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別紙標準様式（第７条関係） 

会 議 録 

会 議 の 名 称 第 2回枚方市文化芸術振興審議会 

開 催 日 時 平成 31年 2月 8日（金曜日） 
午後  2時から 

午後  5時まで 

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) 枚方市総合文化芸術センターの運営について 

  1.指定管理について 

  2.自主事業について 

  3.学校との連携、社会包摂等について 

  4.市民の活動支援・裾野の拡大、貸館事業等について 

  5.専門的人材について 

  (2)その他 

提出された資料等の 

名 称 

 

資料 1   第 1回枚方市文化芸術振興審議会での主な意見 

資料 2   枚方市総合文化芸術センターの運営について 

別添 1   他市の文化施設の運営状況 

別添 2   他市公共ホール 広場活用事例 

別添 3   他市における文化芸術活動の発表機会 

参考資料  2017（平成 29）年度事業報告書（枚方市文化国際財団） 

 

決 定 事 項 

 

□ 第 1回枚方市文化芸術振興審議会での主な意見を確認した。 

□ 枚方市総合文化芸術センターの運営について項目に沿って内容を確認し

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．開会 

会 長：定刻となりましたので、ただ今より第 2 回枚方市文化芸術振興審議会を始めさせていた

だきます。 

それでは、最初に、本日の審議会の出席委員と傍聴者についての報告と合わせまして、

資料の確認を事務局よりお願いします。 

 

事務局： 本日の出席委員でございますが、10名中 10名出席いただいております。枚方市附属機

関条例第 5条第 2項に規定する「2分の 1以上が出席」を満たしておりますので、この審

議会が成立していることをご報告いたします。 

また、本日の一般傍聴者でございますが、1名の方の傍聴を受け付けておりますのでご

報告いたします。 

次に本日配布させていただきました資料の確認でございます。 

     (資料確認) 

 

２．議事案件 

会 長： それでは案件審議に入っていきたいと思います。 

    前回の復習になりますが、この審議会はすでに制定されております「枚方市文化芸術振

興条例」に従った審議会で、具体的には 2021年に開館が予定されている枚方市総合文化

芸術センターの運営に関して、より具体的な意見を皆さんに諮っていこうというのが中

心課題となっております。指定管理者制度をおさらいしますと、地方公共団体が文化施

設も含めた公の施設を設置する場合に、誰が運営を担っていくかということに関して、

幾通りかの方法があります。これに関しては 15年前の 2003年に法律が改正されており、

それ以前は公の施設は行政などの設置者が直営とするか、または運営委託するのであれ

ば行政が 2 分の 1 以上出資している文化財団のような団体が受託できて、民間事業者は

受託できませんでした。枚方市でいうと、枚方市文化国際財団しか受けることができな

いということになります。しかし、2003 年の行政民営化の流れの中で、地方自治法が改

正され、現在の指定管理者制度が設けられたことから、運営を直営でするか、指定管理

者に委託するのか、指定管理者に委託するのであれば、民間も加えて競争率を高めなが

ら施設運営の効率を上げていこうという制度が導入されました。現在、指定管理者で運

営されている多くの施設は行政が主たる出資者となっている財団のような団体によって

運営されています。その他、東大阪市を例にすると PFI 方式というものがあり、民間資

金も導入しながら施設の整備と運営を一括して受託しているところもあります。PFIに関

して枚方市では、中長期的にみると、PFI方式を導入しても行政側の負担は軽減されない、

むしろ増えるのではないかという結論となり、この方法は取らないこととしました。現

在、枚方市文化国際財団は、市民会館の文化事業等の運営はされていても施設の維持管

理はされておらず、また、解散が予定されているため、指定管理者は民間から公募で決

めようということが市の方針で決まっています。それを前提として、この審議会では、

指定管理者にどういうことをしてもらうのか、市民としてどういうことを期待して要望

していくのか。又、市民の役割、市の役割、枚方市内の事業者の役割、学校園の役割、

それぞれの役割の中で力を合わせて文化芸術を通じた街づくりを実現するためにはどの
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ようなことをしていけば良いのかを話し合うことがこの審議会の主旨であります。 

     本日は各論について討議していきたいと思いますので、事務局から案件資料の説明を

お願いします。 

 

事務局：（枚方市総合文化芸術センターの運営について資料 1と資料 2の 1.指定管理について説明） 

 

会 長：指定管理者制度について、資料の別添 1を見ていただくと、稼働率が絶対数値であるわ

けではなく、高ければ良いというものではありません。数値目標として高い方が良いの

ですが、稼働率といっても実際に有料で使われているのか、使用料減免のものも含めて

いるのかなど、施設によって計算方法が異なります。また、稼働率は人口規模とホール

の収容能力にも関連しており、小さなまちに大きなホールがあっても稼動はしないとい

うことも実際には出てきます。しかし、努力目標として稼働率の数値目標を高く設定し、

みなさんにたくさん使っていただき、劇場側は維持管理をしっかり行うことが大事なこ

とです。稼動率だけでなく、どんな事業を行うかも大切なことです。例えば民間の指定

管理で、三田市のホールでは稼動率が 42.5%ですが、文化事業は盛んに実施されています。

役割はきちんと果たしているといえます。貸館事業だけで創造発信事業をあまり行われ

ていなくてもまちの規模が大きければ高稼働になります。この点も踏まえて検討いただ

ければと思います。 

     その他、指定管理者制度の導入比率ですが、人口規模の大きなまちの方が高い傾向が

あります。人口 5万人以下のまちでは直営以外で、指定管理の受け手がなく、指定管理

であっても財団のような団体が非公募で運営している場合が多いです。それより小さな

まちでは教育委員会の業務の一環として図書館を併設して運営しています。必ずしもこ

れが良いということはなく、まちの規模に応じて考えなければなりません。枚方市の場

合、まちの規模が 40万都市であり、市民会館もそれなりに稼動していたことから、市は

指定管理者制度を導入して民間に委託するという結論になりました。このことを踏まえ

て委員の皆様からご意見をいただきたいと思います。まずは、副会長からご意見ありま

すか。 

 

副会長：最近の傾向は分かりませんが、いくつかの企業が共同で運営している施設が出てきてい

ると思います。業種の違うところと共同で運営した方が、いろいろなメリットがあり、

運営の仕方で違う展開をすることも可能であると思いますが、現状、どういう感じなの

でしょうか。 

 

事務局：指定管理者によって、施設管理を中心に運営している事業者、事業の実施を中心に運営

している事業者などいろいろなカテゴリーがあります。仕様書の内容によって、事業者

側で単独運営にした方がよいのか、共同運営にした方がよいのか判断されていると思い

ます。特に新しくホールを建てる場合は、単なる貸館だけでなく、自主事業も含めて運

営していくことになりますので、傾向としては JV（共同事業体）を組まれて参加される

ケースが増えてきていると感じます。 

 

会 長：補足しますと、一般的に JVの組み方はソフト運用型、つまりどういう事業をやるのかと
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いう能力を持つ事業者と施設管理型の事業者、それから劇場特有の舞台技術管理の事業

者で、3者は違う業種の会社になります。この様な 3者共同で運営しているケースが多い

です。枚方の現状で言うと、今の市民会館は、ソフト運用を枚方市文化国際財団が担い、

指定管理者が施設管理と舞台技術を担っています。今後の議論にもなりますが、建物の

貸館にとどまらない運営を行うためには、どんな指定管理者を選び、そしてそこに何を

望むのかを話し合うべきではないでしょうか。 

 

委 員：神奈川県大和市の大和市文化創造拠点シリウスを例に挙げますと、ここは図書館を中心

にホールなどを併設しており、ホール運営や図書館運営、子育て関連などソフト事業を

得意とする事業者が共同事業体として指定管理を行っています。年間 300万人の利用が

あり、業界的にはトレンドの施設となっています。子育て事業者は子どもの遊び場を中

心に、図書館事業者と組んで事業展開しています。また、図書館事業者はホール事業者

と組んでコアオフィスを設け、施設にはテナントでカフェが入り、とても多彩な公共施

設になっています。ホールにどのような主体となる事業を求め、それを指定管理者に提

案させるつもりなのか否かで、議論の入口が変わってくるのではないでしょうか。 

 

