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別紙標準様式（第７条関係） 

会 議 録 

会 議 の 名 称 第 3回枚方市文化芸術振興審議会 

開 催 日 時 令和元年 5月 17日（金曜日） 
午後  2時から 

午後  4時 45分まで 

開 催 場 所 別館 4階 特別会議室 

出 席 者 

委員 10名中 9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、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 木村容千委員 

案  件  名 

(1)「枚方市文化芸術振興計画を踏まえた拠点施設の運営について」 

  答申案について 

  (2)その他 

提出された資料等の 

名 称 

 

資料 1   枚方市文化芸術振興計画を踏まえた拠点施設の 

運営について（答申）案 

資料 2   第 2回枚方市文化芸術振興審議会での主な意見 

 

決 定 事 項 

 

□ 第 2回枚方市文化芸術振興審議会での主な意見を確認した。 

□ 枚方市文化芸術振興計画を踏まえた拠点施設の運営について 

（答申）案の内容を確認した。 

 

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 3 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：委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、ご出席いただきまして誠にありがとうご

ざいます。 

本日の出席委員でございますが、10名中 9名ご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。 

次に本日配付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) 

以上、資料に不足などはございませんでしょうか。 

 

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、2021 年度のオリンピックイヤーの次の年に、開館予定の枚方市総合文化芸術セ

ンターを単なる施設にするのでなく、市民の文化活動の拠点施設にするにはどのような

仕組みが必要かということについて、指定管理者制度のこともお話ししつつ、また指定

管理が中心となって実施していく事業のあり方、そして学校園との連携等、それから世

の中全体の中での共生社会とか社会包摂の問題、さまざまなテーマを各専門の委員の方

からご意見をいただきながら進めさせていただきました。 

     今回は、前回出された意見をまとめ、事務局が答申案を作成したそうです。まず、た

たき台ということなので、3つほどに分けて、事務局から説明をいただいて、皆さん方の

それぞれの立場から、新たな意見や、少し主旨が違っているなど、色々なご意見がある

と思いますので、頂戴したいと思います。 

    では早速、事務局から説明を始めていただきたいと思います。 

 

事務局：（資料 1 枚方市文化芸術振興計画を踏まえた拠点施設の運営について（答申）案の「は

じめに」から「2.計画を踏まえた拠点施設の運営について（1）「館内事業」と「地域連

携・広域発信事業」」について説明） 

     なお、答申案の元となりました委員の皆様のご意見については、資料に「第 2 回枚方

市文化芸術振興審議会での主な意見」としてまとめておりますので、審議の中でご確認

いただけたらと思います。 

 

会 長：まず１ページの「はじめに」について、これは今までの経緯がいろいろ書かれていまし

て、今に至る道筋として、枚方市文化芸術振興条例があり、その条例に基づく第 1 回目
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の枚方市文化芸術振興審議会の中で定めた枚方市文化芸術振興計画に、枚方のまち全体

の文化振興計画が書かれている中で、新しい文化芸術センターの作業が進んでおり、そ

こにフォーカスして第 2 回目の審議会を行っていることと、施設の運営に関して、運営

に当たる指定管理者に任せるのではなくて、みんなでやろうねという意味合いが、「はじ

めに」の後段に書かれています。機構的な言葉のことも含めてご意見がありましたら、

どうぞ仰ってください。 

     副会長も前回の審議会から関わっておられますが、「はじめに」のところで問題はない

ですか。 

 

副会長：後半にある 2．（2）「市民の活動支援」の内容にも関わってきますが、文化芸術に関わる

人だけでなく、関係のない人まで巻き込むような文言が入らないでしょうか。逆に、「セ

ンター」に参加することによって目覚めていくとか、役割があるから元気になれるとか。

後段にはボランティアの話が出てきますので、文化芸術が好きな人だけでなく、「センタ

ー」が駅前にあり、対象を広げていける拠点になり得ると思うので、広がりがイメージ

できるような言葉が入ったら、ふだんあまり文化芸術に関わりのない方も参加しやすい

のではないかと思います。 

 

会 長：「はじめに」の方ですか、それとも、「1.現状と課題」の方ですか。 

 

副会長：大きな話として「はじめに」に入れて良いのではないでしょうか。参加しないと面白さ

がわからないし、これからは加わって、関わっていくということがとても大事だと思い

ます。施設を行政が勝手につくったと思われると、かなりダメージがあって、みんなで

つくったものだという意識をどのように持ってもらえるかが大事なので、そういうふう

にうまくプラスに感じ取っていただけるような言葉があったら良いのではないかと思い

ます。 

 

事務局：新しくセンターができることで、今まで文化芸術に興味がなかった方や、携わったこと

がなかった方も巻き込めるような表現を入れたいと思います。 

 

会 長：下から 2 行目がくくりになっていますが、その前に新しい総合文化芸術センターだけが

中心になるわけではなく、センターが新しく建つことを 1 つの機会にして、より文化芸

術の力でまちを元気にしていこうというような意味のことを、この締めくくりの前に入

れてはどうでしょうか。 

 

副会長：市民という対象をもう少し広く、文化芸術にいそしんでいる市民だけでなく、より広い

たくさんの方に参加してもらうとか、そういうふうにしたほうが受け取る側もいいので

はないかなと思います。 

 

会 長：市民というのは、つまり文化芸術を鑑賞に来る市民、それからホールを借りてそこで発

表する市民だけではなく、広く一般の市民全体が枚方の文化芸術に関心を持って、より

みんなで一緒に元気になっていけるような、例えば、いわゆるオプション価値のような、
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自分は行かなくても自分の息子が行って、楽しんでいるからあのセンターは必要だとか、

枚方の文化度は上がっているとか、広がりが見えるような何か、そのような書き方にな

るのではないでしょうか。 

 

副会長：そうですね。 

 

会 長：少し事務局の方で研究してみてください。 

 

事務局：次回の最終案のときに案を作りまして、ご相談させていただけたらと思います。 

 

副会長：よろしくお願いします。 

 

会 長：ページ見開きになっておりまして、「はじめに」があって、「現況と課題」、この現状に関

しては、前回に私のほうからもお話しして、管理者制度の話ということなのですが。 

 

委 員：最初に劇場法で始まるのが少し唐突な感じがします。演劇や音楽などの活動だけを行う

のかと「現況を課題」を読んで思ってしまうのですが、ギャラリーなどもあるので、セ

ンターがそもそも 2 段落目の「市の玄関口」にあり、どのような活動をするかなど、最

初に少し定義のようなものがあれば全体像が最初に入ってくると思います。 

 

会 長：2段落目の「さらに」からの 4行を前段に出してくるということですね。 

 

委 員：基本方針とか、最初の「はじめに」のところで定義が入っていますが、そこには鍵括弧

がついていて、2 ページ目からは鍵括弧が取れています。「市は、基本方針において」と

ありますが、これは市の基本方針ではなくて、施設運営についての基本方針であると、

文章を読み返せばわかるのですが、鍵括弧があればより特別な意味を持つことが、全体

を通していえばわかるのではないかと思いました。 

 

会 長：「はじめに」のところで、以下、「何々とする」という箇所ですね。 

 

委 員：鍵括弧があれば、特別な意味を持つことがわかると思います。 

 

会 長：そうですね。一般名詞ではなく、定義しているものであると。 

 

事務局：以下省略している分については、鍵括弧がつけたほうがいいということですね。 

 

委 員：つけたほうが読みやすいのではないかと思いました。 

 

会 長：鍵括弧でいいますと、2ページの真ん中のところの公の施設が鍵括弧で書いている。これ

は、地方自治法にその言葉が出てくるから、これは法律用語であるという意味で鍵括弧

です。地方自治法における公の施設というのは、指定管理にしても良いと書いてあり、
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指定管理にしなさいとは書いてないのですが、導入率が上がってきており、その中で鍵

