホールとも同時使用可として頂きたい。実際
には、小ホールとその調弦室として同時使用も考えられますので、リハーサル
室全体ではなく、「前室」の料金設定を希望します。

使用料については、諸室の面積など明らかになった段階で他市の文化施設の利
用料金なども考慮し、検討していく考えです。

103

Ｐ１９について、
賃料が分からない。現施設並に願いたい。

使用料については、諸室の面積など明らかになった段階で他市の文化施設の利
用料金なども考慮し、検討していく考えです。

104

付帯民間施設について
枚方市駅には宿泊施設が１つしかないのでホテルがあれば良いのにと思いま
す。ホテルでの企画も色々考えられて集客できると思います。
発表会など他市に今年行っているので、お金が枚方におちるように枚方が活性
できるようにしたいですね。（生まれ育った枚方がいいところだねって言われ
たいですね。

宿泊施設につきましては、これまでに行ったヒアリング調査などにおいて、市
駅周辺での事業者の参画意向を見出すことができなかったため、総合文化施設
との合築による整備を断念した経過があります。しかしながら、市駅周辺にお
ける宿泊施設を求める意見も多くあることから、今後、「枚方市駅周辺再整備
ビジョン」を具体化していく中で、市駅周辺における宿泊施設の可能性につい
て、改めて、事業者に対するリサーチを行う予定をしています。

105

②利用しやすい施設整備について
公演の主催者や出演者、運営スタッフの意見を良く聞き、他市の評判の施設を
参考によいものを作ってください。

今後、整備計画の具体化を図っていく中では、専門家のご意見や他市の事例な
どを参考に進めていく考えです。

106

4月13日の資料を見させていただいて思いつくことを挙げさせていただきま
す。
専門家は的を得た意見をアドバイスされるので大事だと思いますが、理屈と理
想だけでなく、現場の意見（利用者や利用者と距離の近い立場の舞台スタッフ
←利用者が使い勝手やクレームを言うのは直接舞台スタッフや施設受付スタッ
フとかです。役所には言いません。)の実際に施設を使っている利用者にも使
い勝手など意見を聞くべきだと思います。
お分かりだとは思いますが、使い易さや勝手の良さがわかるのは現場です。現
場の中でも音響、照明などそれぞれの専門分野で意見があると思います。（例
えば音響ブースの窓部分がはめ込み式ではなく開閉可能になるように）

今後、整備計画の具体化を図っていく中では、専門家のご意見や他市の事例な
どを参考に進めていく考えです。
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107

現在の施設の老朽化は理解できます。それなりの施設に作り替えたいとの関係
者の思いもあるでしょう、いろいろ費用の必要なご時世たぶん30年40年の先を
見通しての計画と察します。
私も枚方に住まいをもって40年を超える昨今です。私は東部に住まいするので
感じることが偏っているかもしれませんが、40年前は枚方の中心は現時点で十
分だったのではないでしょうか、しかし一点集中のような京阪枚方市駅に集中
する各種の施設と交通網といっても京阪バスの路線も市駅に集中して交通渋滞
を長い期間起こしていましたね。通勤に苦労しました。
さて、文化施設の新設の場所についてですが、土地の問題が容易なためになの
か市域の端っこに文化施設がつくられるとはまことに遺憾に思います、現在か
ら未来にかけても市域の人口分布をどのように読んでおられるのか。理解に苦
しみます。
もっと市域の中心に文化施設のほか官庁施設も据える考えは起こらなかったの
でしょうか。人口は40万で頭打ちですが50万60万の見通しは無いのでしょう
か。
市税を使っての公共施設の建設には理解できるように将来性を考えていただき
説明いただきたいです。

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、総合文化施設
整備用地は文化芸術拠点に位置付けられ、新たな施設を中心に広域的な交流拠
点として充実を図ることとされています。さらに、総合文化施設の整備を契機
に、現市民会館跡地の土地利用を図り、連鎖的に老朽施設の建て替えや移転を
行うことで市駅周辺の活性化が図られるものと考えています。

108

概算事業費1.（3）維持管理・運営費について
私が住んでいる枚方市ですのばらしい文化・芸術にふれる機会が増えそうでう
れしいのですが、会議室の使用料や入場料が高いのでは参加出来なくなりま
す。維持管理費が3億（年）かかる様ですが、不安を感じます。

使用料については、諸室の面積など明らかになった段階で他市の文化施設の利
用料金なども考慮し、検討していく考えです。

109

巨額な費用を使って総合文化施設を造ることに反対です。
それより、子育て、医療、介護など身近な切実な問題に対して貴重な税金を使
うべきです。
一部の人が使う娯楽施設の建設には反対です。

枚方市では、市民満足度を高め、市外の方からも選ばれるまちとなるため｢健
康医療｣、｢教育文化｣を都市ブランドに据え、重点的に事業を進めています。
文化については、心豊かな生活、活力ある社会の実現になくてはならないもの
であり、その振興は行政の責任であると考えています。
総合文化施設は、本市の文化芸術の拠点として整備していくことが求められて
いると考えています。

110

日本が少子化に向かう中で、単に文化施設を建設するのみに財源を使うのは不
適切だと思われます。駅前に集客力を高めるために文化施設計画案と同時に駅
前の活性化をはかるべきだと考えます。財源は、市の土地等の資産を売却する
などの対策を急ぐべきではないでしょうか？高齢化社会に向けて、収入を生ま
ない産業に力を急ぐべきでしょうか？民間の力を借りて、行政はスリム化すべ
きではないでしょうか？
文化施設は遠く離れた立地より駅前のほうが集客力を見込めると思われます
が、(困難な場合は仕方ありませんが）収入と支出のバランスを考えるべきだ
と思います。

平成25年3月に策定した枚方市駅周辺再整備ビジョンでは、総合文化施設の整
備を契機に現市民会館跡地の土地利用を図り、連鎖的に老朽施設の建て替えや
移転を行うことで、市駅周辺の活性化を図る考え方を示しています。
こうした考え方を具体化していく中では、民間活力の導入も検討していく必要
があると考えています。

111

緑豊かな公園の整備がととのってきてうれしいです。古代の歴史も、きららな
どでよくりかいできます。？？施設の整備があるとうれしいです。コンサー
ト、枚方市民会館だけでは40万都市には物足りなく思います。

総合文化施設では、優れた文化芸術に出会い、触れる機会を提供するなど事業
の充実をはかり、41万市民が誇りと愛着を感じるような文化芸術の拠点施設を
目指す考えです。
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