会 長：考え方として 2通りありまして、一つは指定管理者を選ぶ時に設置条例を変更しますが、

今、ご意見いただいた詳細な内容を条例に反映することは難しいと思います。条例とは

別に市の仕様書の中に反映して、単純に施設を管理するだけではなく、全体的に広がり

のある事業・運営の提案をしてほしいといった形にするべきではないでしょうか。この

審議会ではそういったことも踏まえて答申の内容を考えていきたいと思います。 

     小川委員は前回の会議で指定管理について発言されていましたが、いかがでしょうか。 

 

委 員：私は昨年度、枚方市の御殿山生涯学習美術センターの指定管理者の選定に関わらせてい

ただいたのですが、これとこれを運営してほしいという市の仕様書に基づき、専門家が

それぞれの業者を選出しました。事業者も市の要求に応える形でプレゼンを行っていた

ので、市が作る仕様書はとても重要になってくると思います。共同体は資料 2の表 2を

みるとまだ 17.5%で、それほど多くないなという印象を受けました。 

 

会 長：民間企業の中でも、実質は共同体ですが、一社で応募してくる場合もあります。 

 

委 員：質問ですが、別添 1の表の事業の内訳はどういう分け方なのですか。 

 

事務局：調査では、鑑賞型・普及型・参加型で分けることができれば分けてくださいと各市に照

会をしました。 

 

委 員：参加型とはどういう事業ですか。 

 

事務局：ワークショップのような事業です。 

 

委 員：あと鑑賞型は分かりますが、普及型とはどんな事業ですか。 
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事務局：ロビーで行うコンサートのような気軽な催しを想定しているのですが、このジャンルに

ついては規定がないので、各館の判断によって分類されています。 

 

委 員：各館がこの分類を意識して事業を展開しているのですか。 

 

事務局：公立文化施設協会が使用されている分類に準じて照会を行っており、その枠組みに各館

が当てはめて回答いただいたものです。 

 

委 員：札幌コンサートホールの事業数の合計が合わないのでこの様な質問をさせていただきま

した。 

 

会 長：合計数が合わない所は、恐らく両方に分類されています。 

     兵庫県立芸術文化センターの場合、「分類なし」になっています。以前、中川委員から

もご意見いただきましたが、質の高い事業を開催する場合、一部のマニアの方だけの施

設であれば劇場というものは孤立してしまいます。質の高い事業を普及させるために、

頂は高いが裾野は広い事業が望ましく、そういったことから分類を明確にはしない方が

よいと考え、兵庫の場合は区分していません。あえて説明上区分されることも多いので、

その違いではないでしょうか。 

 

委 員：わかりました。 

 

会 長：指定管理者制度に関して、それぞれの事業タイプによって議論を進めていきますが、指

定管理者そのものについてご意見・ご質問はございますか。 

 

委 員：指定管理にした場合に、兵庫県立芸術文化センターのようにプロデューサーを置くので

しょうか。ある程度の専門家の関わりを入れることはできるのでしょうか。 

 

事務局：5.専門的人材でお話させていただきますが、こういうスタッフを入れてほしいというこ

とは基本方針の中でも明記されているので仕様書の中に入れていく予定です。 

 

会 長：指定管理者を選んだら任せっきりではなく、市や市民がどう管理・監視していくのかが

大事なことです。後で議論したいと思いますが、指定管理者を選んだからといって全て

の事業を任せるのではなく、別に市の役割、市民の役割があります。今回の指定管理者

はソフト運用も含めて指定管理者が担います。現市民会館は管理運営だけでソフト面を

財団が担っているので、どういう形が望ましいのか考えていきたいと思います。 

     続きまして、2.自主事業について事務局から説明をお願いします。 

 

事務局：（枚方市総合文化芸術センターの運営について資料 2の 2.自主事業について説明） 

 

会 長：もう一度 5ページのイラストを見ていただいて、項目別に話し合いたいと思います。上
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になっている縦軸が館内事業で、どのような劇場運営をして、指定管理者に選ばれた事

業者にどのようなことを望むのかということです。指定管理者に全部やらせるのではな

く、図の下にある横軸のような地域資源を生かしたオリジナル事業など、この劇場を中

心に 4ページに記載されているような事業をしないといけないということです。例えば

札幌ではレナード・バーンスタインを、別府ではアルゲリッチを呼んできて事業を開催

しています。松本では、元々サイトウ・キネンフェスティバルという小澤征爾さんの師

である斎藤秀雄氏を追悼するイベントから始まっています。シビックプライドと言いま

すが、枚方が単純に京阪神間だけでなく日本に開かれたまちであることを主張するよう

な事業が核になるべきではないでしょうか。これは指定管理者に任せてできることでは

ないので、違う組織体でやるべきではないでしょうか。右側の部分は吉冨委員からもご

意見をいただいておりますが、指定管理者だけに担わせるのではなく、枚方のまち全体

としてどのような取り組みをしていきたいのか、更なるまちの活性化になる事業を実施

するためにはどうしたらよいかという議論です。資料の 3ページを見ていただいて、ど

んな自主事業を展開していくのかということですが、先ほど、所委員からもご意見あり

ました鑑賞型・普及型といった差別化は難しく、どんな事業が大事なのかということで

す。そういうことも含めてどんな創造発信型事業を実施するのかをみなさんからご意見

いただきたいと思います。 

     まずは市民委員からご意見をいただきたいと思いますが、前回山内委員は古典芸能に

ついて意見がありましたが、いかがですか。 

 

委 員：古典芸能の団体の立場から申しますと、新しいホールの舞台に花道やせりは付いている

のでしょうか。 

 

事務局：大ホールに関しましては、脇花道はございます。 

 

委 員：脇花道はあっても、花道は難しいですよね。 

     先ほど会長が仰ったように、世界からのものを枚方に求めるとすれば、やはり舞台も

それだけの機能を備えているような舞台でないとダメだと思います。世界の方に歌舞伎

や日本舞踊の良いものを見ていただくためには、それなりに整った舞台である必要があ

ります。是非、仮設でもよいので花道を作っていただければと思います。 

 

会 長：今の設計上ではどうなのでしょうか。 

 

事務局：岸和田の浪切ホールにはありますが、本市ではせりはありますが花道までは考えており

ません。 

 

委 員：花道があれば有名な方が上演に来られます。やはり花道は作れないでしょうか。 

 

会 長：施設計画がすでに進んでいる中で、今は多機能に使えるホールということで考えられて

います。 
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事務局：花道を設置するとなると席を取り外して設置できるようにしなければならず、限定した

使用となりますし、費用のことも含めて困難です。 

 

委 員：オーケストラピットはありますか。 

 

事務局：オーケストラピットはございます。オーケストラピットを使用することで舞台を広くす

ることも可能です。 

    また、せりの前に切り穴もあり、昇降機を別途持ってくれば、それも活用できます。 

 

会 長：『すっぽん』に近いものですね。 

山内委員から前回の会議でもご意見いただいた日本の古典芸能も鑑賞型事業として答

申の中に盛り込みたいですね。松竹の巡回歌舞伎でもあらゆるホールの形態で対応でき

るような格好で上演しているので、いろいろな形で鑑賞型の事業を作れるように考えて

いかなければなりません。 

 

委 員：他市からもたくさんの方が来てくださるような大きな事業をしたいです。 

 

会 長：畑委員はいかがですか。美術方面も含めてで結構ですのでお願いします。 

 

委 員：資料は主に音楽について記載されていますが、私が最近面白いと思った展覧会で、舞台

を鑑賞するホールで現代美術の作品を展示するというイベントがありました。普段は役

者さんが演じている舞台に大きな絵画や立体作品、映像作品を展示して、鑑賞者は舞台

の上に乗って歩きながら見るという今までにない取り組みだと感じました。そういう取

り組みは美術の側面からも舞台技術の側面からも両方のフィールドに携わる人に対して

新しい発見があると思います。美術だけ、音楽だけとはっきり分けるのではなく横断的

な事業ができたらと思います。先ほど山内委員からもありましたが、事業を開催する箱

がいろいろな催しに柔軟に対応できないと、良いものを枚方の皆さんに見てもらいたく

ても、実施できなくなりもったいないことになると思います。 

 

会 長：施設を利用して総合的に取り組めるような機能が必要ですね。 

 

委 員：そうですね。 

 

会 長：美術に関して小川委員はどう思われますか。 

 