括弧にしているということなのですが、美術関係は個別法がありますから、博物館法の

方が優先するとか、図書館は図書館法を優先するという中で、指定管理者制度の導入率

がとても低く、それはとても意味のあることだと思うのですが、劇場に関しては 58.5％

となっています。ただ、小さいまちの場合、誰かが指定管理を行うとか、行政が主たる

出資者で財団をつくるほどの規模でもないので直営で行っているところが多く、私が知

っているところは、兵庫県下で人口 5 万人以下のまちの規模で、数百席のホールがある

ようなところは指定管理を行っていません。しかし、地方自治法における公の施設の中

には、例えば運動公園やプールや道路も実は公の施設ですが、これは直営で行ったり、

公の指定管理者が行ったりするよりも、民間を入れた方が色々とノウハウがあるぞとい

うことなので、劇場、音楽堂というのは、ここで前のくだりが生きてきて、単純に貸し

ていく場所ではない。全国には 1,800 ぐらいの劇場、音楽堂が公立の施設であるのです

が、残念ながら貸施設が中心になってしまっているところが多く、そのようなところの

指定管理者を見ると結構民間が入っているところが多いです。枚方にはそうなってほし

くはないのですが、残念ながら市が主たる出資者である文化国際財団が、劇場に関して

の管理運営のノウハウというのがもともとなかったので、解散して民間の指定管理者を

公募するというのが前提であることが書かれています。そのことを踏まえて次のページ

へ進みましょう。 

    このページに関しては、よろしいですか。 

     また何かありましたら、ご意見を頂戴しますが、そういうことを踏まえて、拠点施設

の運営について議論を進めたいと思います。指定管理者は入札で、安いところに決まる

ということではなく、プロポーザル型というのですが、仕様書に基づいて企画提案型の

コンペのようなことを実施し、選定委員会で選ぶことが多く、選ばれたものが議会で承

認を受けて指定管理者となりますが、その指定管理者にだけ任せてしまうわけではなく

て、その文化芸術拠点を中心にどんなことをやっていくのかということで、この優れた

ポンチ絵ですけど、こういう形で館内事業だけでなく、それを中心にしながら、地域連

携や広域発信、地域連携というのは劇場を中心にしながら、市駅を中心に枚方全体がど

んなふうにより活性化していくかという、その 1つの要になっていこうという意味です。

それから、広域発信型事業というのは、枚方にとどまらず、京阪沿線だけにもとどまら

ず、発信できるようなものも何かできないかというのがこの広域発信です。そうすると、

このポンチ絵がすごく生きてくるのは、館内事業に関してはこの後も出てくるのですが、

いろいろな意見の中で指定管理者を選び、主にそこに実施させていく、その管理や監視

は市、市民が行っていくのですが、下のほうに関しては、単純に指定管理の業務になじ

むものではないので、どのようなプラットホームが必要なのか、どんな事業をしていく

のが枚方らしいのかという議論になりますよというのがこのポンチ絵である、というよ

うなところがこの項目のまとめになってきていると思います。 

    副会長からこのポンチ絵の意見を頂戴しているのですが、いかがですか。 

 

副会長：他市の施設でこういう枠組がきちんと実現しているのかというのは、少し不安に思って

います。切り分けがなかなか難しいので、概念としてはこのようなものが良いと思いま

すけど、それがどこまで実現性があるかというところで、ほかの事例などがないかとは
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少し思っていました。 

 

会 長：他の事例は、具体に後ろに出てきます。 

 

委 員：他市ですね。こういう指定管理の場合、この箱の中のことをやりなさいということが普

通になりますよね。 

 

事務局：指定管理業務は、館内業務のような位置づけになり、いわゆる地域連携、広域発信とい

うのは、指定管理者の業務という位置づけではできないことであって、市とか事業者と

かと連携し合ってつくっていくことになります。それは、いわゆる市民の文化芸術活動

にもつながることであって、いわゆる指定管理者任せにしないような形での運営を突出

して行っているところというのはなかなか難しいかもしれませんが、枚方市としては財

団がなくなるということもございますので、その辺のところはしっかり市として担って

いきたいという思いも踏まえています。 

 

副会長：宣言としては大変良いですね。市もやりますよって言っているわけですし。 

 

委 員：逆の言い方をすると、指定管理者側からすると、館外に出られないです。例えばここに

できるセンターに関して、駅前で広報活動をしたいが、指定管理業務の中に入ってない

ので、指定管理者としてではなく、一民間事業者として外へ出て行くことになります。

自分たちが儲けるためという言い方は変ですが、集客を得るために自らが出なきゃいけ

ない、しかし出られないというのが現実だと思います。だから、逆に連携という言葉の

中で、駅前の公共施設の中で広報活動やイベントを行えるように緩和するということで

す。 

 

副会長：広げているわけですね。 

 

委 員：そうですね。 

 

副会長：そうとっていただければいいわけですね。 

 

委 員：そのように捉えてもらえるように文面のほうも、協力しなさいという話ではなくて。 

 

副会長：そうですね、そこは今、仰ったみたいに。 

 

委 員：表に出てきてほしいという話を、駅前の公園とかにもさらなるアウトリーチを仕掛けて

きてほしいという話をすることによって、彼らの広報活動を支援しますということを市

が言っていければ、動きやすくなるのかなという。 

 

会 長：そのくだりはこの絵の中に含まれていながら、一番後ろのパラグラフにも書かれていて、

さらにそのもう少し具体的な部分が後のくだりに出てきて、何重にも書かれているので、
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一旦ここの前提の部分はこれでいいのではないかと私は思います。最後のパラグラフの

オリジナル事業や広場を活用した事業などで、そのプラットホームを組織委員会となっ

ていますが、指定管理者だけに任せるわけではないという、市民も市内の事業者もみん

な寄って、あれだけの新しい劇場と広場、駅の両側にまたがる大きなエリアをどう広げ

ていこうかという前提で記載された部分です。各個別事業に関しては後述される前提で

あるということなので、もしよろしければ、また後のところでご意見いただくというこ

とでよろしいでしょうか。 

 

副会長：はい。 

 

会 長：一旦ここまでの部分は、後ほどご意見があればいただきますので、事務局のほうで次の

説明をお願いします。 

 

事務局：（2.計画を踏まえた拠点施設の運営について（2）「館内事業」（鑑賞）から（教育との連

携）について説明） 

 

会 長：館内事業は、基本は指定管理業務の中で行う部分が多くて、その中で市の役割なども書

き込まれているのですが、この答申案も含めて、指定管理者に対して何を望むか、どの

ような事業を市としてこの総合文化芸術センターで行っていくべきなのかというフレー

ム作りが必要です。そのフレームの中で指定管理者になりたい事業者が提案を書いて、

一番なじむ事業者を指定管理者に認定するということになるので、鑑賞型、創造発信型、

育成型という幾つかの項目に分けています。育成型の中には、単純に事業そのものだけ

でなくて、この総合文化芸術センターを中心にどのような形の事業展開をしていくかと

いうことも含まれていますが、微妙な部分もあるので、皆様方のご意見もいただきたい

と思います。まず、鑑賞型の事業は、今まで旧市民会館では、施設の老朽化も含めて、

予算の問題もあり、あまり行われていませんでした。音楽にしても演劇にしても古典芸

能にしても、枚方は便利なまちですから、興味の幅の広い方は、大阪市内へ行くのも早

いし、京都へ行って鑑賞することもできます。ちょっと行ってみたいけれども大阪や京

都まで行くのもどうだろうか、だけどもやっぱり何か良いお芝居を見たいよねとか、音

楽を子どもにも聴かせたいよねとか、今まであまり機会がなかったけれども、この機会

に古典芸能を鑑賞したいという市民の潜在ニーズってとても多いわけです。残念ながら、

旧市民会館でそのようなことをあまりできていなかったので、市にもしっかりと予算を

つけてもらわないといけない部分ではあるのですが、普及型というか、幅広く裾野を広

げていく鑑賞型の事業が必要です。1つの例で言いますと、この間、大阪フィルの演奏会

が旧市民会館でできないので、大阪歯科大学の講堂でありました。この前もちょっと触

れたかもしれませんが、2,000円の入場料だったのですが、私はクラシック音楽の仕事が

長いのですが、一般市民にとっては 2,000 円って決して安い入場料じゃありません。音

楽会に行き慣れている人にとったら 2,000 円は安いのですが、楠葉で、専門劇場でない

大学の講堂の中で大阪フィルがやる、大阪フィルは大阪一のオーケストラですけれども、

2,000円の入場料で売り切れたということは、ここから京阪電車に乗ると、大阪フィルが

定期演奏会をしているフェスティバルホールあるわけですが、そこまで行かないけれど
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も、自分のまちであれば聴いてみたいなという方があれだけいらっしゃったというのは、