委 員：資料の鑑賞事業の項目に美術のことが記載されていますが、こちらの館の規模であれば、

企画展で例えばピカソ展のような大きな巨匠の展示を開催することは難しいと思いま

す。しかし、それであれば視点を変えて「若手の登竜門は枚方で」といったコンセプト

を設定し若手の登竜門となる企画を行うために、知名度がありかつ若手の作品に対して

目利きがあるディレクターにお願いしてはどうでしょうか。そこで畑委員が仰ったよう

にこれはダメと言うのではなく、むしろ枚方ではかなりいろいろなことが柔軟にできる
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というような評判を作れたらと思います。火や水を使った企画は難しいのですが、そう

いうものを気にせずにできるような実験的な場になれば、魅力的な若手の登竜門となる

事業ができると思います。 

 

会 長：畑委員から前回の会議で若手の登竜門となる場についてはご意見いただいていました。

畑委員からの意見にもありましたように、舞台を使うということであれば、スペースも

広がりますが、一定期間の展示となりますと美術ギャラリーの活用ということになりま

す。大規模なことはできなくても意義のあるものができることは重要なことです。指定

管理者が担うのか、市の側が担うのかという境目の事業になります。 

 

事務局：もちろん自主事業ということで、指定管理者の方にやっていただくことも可能ですし、

市の事業として指定管理者の協力を得ながら実施することも可能です。今回、美術に関

する事業の記載はしておりませんが、基本的に美術ギャラリーは市民の発表の場であり

ます。しかし、美術を鑑賞する場所が枚方市にはありませんので、今回 300㎡弱の美術

ギャラリーを有効活用できる事業ができればと思います。市民ギャラリーでも鑑賞型の

企画はしておりますが、新しい美術ギャラリーの方が面積も広くなりますので、そのよ

うなことも踏まえて実施できればと思います。 

 

会 長：市への宿題として、単純に発表の場としてだけでなく若手を登用できる仕組みや大美術

館というわけではありませんが、美術ギャラリーの特色を生かした企画展を指定管理者

や市の側でどのようにやっていくのかについて考えておいてください。 

 

事務局：次回の会議で考えをお示しできればと思います。何か情報があればお願いします。 

 

会 長：音楽のジャンルについて中川委員はどうですか。 

 

委 員：皆様の意見をお聞きしているとなかなか大きなプロジェクトで、どこまで理想を叶えら

れるのかということですが、大枠はこのホールを使用する場合は、音楽に関する事業が

簡単な方法です。箱の設計は出来上がっているので、この中でできることを考えていく

しかないと思います。質問ですが、例えば資料の 4ページのような大きなフェスティバ

ルはどのようにされているのでしょうか。ここまでしようと思うと本当に大変だと思い

ます。私は雲を掴むような事業ではなく、五嶋みどりさんや、枚方から世界に羽ばたか

れたアーティストや演奏家の方など枚方市のゆかりをたどっていく形で企画していく方

が良いと思います。一番簡単な方法は、枚方出身の方や私たちのような団体を使うこと

です。外部から呼ぶのであれば、連携協定先の大阪フィルハーモニー交響楽団に協力い

ただいて知名度のあるアーティストと共演していただくことが可能ではないでしょう

か。夢を語りだすときりがないので、まずは何ができるかを考えることが大切だと思い

ます。 

 

会 長：中川委員の意見は貴重な意見であり、私も個人的にはそう思います。やはり枚方といえ

ば五嶋みどりさんが生まれた街で、レナード・バーンスタインや小澤征爾と比較しても
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遜色はなく、世界的アーティストでありアメリカでは教科書に掲載されている人なので、

開館事業で来ていただくことだけでも大変なことだと思います。彼女はご存知のとおり、

みどり財団という教育機能を持っていて、たくさんの弟子を教えていらっしゃいます。

その考え方は、バーンスタインの意思を引き継いでおり、彼の意思を継いで彼女は多く

の若手を育てているので、教育フェスのようなここでしかできないことがもしできれば、

すごく大きな発信になります。関西圏内だけでなく全国ベースで発信できるようなネー

ムバリューの企画になるのではないかと思います。なかなか難しいとは思いますが、宿

題ということでお願いします。 

 

事務局：五嶋みどりさんに関しては、年に数回大阪へ来られる時にコンサートへ行かせていただ

き、事務所の方とはコンタクトを取っております。ここまで大きな形でできるかは分か

りませんが、先ほどご意見いただいたとおり枚方市ゆかりの素晴らしい音楽家ですので、

なんとか枚方市での開催が実現できるよう努力していきたいと考えております。またご

報告させていただきます。 

 

会 長：吉冨委員はどのようなタイプの事業をすべきだと思われますか。 

 

委 員：私は二つ考えがありまして、一つは市民レベルの多様なニーズに応える日常的な事業と

もう一つはご意見にありましたような街づくり事業です。例えば先日内閣府や都市再生

緊急整備地域でも議論になりましたが、これからの街は、世界に直接発信できる能力を

持つ時代になってきているので、この芸術アートをきっかけに世界に発信するきっかけ

を持つべきなのではないかということです。しかし、大きな話であって、すぐに実行で

きるわけではないので、それは目標として常に意識しつつ、多様性のある事業、つまり

ダイバーシティのある事業を実施するというような特化した目標を持つこと、その両立

が必要だと考えています。 

 

会 長：音楽に特化して言うわけではありませんが、五嶋みどりさんの例もありますように、劇

場は音楽機能が大きいので、小さな町の例では、兵庫県下の赤穂市で、樫本大進さんと

いうベルリンフィルのコンサートマスターを務めておられる方のフェスをやっていま

す。これは樫本さんのお母さんが赤穂市出身で、彼もベルリンフィルのコンサートで忙

しいのですが、夏の期間に彼の仲間でヨーロッパの有名音楽家を日本に連れてきて室内

楽をやっておられます。小さな町でもそれくらいしていますし、行政は直接関係してい

ませんが、横浜を中心に諏訪内晶子さんが音楽祭をされています。吉冨委員からもご意

見がありましたが、両方のバランスを上手くとって、特に前半の部分は指定管理者の関

わりが大きいのですが、後半の部分は 5ページの図のように、市も含めた組織体を作っ

ていく必要があると思います。その中で後ほど学校鑑賞の話も出てきますが、青少年の

ためにどんな事業が必要か議論したいと思います。大國委員いかがでしょうか。 

 

委 員：3.学校との連携の項目の際にお話させていただくことになりますが、鑑賞について、子

ども達にとって生の演奏を聞くことはすごく大きなことです。特に小学校の低学年は、

学校の音楽の授業の中で、各学年でクラシックなど鑑賞曲が決められており、それを CD
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で流しています。また、枚方市内の小学校では、2年に一回音楽鑑賞か観劇を外部の団体

を招致して行っています。目の前で演奏または演劇をしてもらうと、子ども達の目が全

然違います。子ども達は身を乗り出して聞いていますし、時々、招致したグループの方

が楽器を触らせてくださる時には、子ども達は一斉に手を挙げるので、触れる子どもを

仕方なく限定することになっています。鑑賞の部分では子どもたちが生で本物の質の良

いものを、耳だけでなく目でも感じることは大事だと思います。 

 

会 長：子どもが生で芸術に触れることが出来るよう企画が必要だということですね。他にいか

がですか。 

 

委 員：五嶋みどりさんの企画はとても魅力的だと思います。シビックプライドの話だけでなく、

市民との重なりの部分を作ることが大事だと思います。例えば、みどりさんは教育とい

う観点でお弟子さんを育てていらっしゃるということなので、そのお弟子さんのコンサ

ートも開催するなどして、裾野を広げる事業とすれば、鑑賞事業に若い人が参加しやす

いのではないでしょうか。やはり、いろいろな形で盛り上げていかないと五嶋さんは来

てくださりません。この様な重なりを作れたら面白いと思いますので、可能性の一つと

して考えてください。 

 

事務局：五嶋みどりさんはご本人が設立したミュージックシェアリングにおいて、毎年、世界の

音楽を聞く機会が少ない地域に若手の方と訪問されて、音楽の素晴らしさをお届けする

取り組みや、日本の障害者施設を訪問されて音楽活動をされていらっしゃいます。その

報告会は演奏会を含めて大阪のフェニックスホールと東京の王子ホールで年 1回開催さ

れています。そのような取り組みを若手音楽家と一緒に五嶋さんはされています。単な

る鑑賞会だけでなく幅を持たせた企画もできたら、本市にとっては素晴らしいことです

ので、時間はかかると思いますが、努力していきたいと考えています。 

 

会 長：偏らずに幅広い事業をするという視点は指定管理者にも求めていく必要があります。木

村委員はいかがでしょうか。 

 

委 員：資料の 3ページの運営の方向性で“質の高い事業”と記載がありますが、何を求めてい

るのでしょうか。心の満足度などが考えられると思いますが、私は総合文化芸術センタ

ーができて企業とどう結びつけていけばよいのかを考えています。企業のメセナ活動と

いうものがあるのですが、それがどう変化してきたかと言いますと、以前のバブル時期

のように、企業の販促とか宣伝、投資目的といったものは今はなく、最近では CSRとい

ったものが地道な支援として広がっています。CSRというやり方で位置づけられると企業

の支援はボランティアを出すなどの形に変わってきています。そういうものを上手く取

り込んでいけたらと思います。大企業ではそういうものがありまして、例えば私たちが

オクトーバーフェストをする時に金融関係の業者がボランティアを出すなど、社会活動

の目的で、無償で地域貢献しようとされています。それが中小企業などにも広がれば、

すごく良いと思いますし、そのためにどうしたら良いか考えています。やり方について

はこれからですが、既存の仕組みをどう使っていくのか、枚方の特徴を例えば外大の学
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生や働いている方などの外国人向けに体験型の事業で良さを伝えて、彼らに発信しても

らうのも一つの方法として面白いと思います。また、枚方フェスティバル協議会で多様

なプログラムを展開しても良いのではないでしょうか。既存の仕組みに市民からアイデ

ィアを募集するなど新しい展開を加え、その総合体で様々な取り組みを実施していけた

らと思います。また、心の満足度として、例えば枚方には淀川がありますので、「川で癒

し」というコンセプトで、淀川という枚方の特徴と融合させた何らかの事業を実施する

ことも方法です。既存のものを探せばいろいろあると思いますので、それを活用するこ

とが枚方の地域力にもなるのではないでしょうか。既存の企業だけでなく、Tサイトの様

にいろいろな催しが展開されようとしている中で、我々がどう参加して、文化芸術とど

う結びつけていくのかを考えた時に、賑わい作りに音楽や地元の芸能活動を取り込めた

らよいと思います。 

 

会 長：“質の高い”という言葉は危険な言葉で、参考資料に枚方市文化国際財団の平成 29年度

の事業報告書があるのですが、何が一番集客のある事業であったかというと、大黒摩季

さんのコンサートです。これは質が高い、低いという問題ではなく、ニーズが高い事業

を実施するということでもあります。3月に大阪歯科大学で大阪フィルハーモニー交響楽

団の演奏会を企画され、チケットは完売されていますが、今回の入場料は 2,000円と安

く、入場料収入ベースでは採算が難しい事業ではあります。しかし、こういう事業は、

わざわざ京阪電車に乗って大阪市内まで行かなくても市内で市民が鑑賞することができ

るもので、民間事業者には馴染まないため行政の役割だと思います。このことは行政が

設置している公共施設の役割として大切なことであり、内容の良さというよりも質の高

い事業であると考えます。 

     それからスポンサーのこともお話いただきましたが、劇場のスポンサーとしては 3通

りあります。一つはネーミングライツのような劇場そのもののスポンサーがあり、これ

も大事で、これから枚方のホールにスポンサーをつけるということです。二つ目は難し

いことですが、個々の公演にスポンサーをつけるということです。三つ目は資料 4ペー

ジにあります大型フェスティバルで、これくらいの規模になるとナショナルスポンサー

が取りやすくなります。例えば札幌市の PMFでしたら野村証券が出資しています。そう

なれば、市外からも大型のナショナルスポンサーを取り込める可能性がありますので、

そういう事業を一つ核として作りあげることも大事なことです。また小口に地元の業者

にいろいろ協賛していただくことは街の誇りにもなりますので、別でそれぞれ実施する

ことも必要です。市の財政だけでなく、いろいろ民間のサポートが得られれば良いです

ね。 

 

委 員：そうですね。例えば文化芸術の力によって市民と企業の全体力をどう引き上げていくの

か、ここが焦点になってくると思います。 

 

会 長：社会包摂について、また後でご意見を伺いますが、劇場の事業展開について所委員はど

う思われますか。 

 

委 員： 5ページのイメージ図について、大変分かりやすく思っております。館内事業が主だと



12 

 

してもそれに留まらないで地域連携・広域発信事業とつながり、好循環していく。指定

管理者にもしっかりそうした事業の位置付けをしていただいて、間にある厚みを丁寧に

考えることで巡りを良くし、裾野を広げることができる事業展開をしていただきたいで

す。アーティストや表現者の発表の場をつくり、育成したりすることは重要ですし、広

く鑑賞を楽しむ人たちが関われるという意味で、参加の場になれば良いと思います。ま

た、このまちで生きていく上で重要なこと、例えばいろいろな方とお互いのコミュニケ

ーションや交流の力を育て、発揮していく時に、文化と芸術の力を活用できるような場

や機会を作るためにも、館内の事業や館を出た事業にも指定管理者が関わっていけるよ

うな展開をしていただきたいです。 

 

会 長：5ページの図は、副会長の案ですが、直接ご説明いただいてもよろしいですか。 

 

副会長：指定管理者は館内事業だけと限定してしまうと狭くなってしまうので、図の横軸の部分

は行政も関わって、市民も企業も関わるということを明示しておいたほうが良いと考え、

このようにしています。その部分の厚みや広がりがないとお互い面白いことができない

ので、是非このように広がって、指定管理者に全てをお願いするのではなく、みんなで

事業をやっていくという主旨が伝われば良いと思います。 

 

会 長：もう一度整理しますと、この図は縦軸が指定管理者が担っていく事業で、例えば大フィ

ルの演奏会は年に何回するのかその他、歌舞伎や古典芸能、狂言で開館事業として野村

萬斎さん呼びたいとか、そういう流れを指定管理者が作っていきます。指定管理者には、

市や市民からのいろいろ意見を取り入れながら事業構築の流れを託します。それとは別

に連携しながら、市の役割として、4ページのオリジナル事業で、主催者がどうなってい

るかが大事です。PMFは、運営は主催が公益財団法人の PMF組織委員会で、札幌市が主に

出資しながらスポンサーがいくつかあり、職員は財団職員の他、市からも出向していま

す。そこまでしなくても、例えば、セイジ・オザワ松本フェスティバルの場合、市の中

にデスクを置きながら組織委員会を形成し、その中には市も入っています。こういう形

が望ましく、実際の当日の会場運営は指定管理者にやってもらうのですが、公演の実現

に向けた作業については別の組織として置くイメージです。他にもいろいろな形での運

営がこの審議会からも出てくると思いますが、例えば枚方では合唱が盛んですので、ア

マチュアフェスティバルとは違う次元のものが考えられないか。枚方らしさを活かしな

がら全国発信できるものがないかということです。 

     次に、イメージ図右の広場活用ですが、5ページの普及の項目で別添 2「他市公共ホー

ル 広場活用事例」とありますが、これに関して吉冨委員から何かございますか。 

 

委 員：広場の多様な活用はクラシックなどにとらわれない自由な発想の部分だと思います。雨

に左右されることもありますし、自由に事業を実施すると責任はどこにあるのかという

話が常に伴うので、施設管理の面でも難しいです。しかし、屋外でこのようないろいろ

なフェスティバルみたいなものをホールだけが単体で運営するのではなく、まちと駅前

と連携しながら地域ぐるみで委員会組織を作って、五六市などもやりつつ、文化芸術の

公演につなげていく、そういった多様な広場活用をされて、その中からすごいイベント
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が出てくることを期待したいです。 

 

会 長：どんなプラットホーム作りが大事なのでしょうか。 

 

委 員：別件で、現在商工会議所と進めているのですが、枚方市のもう一つの資産として、淀川

の河川敷があります。この河川敷は西中島の河川敷よりも淀川の中で最も駅直近の河川

敷です。国土交通省の河川事務所との間でも、河川をどうにかしたいという主旨があり、

いわゆる地方創生の取り組みの中でいろいろなコラボレーションをしています。誰かが

単体でリスクを背負うのは難しいので、商工会議所にプラットホームになっていただい

て、そこで組織実行委員会を立ち上げ、商工会議所が地元の B to B(business to business)