私も行きましたけれども、大変な出来事だったなという実感はあります。よく言う敷居

を低くするという言い方がありますけれど、入場料だけでなくて、気軽さとか行きやす

さということ、さらに広報活動も含めて作り上げていけば、鑑賞型の事業をこのまちで

も広げていくことができるのではないかなと。 

     指定管理者が市の事業として、指定管理者の自主事業として、どこまでのものを考え

るのかというのは、これは難しいところです。まちによっては、私は兵庫県の県立の幾

つかの劇場で運営委員とか理事を担っていますが、神戸あたりからはるかに離れていて、

人口が数万人しかない小さな地方自治体の中のホールの場合は、まちまでも出ていけな

いというような環境の中で、いろいろな事業を取り上げる中で、ポップス系のものとか

演歌みたいなものを取り上げている劇場もなくはないです。なくはないですが、枚方の

人口規模 1,500 席という、小さくはない大劇場ができるというキャパシティーからする

と、娯楽型の収益になじみそうな民間事業は貸館の中で民間に任せて、利用料収入を上

げて、このまちの文化度とか芸術度を高めていくようなものを中心に行えばどうかとい

うのが、大方の皆さん方の意見になろうということを吸収して、このような言い方をし

ています。この言い方をもっと変えた方がいいよというのがあったらどんどんご意見を

仰っていただきたいと思いますが、幅広く、今の大阪フィルのように、大阪まで出て行

かないが音楽を聴きたいという方とか、今までこのまちで行われていなかったから観る

ことができなかったが観てみたいとか、演劇でもとても商業性の高い演劇というのは、

梅田まで行けば見られるわけです。しかし、このまちでないとなかなか広がらないよう

な演劇作品とか、そのようなもので出かける機会があってもいいのかなと。 

     それだけではなく、舞台芸術の創造ということは、このまちの持っている文化度の高

みのほうですよね、振興という言葉がここで出てきていますので、劇場には文化芸術を

振興する役割、つまり振るい興していくという意味ですよね。だから、単純に鑑賞型の

事業をただ買ってくるだけでなく、枚方ではこういうことができますよというような、

そういう創造活動もやっていこうよということが 2つ目のパラグラフで、3つ目は、その

中で枚方らしさということで、美術方面も含めてですが、せっかくの施設を中心にして

いきながら、若手の登用とか、発表する機会の拡大などができないのかということで育

成という、この 3つのくだりになっています。 

    教育のほうは少し置いて、後で議論したいと思うのですが、この 3 つに関して、皆さん

方からかなりいろいろな意見もいただいた中でまとまってきているのですが、何かこれ

に書き加えたり、書き換えたりというご意見がありましたら、どうぞご自由におっしゃ

ってください。特に鑑賞とか創造とかいう部分は、それぞれ皆さん方の思いがあると思

うので、もしありましたらどんどんおっしゃってください。 

 

委 員：さきほど会長がおっしゃられた部分で、収益になじまないものに幅広く取り組むべきと

いう言葉や、市がやるべきとか、否定的に入ってしまっているから、何を期待して、何

をしたら良いのか、言葉として聞きにくいです。 

 

会 長：そうですね。ここの場所は難しいですよね。 
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委 員：1度切ればどうですか。公共施設の役割として市民が身近に文化芸術に触れる機会を創出

することが求められると、1度そこで切って、そうすれば、この施設はそれにどう取り組

むかと言ったら、事業者だけでは無理だから協力して行うとか、逆に、ほかの補助金な

どを確保するというのも 1つの方法かもしれないと思います。 

 

会 長：国の補助金とかね、市だけではなくてね。 

 

副会長：そのようなことも含めて、いろいろ工夫して、協力し合ってやらなければいけないとい

うふうに書いたほうがすっきりします。 

 

会 長：少しここの文章はすっきりしてないですよね。 

 

副会長：文章がとても長くなっているのです。 

 

会 長：入場料収入で採算を得ることが難しい事業ばかりではないので、正確に表現することが

難しいですね。指定管理者の主催事業でも、例えば 2,000 円で 1,500 席分を売り切った

ら、300万円が収入として入ります。兵庫県立芸術文化センターでも、普及型の事業で収

支をとっている事業は割りと多いです。後でも出てきますけど、500円のワンコインコン

サートを実施していますが、500円という入場料はとても安く感じられますが、若手の演

奏家のギャラはとても安いので、案外実質の経費は持ち出していなかったりします。た

だ、大ホールを満席にすればという前提ですけれども。 

 

委 員：だから、採算を得ることになじまないという言葉ですね。採算を得ること自体を否定す

るのではなくて。 

 

会 長：採算を得ることを目的にするわけでは当然ないですからね。 

 

委 員：採算を得ることになじまないということだろうなという。採算をとることが難しいとい

う言葉です。 

 

事務局：この文章が長かったと思いますので、先ほど副会長からご意見があったところで 1 度切

らせてもらい、否定的な文言を修正します。 

 

委 員：意図的には全然問題ないです。 

 

会 長：実際のところ、演歌とかポップスなども市民が聴きたいから、自主事業で行った方が良

いという意見も地方都市へ行けば行くほど割と出ます。そのような観点からのご意見は、

特段この委員会ではないですか。旧市民会館でも演歌ショーなども行われていますが、い

わゆる民間事業者が借りて実施されているのですか。 

 

事務局：演歌公演は紅白出場歌手などが、地方公演で旧市民会館を利用いただいている実態があ
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り、市や財団の自主事業として行わなくてもプロモーターの方で行っていただいている

ので、基本的に今まで自主事業で演歌公演は行っていません。以前にプロモーターの方

とお話ししましたが、特急停車駅で駅から 5 分の立地というのは、とても魅力的である

とお聞きしております。たぶん、新しい施設ができても演歌事業については、プロモー

ターの方が貸館事業ということでお借りいただいて、やっていただけるのかなという部

分を踏まえまして、あえて文言にはポップスとか演歌という内容は入れませんでした。 

 

会 長：実際に自主事業をしっかり実施していこうという反面、指定管理者としても市としても

利用料収入を上げていかないと、施設維持管理料が出でこないのです。そのような意味

で市民利用、市民のアマチュア団体の利用に関しては、やはり料金区分を分けてやるべ

きです。ただ、市民が借りる場合というような条件をつけた場合、実際には市外団体で

すが、1人だけ市民の人が申し込むような裏技を使う人などが、今スポーツ施設でも問題

になっています。だから、私どもの例で言いますと、入場料金で大体区別していて、3,000

円以下の入場料の場合は施設利用料が安く設定すると普通そういう入場料となるのはア

マチュア団体の方が多いのではということになります。プロの人が営利目的で借りる場

合と、市民が利用する場合というのは、当然分けるべきだと思うのですね。だからそう

いう意味では、いわゆる娯楽系の音楽、演歌、ポップス、そのようなものは貸す方に回

して、市民が本当に超高級なものでなくても、入りやすいものでもいいと思いますが、

鑑賞したいものに関してこの鑑賞型の事業に入れるとか、そのような仕組みという解釈

で、この文章をもう少し整え直してもらいましょうか。 

    それと 2 つ目ですが、これは例としてシティオペラが挙がっていますが、シティオペラ

も続けられたら続けたいという意味ですか。 

 

事務局：今年度は文化庁の補助金を獲得できまして、シティオペラはそのプログラムの 1つです。

今まで過去 3回、力を入れて実施してきましたが、現在は大ホールがございませんので、

大阪歯科大学の方で来年の 2 月にガラコンサートのようなものを計画しています。やは

り市民とともに作り上げていく事業というのも大切な事業の 1つだと思っておりますし、

文化庁に補助金を申請するに当たっても、ここのところは強く申し入れさせていただい

た上で、事業全体ではありますが補助金を獲得することができましたので、この取り組

みは今後も、何らかの形では続けていきたいと思っております。 

 