を活用してスポンサーを募り、そこに市がバックボーンとして広報やボランティアなど

出来ることをするという枠組みです。実行委員会は、メリットが高い団体が仕切ってい

ますが、ベースに施設管理との対応があるので、一定のルールを常に作っておいて、実

施していくことが大事です。 

 

会 長：プラットホームということで木村委員いかがですか。 

 

委 員：また新たなものが生まれてくるので、それをどう実現するかです。いろいろなことに挑

戦できる枚方市であってほしいです。 

 

委 員：市にプラットホームを期待することは無理です。市としてはやりたいと思っていても手

続きがあり、また急には動けないので、ハード面とソフト面でプラットホームを分けな

がら、市にはハード面でのオリジナルのプラットホームを一つずつ作っていただいて、

連携していくことが必要です。 

 

会 長：兵庫県の西宮北口駅は東西に神戸線が走っており、南北に宝塚線が走っていることから

十字路になって 4地区から成っています。兵庫県立芸術文化センターの地区に一つ劇場

があり、その南側に阪急西宮ガーデンズという商業地域があります。北側に住居地域と

飲み屋街の地域があってそれぞれに自治会という組織がありますので、その 4地区で活

性化協議会を作っています。誰かが中心になるのではなく、全体としてプラットホーム

作りを行っています。この場合、行政主導型ではなく、私たちも指定管理者なので、一

劇場側として参画しています。活動の場所は劇場の前が一番活用できるので、そこでや

っています。ただし、劇場が主になるのではなく、4地区全体が連携してやっています。

そういう考え方が枚方でもできたら、市も入りながらプラットホーム作りができるので

はないでしょうか。また、畑委員のように美術方面の方は総合芸術祭のような野外展を

開催するなどのイメージで、さらに新しい広場ができるように活用できたらと思います。 

 

委 員：そうですね。枚方文化芸術祭みたいなことを考えていらっしゃるのでしょうか。 

 

事務局：市民を集めた文化祭のようなものを今後開催していきたいと思っております。また、こ

の施設の特長として、建物だけでなく特急停車駅徒歩 5分という一等地に広場ができる
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ので、指定管理者の発想だけでなく、事業者のお力もお借りしながら全体で盛り上げて

いきたいです。文化芸術の裾野を広げて発信していくことも一つの目的ではありますが、

それだけではなく街の賑わいも作っていくことも大切なコンセプトですので、そこの部

分を充実するために、広場の活用や地域の事業者とも一緒にやっていく事業作りを今後

考えていく必要があります。 

 

会 長：市駅を挟んで回遊できる流れを作るために、一つ大きなフェスティバルを開催すること

も必要です。それと同時に日常的にも人が回遊できる流れができるようなプラットホー

ム作りができたらと思います。 

     最後に芸術家の育成がありますが、鑑賞型だけでなく参加型・普及型があり、若いア

ーティストをどのように育てるのかを含めた普及的な取り組みや芸術家そのものの育成

について中川委員いかがですか。 

 

委 員：今、市から若手育成の件で相談を受けているところです。枚方には出身者も含めてたく

さんの演奏家がいますが、夢が大きければ大きいほど羽ばたいていってしまうので、そ

ういう方は枚方から離れてしまいます。それをもう一度枚方へ戻ってきてもらうことが

苦労するところです。枚方演奏家協会や枚方演奏家クラブに所属しているアーティスト

でしたら、いつも枚方にいらっしゃいます。 

 

事務局：枚方在住の方をはじめ枚方市にゆかりのある方も新しいホールを使っていただきたいと

いう思いがございます。中川委員も仰っておられたように、東京や海外に行ってしまわ

れて、なかなか枚方に帰ってくることが少ない方にもご協力いただいて、発表の場を枚

方から発信できたらと考えております。 

 

委 員：すでにアート・スプラウトシリーズの第 1回で、高校生の方がヴァイオリンリサイタル

をされる予定になっていますね。 

 

事務局：アート・スプラウト事業は、枚方市の若手芸術家の方にホールやロビーで演奏する機会

を提供させていただく事業としてこの 3月から開始します。佐渡裕さん主宰のスーパー

キッズ・オーケストラに所属する高校生が枚方市に住んでおられることから、さだ生涯

学習市民センターのホールで、ヴァイオリンリサイタルを開催します。2月 1日から整理

券を配布しましたが、すぐに配布終了になりました。このような若手支援の一環として

先生方にご協力をいただきながらアーティストバンクを作り、若手芸術家の活動を発信

していく機会作りにつなげ、新しいホールでは小ホールやイベントホールの事業でも、

活躍の場を提供していきたいと考えています。 

 

委 員：学生も含めて羽ばたく前の子を先に取り込んでおいて、枚方に戻って来られた時はいつ

でも活躍してもらえるよう、機会を作っておいた方がよいですね。羽ばたいてしまった

ら呼び戻すことは大変です。10代、20代の若手アーティストにどんどん声を掛けていく

ことが必要だと思います。 
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会 長：6ページの先進事例の中に兵庫県立芸術文化センターのワンコインコンサートがありま

す。簡単にご説明しますと、この場合、出演者は兵庫県出身者や西宮出身者に限定せず、

関西圏全域で考えています。大阪のオーケストラのトップ奏者の方が出演される場合も

あります。レベルが高く、日本音楽コンクール優勝レベルの方の出演ということもあり

2,000席のホールで、毎回完売しています。これは行政の補助がなくてもできている事業

です。 

 

委 員：出演料はどうされているのですか。 

 

会 長：それなりの額の報酬をお支払しています。普通 200～300席の劇場でもなかなか自分のリ

サイタルをできないクラスの若手が、2,000席クラスのホールで演奏をすることは芸術家

の育成にも役立ちます。月 1回、平日のお昼 11時半から 1時間程度の公演を日によって

は午前と午後 2回しています。そうすると、それだけのお客さんが回遊するので、地域

への経済効果は大きく、必ず劇場の周辺で食事または買い物をして帰られます。主に来

られるのは、主婦層かリタイア世代のご夫婦で、その人たちにとって平日のお昼の時間

帯はプライムタイムなのです。主婦同士で一番外出しやすい時間帯で、ワンコインで買

いやすいので、いつもチケットセンターの電話が繋がりにくくなっており、1人で 5枚以

上チケットを買われる方もいらっしゃいます。1人でたくさん買って、それから友達を探

して参加されるようで、売り切れの速度が速くなります。少しエリアを広げながら、大

阪・関西圏出身の若手を取り上げることも一つの考え方です。 

 

委 員：お客さんの層ですが、クラシック音楽がお好きでない方も来られるのですか。 

 

会 長：多少興味がある方でも来られます。 

 

委 員：そういう傾向は地域的な影響はあるのでしょうか。 

 

会 長：市の人口で言うと、枚方市と西宮市はあまり変わりません。自転車で来る方が多くて、

開催日は駐輪場がいっぱいになります。 

 

委 員：初めての体験として、まずはホールに来ていただかないといけないので、最初から 5千

円・6千円のチケットであればなかなか来ることができません。しかし、ワンコイン、500

円であれば、昼の 1時間に良い気分になりたいから行こうとなるのがミソですね。 

 

会 長：これは私どものオリジナルではなくて、新潟市のホールでされていて、良い事業だと考

え参考にさせていただきました。三重県津市のホールでもされています。吉冨委員から

もご意見がありましたが、平日の昼間の活用としていろいろな方法がありますが、まず

は劇場に来てもらうために、この事業を参考に考えなければなりません。 

 

委 員：本市でもランチタイムコンサートを 800円でされているかと思いますが、あれは結構集

客があると思います。 
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事務局：財団からは 7割くらいの集客で収支はそこそこであると報告を受けています。しかし、

兵庫県立芸術文化センターの 500円コンサートは著名な出演者でなくても、兵庫県立芸

術文化センターの企画であれば間違いなく良い音楽を聞くことができるというイメージ

があります。 

 

副会長：音楽好きでなくても、最初にそういう企画をすれば、新しいホールに行きたい人はたく

さんいます。トライアルの機会を作るべきだと思います。 

 

会 長：無料にせずに入館料をいただくことが大切です。無料の公演を増やしてしまうと絶対に

集客は得られません。最低限の施設使用料として 500円か 1,000円はいただくべきです。

そして良いものを鑑賞していただきます。 

 

副会長：西宮の私の知り合いも自転車でコンサートホールに行けることを誇りに思っています。

舞台芸術は見い出すと好きになりますので、トライアルの機会を上手く作って、ファン

でなくてもだんだん好きになるような習慣をいかに作るかが大事です。 

 