会 長：ここのところは良いのですが、指定管理者の業務に含ませていますが、放っておくと指

定管理者は行いません。だから、市の側とか市民の側とかが意見を出せる機能のような

ものを持つ必要があります。民間の指定管理者は手間をかけずに公演回数を増やした方

が、楽だと考えており、鑑賞型のイメージで言うと、大阪府内の他市で先行して開館し

た劇場が、開館記念事業に関しては指定管理者がポップス系をどんどん入れました。集

客は確かにとれたのですが、やっぱりまちの文化芸術にこういうものが並んでいいのか

ということになり、次年度からはガラっと様子を変えて文化芸術の演奏会を実施したも

のの、最初の振り出しが悪かったので、お客さんになかなか来てもらえないような状況

が起きてしまいました。最初からここの劇場はこういうものだというアイデンティティ

をきちんと打ち出さないと、とりあえず人を集めておけば良いという企画をオープニン
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グで並べてしまうと、劇場はその後維持しにくくなるので、初めからコンセプトを打ち

出すことはとても大事であると思います。だから、この 2 つ目のくだりも指定管理者に

任せるだけでなく、市としてこのようなものをやっていきましょうね、という何か仕組

みみたいなものを作りながら、指定管理に任せるというよりも、指定管理者の仕様書の

中に書き込んでおく方がよろしいでしょう。もう少し何か書いても良いかもしれないで

すね。 

 

事務局：こどもミュージカルですが、もともと枚方の中で青年会議所とか PTA 劇とか演劇連絡会

が中心となって実行委員会を組織し、枚方まつりの一環としてミュージカルをスタート

して、子どもたちを公募して、5月ぐらいから夏までの間にみっちり練習をして、8月末

に公演を行っていました。子どもたちにその舞台をやったという感動をさせて、また次

というのをずっと続けてきたのですが、資金のことであるとか、やっぱり運営のことに

なって、徐々に徐々にか細くなってしまいました。その間、枚方市も子ども芸術育成支

援事業ということで補助金を出したりもしてきたのですが、運営側の問題で、今ちょっ

と実施ができていない現状があります。 

 

会 長：指定管理の業務の中に入れ込めないですよね。 

市が直接やるわけではなくて、市がある種の補助金とかを獲得しながら実行委員会型み

たいな格好であろうと思いますが、やはりそのようなことが行われていけるような可能

性のようなことを少しここに書き込んでおけばいいんじゃないかなと思います。 

 

事務局：承知しました。 

 

会 長：次の育成の部分も皆さん方からいろいろいただいた意見、これは音楽方面と美術方面と

両方の部分にまたがっておりますが、まず美術方面に関しては、いかがですか。 

 

委 員：育成のところで気になったのが、センターで行う美術施策の学芸業務については、主に

市が担うこととされるという部分です。私が言っているような若手芸術家のキャリアア

ップにつながるような企画の実施などは、市の学芸業務の方が主にされるということで

合っていますか。 

 

事務局：基本的には、市で企画してという形になるかと思います。 

 

委 員：学芸業務に当たる方が若手芸術家のキャリアアップにつながるような企画はどのような

ものがいいのかとか、知識とか勉強というか、その分野に精通している方が仕事に当た

ってほしいという思いがあります。また、そのような企画を実施する際に、広告なども

大事になると思うのですが、広告の仕方とか、ポスターのデザインであるとか、そうい

う専門的なこともわかるような方がいる方がいろんな人の目に留まりやすいのではない

かなと思うので、そのような人材を期待したいと思っています。 

 

事務局：美術ギャラリーは、市民の発表の場として、現在の市民ギャラリーの後継施設です。そ
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の中で、このような企画を指定管理業務の中の一環とすると学芸員の配置が必要ですが、

通年で色々な企画展をするような施設ではございません。今の市民ギャラリーも市民の

方の発表の場を中心に、時々に市の企画展を入れさせていただいているような状況でご

ざいます。我々も今回、今の市民ギャラリーの 1.5 倍の大きさになるということも踏ま

えまして、大規模な企画展も可能になってくると思っているのですが、指定管理業務の

中に入れるのではなくて、市の企画展として位置づける中で行っていくほうが良いと考

えておりますので、市の学芸員についても、専門的な人材が配置できるよう努力してい

きたいと思っております。 

 

会 長：音楽に関して、いかがですか。 

 

委 員：枚方で活躍できる仕組みづくりは難しいですね。アーティストバンクについても、既に

枚方の演奏団体に所属している方が重複して登録することの方が多いような気がします

ので、もっと新しい若手芸術家を呼び込むという形はどうでしょうか。 

 

事務局：今年度から始めていく事業なので、まずはきっちりとした形で実績を作っていく中で、

広報等で周知、報告をしながら、新しい人材に登録していただきたいと考えております。

この 3 月からアーティストバンクを開始しまして、現在のとこと、登録は 4 組で、まだ

手続き中の方を含めて 9組ぐらいです。 

今後、小学校のアウトリーチ事業や若手芸術家支援事業として公演等を行い、きっちり

基礎を固めた中で、新しい人脈というものも作っていきたいと思っております。 

 

会 長：その趣旨として、アーティストバンクに登録し、アウトリーチ型の事業を実施して広が

りを生むというその内容を書き込むのはいいのですが、今度の総合文化芸術センターと

どう関わりが出てくるのかということです。劇場側からの立場で言うと、小ホールとい

うものはリサイタルに向いているホールであるので、市内で活動されている芸術家の方

には、できれば借りて発表会をやっていただきたいという思いもあるので、全部無料に

はできません。また市民の文化芸術の発表の場でもあり、貸館利用料に関してはプロが

借りるより大幅に安くするので、借りてもらいたいというところもある。だから、アー

ティストバンクの個人ではなくて、年に一度、後で出てくる市民芸術祭の中で、アーテ

ィストバンク登録の人たちの発表の場、1人が 2時間リサイタルするのではなくて、登録

アーティストによるフェスティバルみたいなものとか、何かそういう具体的なものが 1

つあって、それを励みに、ふだんは子どもたちと一緒に接するとか、いろいろな施設へ

行って直接そこで行うようなアウトリーチに参画していただくような、そのような組み

立てが必要ではないでしょうか。 

 

委 員：私もそう思います。やはりアウトリーチ的な活動が条件という形にはなりますが、そう

いう活動をしていただけるアーティストには、この新施設での発表の場も得られるとい

う、組み立ては魅力です。 

 

会 長：技術レベルについてオーディションをすることも一つの手ですけれども、オーディショ
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ンというハードルを作ってしまわない方が良いのかなという気もします。何かその辺の

工夫をして、ただし、ある一定レベル以上の人たちにアーティストバンクに登録しても

らわないと、鑑賞の機会の拡大にはならないかな。少し難しいところですね。 

 

委 員：会長が仰ったように、一つのフェスティバルの中での演奏会が良いかもしれません。普

段は貸館の申し込みも結構いっぱいになることですし、そういう会場を押さえてしまう

とあまり収益のない事業の回数を重ねられないと思いますので、年 1 回の何かそういう

場でも十分だと思います。 

 

事務局：総合文化芸術センターでの発表の場については、何らかの形でできるようには考えてお

りますので、その辺を文言でどう反映させていくか検討します。 

 

委 員：仕組みづくりが難しいですね。 

 

会 長：ここはこうしておいて、後のくだりで市民芸術祭のような話も出てきますので、そこら

辺をもう少し膨らませてみますか。 

 

委 員：そうですね。 

 

副会長：鑑賞の方は音楽を中心に書いてありましたけど、実は演劇ファンも最近とても増えてい

て、兵庫県立芸術文化センターでもすごく人が入っていますよね。例えば大阪府なんか

でも芸術鑑賞チケットのようなものを出したりしていますけど、それに当たって行くと

面白さを実感できるような、そのようなものも運営の鑑賞の方で入れたらいいのではな

いかと思っています。1回体験してみないことには、面白さは全然わかりません。ですか

ら、新しいセンターに興味を持つ人が多いので、トライアルの機会をという文章を鑑賞

の方に入れていただいた方が良いかもしれないですね。 

 

会 長：なるほど。 

 

委 員：トライアルはアーティストの方ではなくて鑑賞の内容ですよね。 

 

副会長：そうです、愛好者を増やすということなので。 

 