会 長：主婦同士で何人かで来られており、会話を聞いていると、すごくクラシック好きのお母

さんもいますが、逆にそうでない方もいらっしゃいます。そういうお母さんたちは、娘

がピアノを習っているからピアノのコンサートに連れて行こうとか、老夫婦が孫を連れ

て行こうと発展系の話をされています。やはり、起爆剤が劇場には必要で、そういう意

味では普及型の事業でありつつ、若手の育成にもつながるそういう組み立てが大事だと

思います。 

 

委 員：演奏家はどのように声を掛けられているのですか。 

 

会 長：客観性を保つために選定委員会で 1年分の出演者を決めています。15組くらい選定して

スケジュールを決めています。そういう仕組みは、やっていく中で出来上がっていきま

す。 

     一通り、自主事業関連のご意見をいただきましたが、他にいかがですか。 

 

委 員：中川委員の意見にありましたように、20代の若い芸術家に声を掛けておくことは、私も

大事だと思います。枚方の良いことは、大阪と京都に近いことで、大阪と京都には美大

や芸大がとても多いので、枚方から通っている学生もたくさんいます。そういう学生は

自分の作品だけで個展を開催したい、経験したいと思っているので、それで枚方の新し

いホールで開催できるとなればやりたいと手を挙げる人はたくさんいると思います。そ

ういう意味で、大阪・京都の美大や芸大に声を掛けて、アンテナを張ることも大事だと

思います。 

 

会 長：ギャラリーの話ですが、単に貸すだけでなく若手育成に役立つようなイベントは指定管

理者の業務でなく市の役割かもしれません。選定の仕組みやどのように開催にするのか、
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やり方を考えていかなければなりません。 

     それでは、ここで 2.自主事業の議論を終わります。休憩を挟んで、7ページ以降の議

論をしていきたいと思います。 

    （休憩） 

 

事務局：それでは、審議会を再開します。 

     引き続き事務局から案件資料の説明をお願いします。 

 

事務局：（枚方市総合文化芸術センターの運営について資料 2の 3.学校との連携、社会包摂等につ

いて説明） 

 

会 長：新しい施設では、学校との連携が必要ですが、先ほど大國委員からいただいたご意見を

深めていきたいと思います。大國委員はどういう取り組みが必要であると思われますか。 

 

委 員：先ほども少し触れましたが、私は小学校の校長会の代表としてこの審議会に参加させて

いただいておりますが、子どもは若い年齢であるほどいろいろな感動をもって、いろい

ろなことを吸収していきます。音楽の授業の中でも CDで聞くのと、目の前で目と耳で鑑

賞するのでは全然違います。今回他市の先進的な取り組みの中で、いろいろな市または

県で、オーケストラの鑑賞を小学生や中学生を対象にされていて、枚方市でもこのよう

な機会を持てたら素敵だと思います。もちろんアウトリーチの案内もいただいておりま

すが、それは毎年全小学校・中学校で実施されているものではないですよね。 

 

事務局：そうですね。枚方市は小学校が 45校ございまして、平成 28年度から平成 30年度の 3年

間で全校を回りました。来年度以降につきましても、年に 15校ほどアウトリーチをさせ

ていただきまして、総合文化芸術センターが完成する頃には、市内の小学校に在籍して

いれば、必ず 1回はアウトリーチ事業を経験できるような仕組みづくりを構築していき

たいと考えています。 

 

委 員：是非、進めていただきたいです。 

     それとは別に枚方市独自で、今年も市民会館大ホールが地震の影響を受けなければ開

催していました枚方市小学校合同音楽会を、全市立小学校と創価小学校が参加して毎年 6

月に開催していました。それも続けていけたらと思います。 

 

事務局：もちろんそれも大切な事業だと思います。 

 

委 員：子どもたちが他の小学校の合唱や合奏を聞くことで、お互いの刺激になっていますし、

また、北河内七市でも音楽会を開催しており、会場探しにいつも困っています。また、

会場費だけでなく子ども達を連れて行くなどの費用面の課題があります。資料の 7ペー

ジに「文化芸術公演等における子供や若い世代に対する料金等の優遇措置」という記載

はありますが、学校の発表会についても優遇措置を考えていただけたらと思います。 

     他にも古典芸能の部分で、6年生の国語の教科書で狂言が出てくるのですが、枚方市の
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小学校の場合は、香里の能楽堂に行ける小学校は行っております。しかしほとんどの学

校が CDで狂言を聞くだけです。参加するかしないかは各学校の判断になりますが、市の

有名な方をお呼びいただいて、子ども達が鑑賞できる機会を増やしていただけたらと思

います。また、お琴や雅楽も目の前で聞く機会があれば、学校の立場からは有り難いで

す。とにかく教科書に出てくる音楽や伝統芸能などを生で、目の前で目と耳を使って鑑

賞できる機会を作っていただくことが、学校側としまして望むことです。 

 

会 長：先ほどの 5ページのイメージ図を見ていただくと、学校鑑賞型の事業は横軸の内容にな

るかと思います。つまり、指定管理者が担う事業ではなく、市や教育委員会事業となり

ます。市としての取り組みであれば全校鑑賞が望ましいです。資料の 8ページに兵庫や

札幌、福井の例が記載されていますが、学校側の取り組みとして、どこまで取り組める

のかが課題になると思います。小中学生に対しての取り組みは 4通りありまして、1つは

学校ぐるみの鑑賞会を開催すること、それと関連してアウトリーチ事業として少数の音

楽家が子どもの目の前で授業をします。これはクラシック音楽に限らず、美術も含めて

学校に出向いて実施します。3つ目として、指定管理者の業務として有料の公演を親子で

鑑賞できるように、春休みや夏休みに開催します。イメージとして大阪フィルのファミ

リーコンサートのようなもので学生には優遇価格を設定することです。有料でも子ども

が体験しやすい形にすることが良いです。4つ目は大國委員からご意見いただきました小

中学生の発表会を新しい施設でどのように形成していくか、概ね 4つの方法があると思

います。それぞれで実現していく必要がありますが、先進事例のように学年の違いがあ

り、札幌と浜松、福井が小学生を対象に実施しています。小学 4年・5年は一番感受性が

切り替わる豊かな時期ですので、この学年に多いのかもしれません。兵庫の場合、この

学年の時期に別の鑑賞事業を入れていますので、中学にしています。どの学年が一番良

いのでしょうか。 

 

委 員：小学校高学年です。 

 

会 長：4年生はいかがでしょうか。 

 

委 員：早いと思います。しかし、教科書に出てくる曲が校内放送で流れると子どもは反応しま

す。知っている曲が目の前で演奏されると、反応が違います。いろいろな曲を知っても

らうためにも 4年～6年で鑑賞事業をするのが良いと思います。 

 

会 長：現在枚方市は 1学年 3,000人～4,000人くらいですか。同学年の人数として、例えば 6年

生でしたら、それくらいですか。 

 

事務局：そうです。 

 

会 長：新しい劇場の規模が約 1,500人なので、2回では収まらないですが、3回やれば全校生が

参加できます。午前・午後の 2日間でできますね。 
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事務局：市としては、来年度に中学 1年生を対象に兵庫県立芸術文化センターで実施されている

ようなオーケストラ鑑賞会を開催するために、市内の中学校に募集を投げております。

我々の目標としましては、全学校に参加していただきたいのですが、来年度は関西外国

語大学の講堂をお借りして実施することから、交通アクセスのことなど問題があり、希

望制で実施いたします。小学校はアウトリーチ事業で、芸術家が学校に出向いて 5・6年

生を対象に実施しております。若い世代を対象に実施したほうがよいということも踏ま

えまして、小学校ではアウトリーチ事業を行っている一方で中学生を対象にした事業が

ないことから、兵庫県立芸術文化センターの事業に倣う形で、中学 1年生を対象にオー

ケストラ鑑賞事業を予定しています。こちらが想定していた以上の学校に参加を表明い

ただいているのですが、交通事情の関係でバスの手配が難しくそのあたりを今後詰めて

いかなければなりません。 

 

会 長：アウトリーチ事業の人材はどうされるのですか。 

 