会 長：古典芸能も、食わず嫌いという言い方は失礼かもしれないけど、若い人たちって観た機

会がないのでなじまないですよね。何かそういう機会が生まれるようなフォローか何か

あれば良いと思います。 

 

副会長：近くですると行きやすいじゃないですか。遠くに行くのはとても大変だけど、近くだか

らこそ行けるというようなところ、誘導的な価格設定にするとか、全員でなくて良いの

ですが、そのようなチケットが毎回何枚か出て、申し込みをしておけば当たるとか。や

はり 1度行ってみるということが大事だと思います。 
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会 長：ここら辺は、指定管理者の能力の問題になってきます。 

 

副会長：そうですね。 

 

会 長：そういう能力のある指定管理者を選定していくということでしょうね。 

 

委 員：寄席とか満員ですよね。 

 

副会長：そうですよ。ライブは魅力的です。1回行き出すと面白くなります。 

 

会 長：兵庫県立芸術文化センターでも月に 1 度 800 席の中ホールで落語を行っていますが、大

体いつも満員になります。意外に年齢層がとても高い人ではなく、40 代ぐらいの男性が

多いです。 

 

副会長：最近、落語は流行ですからね。 

 

会 長：そうです、比較的若めの男性層に人気です。 

 

副会長：深夜の漫画で流行り出したそうです。 

 

会 長：鑑賞のところにそのような新しいジャンルへチャレンジできるような機会が広げられる

ような工夫をするということでいいでしょうか。 

 

副会長：そういうものが色々入ると良いですよね。 

 

事務局：鑑賞の方に回させていただいて、表現を考えさせていただきます。 

 

副会長：もう少し全体が広がるような感じでね。 

 

委 員：先程のフェスティバルの話は、後で出るお話かとは思うのですが、この若手登竜門を枚

方でという話は、先程おっしゃっていたように、フェスティバルなんかで評価されて、

ショパンコンクールという大げさな話じゃないですが、評価をされることが登竜門の結

果のような気もするので、そのような位置づけのコンセプト、中途半端なものよりフェ

スティバル等できちんと評価されて、若手のその中で賞をもらえるみたいなものがあれ

ばいいと思います。 

 

事務局：機会を与えるだけではなくて、評価もきちんとしていこうといことでしょうか。 

 

委 員：評価をされないと、普通の人はそれが良いのか悪いのかもわからないです。 
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副会長：何か書けるといいですよね。 

 

委 員：どこの人で何とかの賞をもらった人というような。 

 

委 員：京都も京都芸術祭ってありますけど、あれはかなり大規模で、市内の幾つかのホールで

やっていますよね。 

 

委 員：そういう意味でのコンセプトにつながっていくと思います。 

 

委 員：そういうのは審査員がとても重要だと思います。おそらく応募するアーティストもどの

ような人が審査してくれて、この人から賞をもらえたとかいうことがキャリアアップに

つながるところがあるので、そういうところもわかって広い視野で考えてくれる人がい

い。こういう業務に当たってくれたら良いと思います。 

 

委 員：確かに応募するきっかけも、この人に見てもらえるから出場するということもあると思

います。 

 

会 長：もうひとつ大事なことは、そこで表彰された方の発表の機会をきちんと確保してあげる

ということです。美術方面においても思うのですが、市長奨励賞のようなものをもらっ

て終わりというのでなく、その人たちが発表できる機会をもう一つ用意してあげるみた

いな、そのような広がりのある仕組みが生まれれば一番良いのではないかなと思います。 

 

事務局：広報でも周知できますし、そのような賞をもらった人のコンサートだということで、お

そらく参加費は無料になるのだと思いますが、それも気軽に来ていただく１つの手だて

だと思いますし、またアーティストの方も励みになるかと思います。 

 

委 員：いやらしい言い方をするとブランディングビジネスなのです。球場と一緒で、育ててそ

れを枚方市がバックアップすることによって、そのホールに人が集まってくるという、

もう若手を育てるというイコール種を育てるのに近いのですが、そのぐらいの意識を持

たないと、実際に今おっしゃっていたような、ブランディングビジネスでちゃんとバッ

クアップもして、最後まで責任持ってやっていくということまでないと、多分育って東

京に行ってしまうという話がつきまといます。 

 

事務局：東京などに行っても帰ってきてもらえるような環境をきちんと作っておかなければなら

ないと。 

 

委 員：舞踊部門とか演劇部門とか、いろいろな部門や分野で行っていただきたいと思いますね。 

 

委 員：今おっしゃられたとおり、夢が大きい演奏家って、演奏家に限らないようにされてはい

かがでしょうか。 
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事務局：芸術家にいたします。 

 

会 長：ここの 3 つに関しては、もう一度また事務局で整理をしていただくということで、この

くだりの最後の項目の「教育との連携」、これは以前にいろいろ意見を頂戴したのですが、

一応このように整理されていますが、いかがでしょうか。 

 

委 員：子どもたちというのは、特に今回新しくできるようなプロの方が使われるような場所で、

自分たちも実際に歌を歌えたり合奏できたりすることは、体育館の中でしているのと、

一歩入った瞬間に違うということがあるのですね。そして、ステージに立った時に、ス

ポットライトを浴び、お客さんが 1階、2階の階段状でざあっとこちらを見られるなど、

子どもたちに非常に大きな刺激になるだろうと思います。それから、こどもミュージカ

ルについて、私の担任していた児童が出演したことがあります。ずっとレッスンを受け

て、発表していたのですが、教室で見ている姿とミュージカルで前に出ている姿は全然

違っていて、この舞台に立てて、ああいうお客さんの前で発表できたことが、もしかし

たらこの子の人生、生き方そのものを変えているのかもしれないなんて思いながら、生

き生きと発表している姿を見ていました。また、子どもが動けば保護者が動きますから、

会場に足を運んでいただいて、こんな立派なホールができたんだなとか、違う観点から

このセンターの価値を見出してくださるのではないかというふうに思います。 

 

会 長：旧市民会館が現役の時代に、そのような発表会事業というのは市としてされていたので

すか。 

 

事務局：教育委員会が主催で合同音楽発表会などをされています。また、一部生徒数の多い中学

校が文化祭をされています。 

 

委 員：北河内が集まって音楽会もありますね。 

 

事務局：北河内全体もあります。 

 

委 員：あそこに出られるというのは、子どもらにとったらもう名誉で、とても嬉しいことで、

代表で出ていると実感できます。そういう場は絶対続けてほしいなという希望は強くあ

ります。 

 

会 長：ここに書かれているのは、子どもたちが鑑賞する件に関して、これも以前意見を出して

いただいた、本物体験をさせるという意味のことが書かれているのですが、このあたり

はいかがですか。 

 

委 員：そちらももちろん、そういう場を作っていただけたら有難いです。ですので、もう少し

付け加えていただけるのであれば、下から 5 行目ですかね、市や教育委員会の事業とし

てというあたりのところ、現在やっていることは継続していただきたいということをあ

わせていただければと思います。 
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委 員：センターの話というよりは、部活支援みたいなものはありますか。高校、中学の部活支

援みたいなもの。 

 

事務局：例えば、吹奏楽フェスティバルでは、中学校の吹奏楽部がそれぞれ発表の場として出演

されています。先輩、高校、大学、社会人まで吹奏楽協会に入られて、年に 1 回吹奏楽

フェスティバルという形で発表の場をずっと市民会館で行っています。 

 

委 員：それは、中学だけとかではないのですか。 

 

事務局：いえ、全てです。私立の小学校をはじめ、公立中学校、私立高校、公立高校、大学、社

会人吹奏楽部も、枚方全体で吹奏楽協会に加盟しておられて、それを一気に 1 日で発表

してしまうような取り組みを行っています。 

中学校の吹奏楽部だけの合同発表も行っています。大ホールが現在閉鎖になっている

関係で、今年度は難しいということは聞いていますが、昨年度は他のホールを借りて実

施されました。教育委員会で予算措置をされて、貸館としてホールを借りて、中学校の

顧問の先生たちが引率してやっておられると聞いています。 

 

委 員：教育という観点とは少し違うのですが、ある意味子どもたちのレベルでいうと、目標と

か憧れとかいう世界観をつくっていくきっかけが教育ではないかと。僕らもサッカーの

指導をしたりしますけど、誰かに憧れているからこれに入るということが一番動機とし

て大きかったりするので、さっきの若手の登竜門とつながる部分ではあります。何かそ

ういう支援をしながら憧れをつくるみたいな活動というのでしょうか。 

 