事務局：現在はプロの楽団員を派遣しているのですが、来年度以降は、枚方市にゆかりのある若

手芸術家の方に学校に行っていただく予定です。若手芸術家の演奏が子どもたちに良い

影響を与えるのはもちろんのこと演奏家の方も子ども達の表情等を見ていただくことに

よって、文化芸術への取り組み姿勢が良い形につながるのではないかと考えています。

そういうことから若手芸術家を募集し、アウトリーチ事業への参加や事業者や市民から

の問い合わせに対してご紹介させていただくためのアーティストバンクの設立につい

て、中川委員と協議しているところです。 

 

会 長：中川委員はこの件に関して、ご意見ありますか。 

 

委 員：現在、内容について検討しているところで、どういう風に登録していただく演奏家を選

ぶのかが難しいところです。どなたでも良いというわけでなく、先ほど質の高い演奏と

いう話がありましたが、若手でも実力のある人たちに登録していただきたいと思います。

オーディションをするわけにはいかないので、どのようにすればよいのか考えていると

ころです。コンクールの受賞歴を必須とすれば、なかなか集まらなくなります。 

 

会 長：若い世代への事業の取り組みは大事なことですが、短期間に答えが出るものではありま

せん。私の経験から言いましても、兵庫県立芸術文化センターでも開館以来 12年間、わ

くわくオーケストラ教室で全中学生にクラシック音楽を体験してもらっています。私は

今、大学でアートマネジメントを教えているのですが、阪神間の大学の学生は、半数以

上が中学生の時に兵庫県立芸術文化センターに来たことがあるのです。一度来て終わり

という子もいますが、それで興味を持って音楽以外に演劇を見に劇場に来て、劇場を知

り、生の公演の面白さを体験することで興味を持ってくれています。長い目線で言うと、

つながってくると思います。今、兵庫県下では、新成人から少なくとも 22歳くらいまで

は、公立だけでなく私学の中学校もわくわくオーケストラ教室に参加しているので、ほ

とんどの学生は、一度は劇場で生の芸術に触れたことになります。兵庫県では、小学校

は国の地域創造の助成を受けた音楽活性化事業の一環でアウトリーチ事業を市の単位で
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実施し、中学になったら県の劇場に行く、そういう連携を劇場と学校で行っています。

一過的に考えず、長い目で考えることが大事だと思います。 

     他に学校鑑賞型事業についてご意見はありませんか。 

 

委 員：先ほど楽器を触りたいというご意見がありましたが、私たちも親子対象のコンサートを

枚方市内に限らずやっておりますが、楽器体験はこれから楽器をしたいシニアや主婦の

方を対象にしております。子どもも楽器体験に興味があるのでしょうか。 

 

委 員：あります。実際に体験してみたいという気持ちを子ども達は持っています。 

 

委 員：人数的に全員は無理ですが、私たちが実施しているコンサートでは体験したい方は事前

に予約していただくようにしており、演奏後に 1時間ほど体験コーナーを設けたりして

います。小さい子ども達が生の音楽に触れることで、クラシックに関わらず音楽に興味

を持って、将来音楽をやってみたいということにつながり、またコンサートに足を運ぶ

ことにもつながります。 

 

委 員：小さい頃にそういう体験をしていると、大きくなってからそれがきっかけになることは

よくあります。 

 

委 員：そうなれば、クラシック音楽の敷居も高くなくなります。小さい時に鑑賞会があったか

ら、今度は本格的な演奏を聞いてみたいと思っていただけたら嬉しいですね。長い目で

見ることになりますが。 

 

会 長：私どもの劇場の例で言いますと、5月 5日には必ず子どもの日のコンサートをします。こ

のステージで演奏されるのは、宮川彬良さんや枚方出身のチェロ奏者の近藤さんなどの

アンサンブル・ベガです。普通の演奏会は 45分前に開場するのですが、このコンサート

では 1時間半前に開場して、アマチュアのオケや学生オケの協力を得て、管楽器や弦楽

器や打楽器などを持ってきてもらって、ロビーに並べて子どもが触ることができる体験

教室をしています。とても人気で、コンサートよりもロビー体験を子ども達は楽しんで

います。大人は 2,000円で子どもは 1,000円か 800円にしています。親子料金にしてか

ら、人気公演になり、長蛇の列になります。特にトランペットやティンパニーは人気で

す。この取り組みは、劇場としても先々の効果に期待もしておりますし、この公演はご

両親だけでなく、おじいさん、おばあさんがお孫さんを連れてくるケースも多く、子ど

もさんが一生懸命トロンボーンを吹いていらっしゃるところをスマホで撮られていま

す。それが劇場にとって新たな出会いを生んでおり、そういう事業が枚方でもできれば

と思います。子どもの日は子ども向け事業が取り組みやすい日ですので、学校鑑賞会と

は別にそのようなことができたら良いです。宮川さんは、「子どもが自分のお小遣いで来

てくれたら最高ですね」と仰ってました。イメージ図で示したように縦横の取り組みが

大事です。 

 

委 員：先ほどアーティストバンクの話をされていましたが、枚方市内にはいろいろな活動をさ
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れている方がいらっしゃると思います。どんな方が何をされているのかが学校では分か

りません。最近、社会人活用ということで、出前授業で学校へ来ていただいて、教員の

代わりに授業をしていただくことが増えてきています。琴や音楽などの文化芸術に関し

て、誰にどうお尋ねしたらよいのか分かりませんので、人材バンクがあれば、例えばこ

ういうグループが琴をされている、このグループは雅楽をされていると分かりやすくな

ります。枚方市内にたくさんのアーティストがおられると思いますので、学校でアーテ

ィストバンクを活用できれば、地域と学校双方の活性化につながると考えます。 

 

事務局：アーティストバンクの事を耳にされた校長先生から、「我が小学校出身の若手の方はいな

いか」とお問い合わせをいただきました。若手の方は子どもたちにとって親近感があり、

卒業生がいたら是非ご紹介いただきたいとのことです。バンクについては本市の文化芸

術の裾野を広げるためにもいろいろな方に登録していただき、いろいろな形でご利用い

ただけたらと考えています。 

 

委 員：私たち校長は、異動によって住んでいる地域とは別の学校に行くので、その地域にどん

な方がいらっしゃるかが情報としてありません。 

 

委 員：それに関してですが、2月 16日（土）にメセナひらかた会館で早春コンサートが開催さ

れます。このコンサートでは、枚方市の小中学校出身の演奏家が出演され、毎年行われ

ていますので、是非観て下さい。 

 

会 長：では続きまして、9ページの社会包摂について、前回の会議で所委員からご意見いただき

ましたが、所委員いかがですか。 

 

委 員：5ページのイメージ図で館内事業のところでは、やはり環境的にも障害のあるなしに関わ

らず参加しやすいとか、子育て中の方でも参加しやすくし、毎回は難しいかもしれませ

んが、保育のサポートがあれば良いと思います。計画の中にもしっかり書かれています

が、鑑賞という意味でも、自分たちで直接できるという意味でも、参加しやすい事業の

展開を望みます。学校のところでも話が出ていましたが、館内だけでなく館内の事業と

連携したアウトリーチの活動なども福祉関係の施設と連携してできればと思います。 

     地域連携・広域発信事業に関わるところでは、元々枚方市では社会教育の事業で先進

的なことをされており、歴史的にもよく知られている地域です。私の専門は地域福祉の

分野で、枚方市では福祉審議会の地域福祉の部会長を務めております。45校の小学校区

全てで地域基盤としてコミュニティ協議会と校区福祉委員会という福祉活動の組織が活

動されていて、地域によって差はありますが、いろいろな地域で福祉活動が実施されて

います。いろいろな活動をしていく中で、文化芸術の活動を直接的あるいは間接的に活

用すれば、より豊かなものにつながると思います。そういう意味では、人材もそうです

が枚方市では分野を超えた連携が必要になってくるので、地域の関わりの中に文化芸術

を取り入れていくべきだと考えます。例えば、アーティストとは少し違うかもしれませ

んが、福祉や子どもの領域で音楽療法は有効です。奈良市では、地域の中に音楽療法の

方がいらっしゃって活動されており、そういう方の活用も必要となってくるので、アー
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ティストバンクで紹介するなどつなげていただけたらと思います。特に気になるところ