会 長：今出ている話は、同じ 5 ページの後段部分で、議論しておきたいこととして、市民の活

動支援で少し幅を広げて考えていくのはどうでしょうか。ここに、今度中学校を対象に

大阪フィルの鑑賞演奏会を市として計画しておられますね。 

 

事務局：今年度からの新規事業として、中学校１年生を対象に計画しております。兵庫県立芸術

文化センターで実施されている“わくわくオーケストラ教室”のように中学１年生をホー

ルに招いて、実際に鑑賞していただくという事業です。小学校は、逆に学校へ出向いて、

アウトリーチを実施しています。大ホールが残念ながら閉鎖になりましたので、関西外大

の谷本講堂、2,000席のホールを借りて、19校中 11校に参加いただくことになっていま

す。総合文化芸術センターができれば、全校にお越しいただき、枚方市の子どもは必ず中

学校 1年生の生徒は聞いていただけるというような環境づくりを目指して、こちらの文言

の中に入れさせていただいているという状況でございます。 

 

会 長：教育との連携として、委員から出たご意見は、学生も含めながらの市民活動支援と言え

そうです。劇場側としてはなかなか難しい部分で、あらゆるものを無料で貸し出してい

くというわけにはいかない部分があり、どのような仕組みをつくるのかという大事なポ

イントですが、市民の活動支援のところでもう少し話題を広げてご意見を頂戴する形で
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まとめ直しましょう。 

     かなり時間が経ってきましたので、一旦ここで 10分間ぐらい休憩をとらせていただきま

す。 

 

（休憩） 

 

会 長：それでは、審議会を再開させていただきたいと思います。 

   「社会包摂」から、事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局：（「枚方市文化芸術振興計画を踏まえた拠点施設の運営について」答申案 

について 2.計画を踏まえた拠点施設の運営について（2）館内事業（社会包摂）（市民

の活動支援）（貸館）説明）  

  

会 長：では、まず社会包摂について、どう思われますか。 

 

委 員：4行目の「アール・ブリュット」について“障害のある人たちの芸術作品”と説明書きが

ありますが、元々私は「アウトサイダーアート」と発言していたはずです。障害のある

方だけではなくて、専門的な芸術教育を受けていない方を指す言葉として発言しました。

括弧の説明は限定的にならない方が良いです。また、前回意見を申し上げた際には、社

会包摂の逆はイクスクルージョン、排除であり、そういう状況を変えていくという趣旨

で、資料にも記載のとおり、共生社会というのをセットで考えてイメージしています。

資料 1 ページの「はじめに」の部分や、最初のところで副会長が仰ったような、本当に

いろいろな人たち、例えば普段文化芸術は自分とあまり関わりがないと思われているよ

うな人たちにもすごく開かれており、文化芸術が何か 1 つの手段とかツールになってい

ろんな人たちと関わることができるとか、自己実現につながるとか、そういうようなも

のであったら、総合文化芸術センターはただの建物ではなく、この計画の理念を反映し

た拠点になるであろうと思います。限定的に障害だけとしてしまうと逆の効果になって

しまうので、それだけに焦点を当てるのではなく、例えば子育て中の人とか、こういっ

たことに関心がないわけじゃないけれども、接点があまりないような方から見たときに

この表現はどうなのか意見を聞けたらいいなと思っておりました。障害というのはとて

も重要なところですが、その人の中にある障害というより、むしろ社会の中で起きてい

る障害の話というふうにとったほうが良いと考えています。普段あまり障害や社会包摂

に真正面から関わっていらっしゃらない方たちがこの文章をご覧になった時にどう思わ

れるか考えるべきかと思います。 

 

事務局：アウトサイダーという形で当初は記載していたのですが、一般市民の方にアウトサイダ

ー芸術という言葉は分かりにくい点と、以前枚方市がアール・ブリュットの企画展をさ

せていただいたことから「アール・ブリュット」としました。障害者の方のアートを指

すことではないというのは認識しております。適切な文言があれば、それに修正させて

いただきます。 

枚方市ではいただいたご意見等を文書に記載する時に、一般的に理解されている文言以
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外については、誰でもその意味が理解できるよう注釈を入れます。ここにつきましても

適切な表現についてご意見をいただければと思います。 

 

副会長：障害に焦点を当てることに疑問を感じます。私は、障害のある方の創作活動を支援する

団体であるアトリエインカーブさんとお付き合いがありますが、障害のある方の作品と

いうことではなく、一般の作品として見てほしいと仰っていました。今まで障害のある

方の作品は公民館で安い値段で見るものと捉えられてきましたが、芸術性が高い作品で

あれば、芸術性という枠できっちり見たときに、作者に障害があるかどうかは関係あり

ません。障害者を強調してしまうと、それは逆差別みたいなことになるので、表現は難

しいですが芸術性で物事を考えるべきだと思います。 

 

委 員：ここでアール・ブリュットや、アウトサイダーという表現を入れる必要はないのではな

いでしょうか。それは、事業の中で取り組んだらいいことなので、もっと利用者が鑑賞

しやすい形にするためにはどうしたら良いかを考えた方がよいです。枚方市は塔本シス

コさんがいらっしゃったので、そういった視点をお持ちだと思うのですが、とはいえ塔

本シスコさんの作品展をすることが、この社会包摂の部分とは関係がないのかなと思い

ます。 

 

事務局：先ほどご意見をいただきました心とか体のバリアではなく、施設等のバリアの部分で、

行きやすさや行きにくさということも踏まえた広い形で書けたらと考えていました。「ま

た」以降の 3行は、削除させていただいてよろしいですか。 

 

委 員：それで結構です。入れる場合は、ちょっと文言に工夫をお願いします。その場合、アー

ル・ブリュットという言葉よりは、アウトサイダーアートのほうがいいと思います。そ

の議論は、美術施設運営委員協議会の方であったと思います。 

 

会 長：社会包摂は 3 つの観点から、一つは上の 4 行ぐらいのところで、具体的にいうと車椅子

で来られる方などが鑑賞しやすいような施設であるべきであり、指定管理者の運用とし

ても、案内も含めてそういう場を設けるということです。2点目は、そういうことも含め

た幅広い作品を取り上げ、ギャラリー機能も使って取り組んでいきましょうということ

です。最後は、所委員のご意見にもありますようにもっと幅広い分野から、共生社会の

中で誰もが行き交うことができるような施設であり、広場も含めてそういう場所である

ということです。この 3 点が社会包摂で重要です。ですから、その点を踏まえてもう少

し整理をしていただきたいと思います。2点目・3点目は、具体的な案を考えることは難

しいと思いますし、指定管理者に望む課題なのか難しいですが考えていきましょう。 

 

副会長：枚方に外国の方はあまりいらっしゃらないのですか。例えば標記や案内の問題は大丈夫

なのでしょうか。 

 

事務局：在住の方で登録されているのは 4,000 人ぐらいです。ベトナムの方が企業で雇用され在

住ケースが少しずつ増えており、その他アジア系の方がたくさんいらっしゃいます。 
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副会長：そういう意味で、ダイバーシティみたいなものを意識するということも必要です。全部

に表示を出す必要はないですけど、やっぱりそういう人たちに対しても優しくなければ

いけないですね。 

 

会 長：ここの部分については、次回にもう一度議論しますので、事務局で修正をお願いします。 

 

事務局：承知しました。 

 

委 員：すみませんが、1つだけよろしいですか。先ほど会長が整理された社会包摂の 3点につい

て、最初のところはアクセスの問題ですけど、ハード的な物理的なアクセスのことと、

もう一個外国人のお話が出たような時に、やはり情報のアクセシビリティの面もすごく

重要で、これは外国の方だけじゃなくて障害のある方も必要ですが、どういうことがこ

こで展開されているかということの情報を得る手段とか、その出し方に対して少し配慮

があると良いです。アクセシビリティについても整理する必要があるかもしれません。 

 