としては、社会包摂は文化芸術振興計画策定時に 9ページにあります可児市の文化創造

センターの事例を素晴らしいと感じて勉強させていただきました。障害があるから特別

にするのではなく、誰も孤立させないということを軸にいろいろな方が関われることを

大事にして事業を実施していただくようお願いしたいです。可児市の例は年間 400回以

上のプロジェクトというところにも圧倒されますが、特別を作らない、しかし誰もがい

ろいろな形で関われる事業展開をされている点を学んでいただきたいと思います。一方

で、先ほどの 5ページのイメージ図にもありますが、芸術関係の方の力はもちろん、普

段は芸術関係に関わっていない方、むしろ横軸の地域の街づくりや人とのつながり、い

きいきと生きるという視点で力を発揮されている方たちの声を吸い上げ、または活動か

ら学ばせていただくことも重要視した方が良いです。そういう点では、子育て中の方や

高齢者の方などの当事者の方、あるいはそれをサポートされている方、また事業者など

の声を聞いていただく事を事業展開や事業実施後の評価の際にしていただきたいです。 

     最後に、アウトサイダー芸術のような障害を持ちながらも表現の活動されている方が

いらっしゃって、関西では特に滋賀の近江八幡をはじめ、いろいろな福祉施設と連携し

て活動されています。枚方でも障害に焦点を当てたような鑑賞や取り組みをできればと

思います。 

 

会 長：指定管理者の要件の中にも共生社会に根ざすような活動を入れていくことも大事なポイ

ントです。市が説明責任を果たすためには、指定管理者が「これで良い」とすることに

ならないように、少なくとも市や市民が指定管理者を管理・監視する機能が大事になり

ます。 

     それでは、10ページからの内容について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

事務局：（枚方市総合文化芸術センターの運営について資料 2の 4. 市民の活動支援・裾野の拡大、

貸館事業等について、5. 専門的人材について説明） 

 

会 長：資料 11ページに枚方市文化国際財団の取り組みの記載がありますが、これは短期集中型

ではなく、それぞれがフェスティバルとしてされているのですか。 

 

事務局：それぞれ別々にされています。 

 

会 長：それを他市の事例にならって、短期集中で市民文化祭をいろいろなジャンルにわたって

されるということですか。 

 

事務局：そうです。 

 

会 長：この件について、中川委員ご意見ございますか。 

 

委 員：短期型の開催についてですか。 
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会 長：短期型でやろうということが基本方針に記載があります。 

 

委 員：短期型のほうがやりやすいのでしょうか。 

 

事務局：現在、吹奏楽フェスティバルであれば吹奏楽に興味がある方が参加されているという形

でありますが、例えば市民文化祭のような期間を設けると、ジャンルにこだわることな

く、総合文化芸術センターに行けば何かがやっている、そういうつながりができます。

つまり、期間を設けて集中的に開催することで、今まで興味がなかったジャンルの文化

芸術についても気軽にご参加いただける形になります。そういうことが裾野を広げるこ

とになり、市の文化芸術の振興を考えると効果的だと考えます。 

 

委 員：それは良い方法だと思います。 

 

会 長：今までの文化国際財団の場合は、それぞれのフェスティバルをバラバラの時期に実施し

ていたわけですが、新しい劇場ができることから短期集中で実施し、小川委員や畑委員

からもありました美術ギャラリーの活用も含めて検討した方が良いです。市民芸術祭と

して集中して実施することで、発信力を高めて、市民の意識も高めるという点では、こ

ういう考えも良いと思います。 

 

委 員：プログラムなどの冊子を作られるのですか。 

 

事務局：例えば、吹奏楽フェスティバルであれば吹奏楽協会の方としか打合せをしないというこ

とになっているのですが、市民文化祭という枠組みになってくると、いろいろなジャン

ルの方と事業を作り上げていくことになります。どれくらいの期間で、どれくらいの事

業内容にするのかはこれからの課題ですが、市の役割としては統一的なプログラムなど

広報関係の支援も可能だと考えます。 

 

会 長：市民ボランティアの参画もありますか。 

 

事務局：はい。枚方市総合文化芸術センターに何らかの形で携わっていきたいが、文化芸術活動

はされてない方も中にはいらっしゃいますので、市民文化祭という枠組みを作れば、い

ろいろな形でボランティアとして受け入れることが可能だと考えます。また、事業者の

方にも支援という形で、参画していただけますので、大きな枠組みの中で考えていきた

いです。 

 

委 員：新しいホールでの市民文化祭を中心に、枚方市駅周辺の小さなスペースでの催しも別プ

ログラムとして冊子に掲載していただけたらと思います。 

 

事務局：総合文化芸術センターの公演だけにこだわらず、市駅周辺という大きな枠組みの中で、

取り組むことも大切だと考えています。 
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委 員：そうすれば、文化芸術だけでなく、みなさんが回遊され、市駅周辺の活気が溢れると、

市の活性化にもつながります。 

 

会 長：これは指定管理者の請負事業ではなく、市としての取り組みになりますか。 

 

委 員：そうですね。 

 

会 長：中川委員からもご意見ありましたが、新しいセンターが中心になり、市全体で開催して

いくということですね。 

 

事務局：そういう方向に持っていきたいです。 

 

副会長：事業の名称はもう少し凝った方がよいと思います。一般的なものであると、全然アイデ

ンティティーが高まりません。市民が参加しただけにならないように、もう少し発信力

など工夫をして、とんがった枚方らしさが見える事業名にした方が良いです。発信力が

高まれば、他の所からも来ようかなと思いますし、市民が勝手に開催している事業と思

われない方が良いです。 

 

事務局：検討します。 

 

会 長：そうであれば組織作りが必要になってきますね。音楽方面だけでなく横断的な組織が必

要です。 

 

事務局：これは指定管理に任せる事業ではありませんので、地域と市とで横断的な活動を目指し

ていかなければなりません。もちろん舞台技術等については指定管理者の力も必要であ

りますが、市が中心となっていろいろな方にご協力いただきながら開催できればと考え

ています。 

 

会 長：吉冨委員や木村委員のそれぞれの立場からご協力を得ながら、いろいろな方から支持さ

れる格好いい名前を市民文化祭につけていただけたらよいかと思います。 

 

副会長：これは枚方だと分かるようなネーミングが良いと思います。 

 

会 長：日常的な事業も大切ですが、象徴的な事業があることで盛り上がると思います。吉冨委

員いかがでしょうか。 

 

委 員： 名は体を表すので、世界的に発信するような目標を定めて、そこに向けたネーミングを

決めて、わかりやすくキャッチを掴めるようなものにした方がよいです。 

 

副会長：「これは何かな」と思えるものが良いですね。 
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会 長：では最後に専門的人材について、指定管理者には単純に施設を運営するだけでなく、文

化を創っていけるような人材の提案を求めていこうということです。この件について、

皆様いかがでしょうか。 

 

委 員：施設長には、地域マネジメントの役割も入れておくべきかと思います。また、舞台芸術

や舞台技術は特殊な能力で、技術担当チーフには裏方を育成する概念や役割が必要と思

います。 

先ほど、小中学生の育成の話はありましたが、枚方の特長として高校生や大学生に対

して幅広い意味での裏方の文化芸術に触れて育成につなげるような新しい接点を作るこ

とも教育や育成の観点で必要だと思います。 

 

会 長：そうですね。市民の人材育成として新しい文化施設の管理者は必ずインターンシップを

受け入れ、現場を体験する機会を設けることは重要です。また、市民のボランティアス

タッフが市民芸術祭に参加してもらえるような仕組みやそれに向けた人材育成が大切だ

と思います。 

 

委 員：地域マネジメントや教育育成の観点は当然市においても必要ですが、指定管理者側にも

求めていくべきだと思います。専門分野だけすればよいというわけではなく、市民の育

成や楽しんでもらうことがメインにあるので、指定管理者にしっかり伝わるように役割

を明記しておいた方がよいです。育成の視点を持てば、すごい技術を持つ担当チーフが

来るよりも、すごく教えることが上手いチーフが来たほうが意義深いかもしれません。 

 

副会長：裏方をしたい人はたくさんいると思いますので、その方々を発掘して育てたらすごく面

白いです。 

 

会 長：ありがとうございました。時間となりましたので、ここで案件審議を終了させていただ

きます。事務局でここまでの意見を次回までにまとめていただき提示をお願いします。 

今回の会議で出た意見を元に事務局で答申のたたき台を作っていただき、次回に具体

的に追加する項目などの議論をしていきます。 

では、論点を皆様整理していただき、次回議論したいと思います。 

     これをもちまして、第 2回枚方市文化芸術振興審議会を閉会いたします。 

 

 

 