会 長：次に市民の活動支援ですが、まず、どこまでのものを含めるかはちょっと置いておきま

して、いろいろな形で今まで分散されていた各ジャンルの文化活動の発表の場というの

を市民芸術祭のような、広場の交流も含めた１つの大きな固まりにしてしまおうと前回、

私が意見を出し、皆さん方に賛同いただいたことがここに書かれています。それから、

市民ボランティアの方がいろいろな形で参画していただきたいですが、日常活動という

ことになると、例えばホールの案内業務 1 つにしても、これだけの規模の劇場になって

くるとプロの領域になってくるので、指定管理者の領域になります。やはり、単純にお

手伝いという意味じゃなくて、もっと創造参加も含めた市民ボランティアの参加を形に

したければ、市民芸術祭の中で行うなど限定しないと、日常のところではなかなか難し

いと思います。 

    名称については、いろいろと意見を出していただきましたが、公募というのも 1 つあり

だと思います。公募という手法をとれば、市民がそこに参画できます。 

 

副会長：そうですね、いいですね。 

 

会 長：先ほどの教育との連携の中で、鑑賞の場ではなくて学生たちの発表の場みたいなものが、

ここの中で何かできないか、改めて議論したいと思います。現実に今行われている事業

の中で継続できそうなものはありますか。 

 

事務局：ワークショップなどを通じて発表する機会を作ることは今年度のプレ事業の中でも朗読

劇の発表や、辰巳満次郎さんという能楽の方のワークショップで、香里能楽堂で最後に

発表するような機会はあります。ワークショップを通じて舞台に立てるというような取

り組みは、今年度から少しずつ始めていますので、どこまでの規模のものができるのか

は分かりませんが、そのような事業は、総合文化芸術センター開館後もできると思いま

す。 
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会 長：合唱や吹奏楽のフェスティバル型には学生も含まれますか。 

 

事務局：そうです。それぞれの連盟に加盟している学校のサークルが含まれます。 

 

会 長：参加する学生だけじゃなくて、保護者等も含めた大きな広がりを持たせることができた

ら良いです。 

 

事務局：そうですね。バレエでしたらバレエ協会、吹奏楽でしたら吹奏楽協会といった、各協会

にそういう機会を設けることは今考えていますが、そういう協会という枠組みを取った

形での参加として、先ほどのシティオペラのような、市民を募って舞台に出ていただく

みたいな環境づくりを事業の中に盛り込んでいきたいと思っております。 

 

会 長：6ページの上に記載がありますが、これは指定管理者の業務になじむものではないので、

市が中心になりながらの実行委員会のような形で文化振興課を中心に進めていってもら

えればと思います。 

 

事務局：そうですね。やはり指定管理者任せは困難だと思います。 

 

会 長：教育委員会も含める必要があるかもしれませんね。 

 

事務局：先ほど会長から仰っていただいた中学校 1 年生のオーケストラ鑑賞事業や、この前も平

田オリザさんの演劇コミュニケーション授業を市内の小学校でやらせていただいたので

すが、教育委員会の協力なしに進められないところもございますので、教育委員会とも

連携を図りながら事業を実施していくというような流れになるかと思います。 

 

会 長：兵庫県の例で言うと、枚方市の文化振興課に当たる芸術文化課があり、そこに市民団体

として登録されている団体がフェスティバル期間にエントリーします。エントリーした

団体に対して発表の場の提供として、県がホール利用料を減免するという格好でフェス

ティバル型としています。ジャンルに関しては毎回固定されているというよりは、新し

いジャンルの団体も出てくるので、そういうエントリー制みたいな格好が必要なのでは

ないかなと思います。 

 

副会長：別の視点として、市民の活動の参加じゃなくて、市民の参加を促すというところで、兵

庫県立芸術文化センターでもありますが、友の会のような組織がここに記載されていま

せん。本当でしたら指定管理のところにそういうものの運営や、ある程度のメンバーシ

ップを作る取り組みを記載しておいた方が良いと思います。これは 1つの参加の仕方で、

安くチケットが買えるというだけじゃなくて、サポートみたいな感じで募集もできたら

面白いと思います。そういう記述はどの部分に入ったらいいのでしょうか。 

もしやるのであれば、それを指定管理者に言っておくべきで、最初にお金を出して、年

間幾らか出すという支援の仕方もあると思うので、そういうのも 1つ、肉体労働だけでは
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なくて、金銭面でもできないかなと思います。 

 

委 員：各ホールでそういう友の会はあり、年会費を払うと、優待とか優先的に座席の予約がで

きるとかありますが、個人情報をたくさん管理する中で、どのように運営したらいいの

か難しいところです。 

 

副会長：どうなのでしょうか。大体のホールはされていますが。 

 

事務局：例えば、豊中のホールは JTB という民間の指定管理業者が友の会のような組織を作って

運営されており情報を発信されています。本市の文化国際財団も友の会を運営し財団の

自主事業や映画事業に対して割引を設けております。友の会には概ね 2 つパターンがご

ざいまして、1つはきっちり年会費をもらって割引価格のチケットを設定するようなやり

方と、もう 1 つは兵庫県立芸術文化センターのように無料で、パンフレットや事業の案

内を発信していって、来てくださいというようなやり方があります。新しい総合文化芸

術センターでは指定管理者にも格好いいネーミングでそのような会を作って、広く発信

していくことを求めていくよう考えています。堺市では 10月のオープンに向けて、友の

会をうまく活用しておられました。例えば登録すれば、オープニング前の音響測定会に

来てホールを見ることができますよとか、どんどん会員登録を PRされていらっしゃいま

すので、本市においても来年の夏ごろから準備委託が始まる予定ですので、まずは友の

会をどうするのか考えていきたいです。 

 

副会長：そうであるならば、記述を入れておいたほうがいいですよね。もしそれを事業としてや

るなら大きな仕事になるので。 

 

会 長：友の会も含めた、いわゆる幅広く市民に情報を提供しながら、鑑賞できる機会を情報発

信していくような広報活動みたいなことを指定管理者に義務づけるというか、あとの 7

ページの専門人材のところでも記載しておくのがいいのかもしれませんね。友の会とい

うのは二通りありまして、私のやり方は、前に大阪のシンフォニーホールに勤めていた

頃から無料にしており、なぜ無料にしているかというと、有料にするとバリアを作るか

らです。モチベーションの高いファンは会費を払って入会して割り引いてもらうけれど

も、それ以外の方というのは、何か受け入れられないみたいです。今、情報発信のツー

ルがどこまで有効かどうか分かりませんが、メルマガや無料発信のできるシステムがウ

ェブ上で出てきているので、堺市もサカイメイトは無料発信していますし、実はサント

リーホールさんも昔は有料だったのが、兵庫県立文化芸術センターの例をヒアリングさ

れて無料にして一気に広がったみたいです。今フェスティバルホールでは有料もありま

すが無料会員がすごく多いですね。何かそういう工夫を指定管理者にさせるということ

を記載しておきましょう。 

 

事務局：そうですね。基本方針の中にも掲げて進めていくことを書いていますので、どこかで入

れるような形で考えていきます。 
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会 長：内容が重複する部分もありますが、活動支援という部分にも関係しますが、貸館の際に

貸しっ放しになることがないように、指定管理者に要求する必要があります。やはり市

民の発表の場であるわけで、舞台運営に関してある程度熟練されている主催者の方も当

然いらっしゃいますが、照明や音響、チケットの売り方などが、全くわからない初心者

だけど、それでもすごく発表したいという思いがあるという方に対して、いろんな意味

でサポートするのが指定管理者の役割です。そのことが（貸館）のところには書かれて

いますが、7ページの 4の専門的人材の部分でもこの内容が当てはまり、その専門的人材

が今出ているような広報営業に関しても専門性を発揮するということにはなると思いま

す。ここで議論せずに、3以降の説明を事務局からお願いします。 

 

事務局：（「枚方市文化芸術振興計画を踏まえた拠点施設の運営について」答申案 

について 2.計画を踏まえた拠点施設の運営について（3）地域連携・広域発信事業説明） 

     

会 長：6ページの 3からですが、ここまで幾つかのタイプの事業の紹介がありました。指定管理

者が中心にやる鑑賞型の事業や、市とも関連しながらいわゆる創造発信できるような枚

方ならではのものを作っていく事業。社会包摂、共生社会が実現できるような仕組みを

作っていく事業もありました。そのような流れの中で、まちの規模が違うので事業の取

り組みは違いますが、大阪も枚方市より先に、堺市や東大阪市にも新しいホールができ

ます。枚方市の市民会館もそうですが、1960年代に市民会館建設ブームがあり、65年以

降ぐらいにできた施設が日本全国に多くあります。その皮切りが今のロームシアターと

なっている京都会館や東京の東京文化会館であって、そういう建物がひな形になってで

きています。ですので、今建て替えがすごく進んでおり、もう建て替わった所や、今計

画中の施設があります。その中で、まず市民のホールですから、市民がそこでどんなふ

うに活動ができ、鑑賞ができ、さらに市民の文化芸術が広がっていくというのが第一で

すが、それだけでなくてここを基軸に、枚方から打って出るというか、広げていきたい

という思いをどのように実現していくかを各委員からいろいろご意見をいただいたとこ

ろです。 

     最終答申で、五嶋みどりさんという具体名を書くのかどうかというのは、ご意見が分か

れるかもしれませんが、現実的に難しいことでもやりたいことを書くというのも１つの形

なので名前が出ています。この件について、市の方から状況について報告はありますか。 

 

事務局：前回の委員会でも五嶋みどりさんがミュージック・シェアリングという社会包摂的な活

動をされていらっしゃることはお話しました。また、ゴールデンウィークにフェスティ

バルホールで五嶋みどりさんの演奏会がございまして、鑑賞後、五嶋みどりさんのお母

さんの五嶋節さんとお会いすることができまして、来月枚方市役所の方にお越しいただ

けるということになりましたので、事業の開催に向けて話を進める状況にはなりつつあ

るのですが、今の段階ではまだ具体的な提案内容をいただいているわけではないので、

公表できるものはありません。来月に何らかのアクションを起こしていただけるという

ことになっておりますので、それも踏まえて次回の 7 月の答申の時に反映などを考えて

おります。 
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会 長：五嶋みどりさんは皆さんご存じだと思いますが、いろいろな活動をしておられ、プロの

演奏家としてベルリンフィルとも共演され、アメリカのオーケストラとは全部共演され

ています。先日のゴールデンウィークに日本に帰国された際にも、エストニアのフェス

ティバルオーケストラと一緒に組まれ、一級の団体と活動されています。その他にも若

手の音楽家を育て、若手の音楽家とチームを組んで、いわゆるアウトリーチ型の取り組

みで障害のある方々の施設へ行くなど、いろんな活動をされています。これは営業活動

ではなくて、彼女の財団をつくって無報酬でやっていらっしゃいます。ですから、どう

いう形の事業が総合文化芸術センターで可能なのかというところで、実際五嶋みどりさ

んは枚方市の生まれではありますが、小さい頃にアメリカへ行かれているので、どこま

での思いがご本人にあるのかちょっとわからないところはあります。しかし、この間か

ら聞くところによると、市長と五嶋節さんがお目にかかられたりして、今度お母さんの

方が枚方市に来られるとのことなので、話は進んでいくだろうと思います。今度来られ

た時にどんな話になるのかをまた報告をお聞きしたいと思います。できれば、2021 年の

開館記念事業が秋に行われるときに、開館記念事業として彼女に出てもらうことも不可

能ではないと思います。6月の時期に有料営業活動ではないミュージック・シェアリング

の活動報告会をされていますが、今までは大阪市内でされていましたでしょうか。 

 

事務局：そうです。フェニックスホールという淀屋橋駅近くのホールです。そこと東京の王子ホ

ールで、毎年 2 カ所で活動報告コンサートをされていて、今回枚方にお越しいただくの

もその前日にお越しいただけます。 

 

会 長：もっと夢が広がれば、みどりさんが育てた若手の演奏家ってすごくいるので、みどりフ

ェスティバルオーケストラみたいな、弦楽器の人たちばかりですが、そういうものがで

きれば、兵庫県立芸術文化センターの芸術監督である佐渡裕さんのスーパーキッズオー

ケストラみたいなものとは別のみどりスーパーオーケストラみたいなのが枚方であれば

面白いと思います。私はみどりさんを 12歳のころから知っていますが、そのような夢が

ここで叶えばと個人的に思います。だから、そういうことに向けて、これはトップセー

ルスしないといけないと思います。アメリカの地方都市を回られる時も彼女が行ったら

そこの首長が出てきて、我がまちにようこそみたいになる、みどりさんはそういう存在

の方です。一歩か半歩かわからないですが、近づいているところもあるようなので、少

しまたその報告を聞きたいと思います。 

    縦軸としてそういう形で広がりを生んで、すごく高いところを目指していくという部分

と、横軸として横に広げ、それがその次の地域への広がりいわゆる普及活動を行うとい

うことです。兵庫県の例とあわせて、昼間の活動として、どうしても今までの劇場とい

うのは、土日は昼間に賑わいがありますが、平日はあまり借り手がなく、あっても夜だ

けみたいなことになって、昼間が全体としての賑わいがないなというようなものを、ど

ういうふうに賑わい作りをしていくかみたいなことが、ここの地域への広がりの後段に

書かれているわけですけど、何かご意見はございますか。 

 

委 員：昼間に活動をしていることを示すことがすごく重要です。少し違う部署の話ですが、駅

前の再開発の話がある中で、北側の駅前のロータリーの開発で、例えば何かフェスがあ
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るにしても、バナー1つ立たないような環境なわけです。やはり、駅に降りたらフェステ

ィバルを開催していると、バナーがずらっとホールまで並べることができる環境整備で

あるとか、広場も若干計画をされる中で、やっている演目のコマーシャルや、ネタによ

っては放映権がかからないようなものがリアルに流れているとか、何かそういう施設か

ら出てくるような情報を指定管理者の運営の部分でオペレーションはすべきだと思いま

す。仕組みとしては市がそこまで踏み込んでいないと、ハード的な手段がないというこ

とにもなったりするので、地域連携や、いわゆる呼び込むというソフトの部分は別に考

えながらも、それを実行して昼間のお客さん、例えば今の時間帯の駅前におられる方、

主婦層であったり、そういう人たちに来てもらう発信の情報を出さないといけないと思

います。そういった意味でもサイネージを作る必要性があります。 

 

会 長：前回のご意見にありましたが、行政だけがやることではない、プラットホームに行政は

なれないという意見があったと思います。それについては私も賛同しており、行政もお

金と人を出さないといけないと思います。ただ、行政主導型であっては駄目だというこ

とで理解しています。 

 

委 員：ただ、さっきのお話ですと、民間が入れない領域というものがあり、結局その枠組みで

しか彼らも出られないということもあり、やっぱり出てきて引き出せるのも行政です。 

 

会 長：行政は行政の役割を果たしながら、全体として何か組織づくりをしていくということで

すね。 

 

委 員：ハード面も含めて組織作りをしてください。あともう一つは、事業者連携のところに入

るのかどうかですが、実質やっている人間から理に適うことを提案させる機会を設けた

ほうが良いのではないでしょうか。約束したことをやるのは当然ですが、時代変化も早

い時世の中で、その都度指定管理者から提案をさせて、それを協議していく議論の場と

いうのは重要なのかなと思います。私も指定管理者の評価に関するアンケートに参加し

ましたが、いわゆるルール通りにやっているかということを全てチェックして、顧客満

足は一応ありルール通りちゃんと予算を消化したものでやれているかという評価が行わ

れています。大体のアンケートの評価ではそのような形でやってしまうので、もうちょ

っとそこを具体的に指定管理者に対しての評価の部分として、その都度の提案の部分も

評価の対象にすべきと思います。 

 

会 長：広がりの作り方ですね。指定管理者の役割、市の役割、それから市内の事業者の役割、

それぞれの役割がうまく形になっていかないといけません。西宮北口の場合、駅を中心

に 4 地区あり、阪急神戸線という東西線と、阪急今津線という宝塚から今津まで行って

いる南北線があって、その 4 地区の自治会が活性化協議会みたいなものを作って、先ほ

どのバナーの話では、駅からうちの劇場までのバナーを兵庫県立芸術文化センターの指

定管理者が作っています。駅の反対側は飲み屋街があって、そこの自治会長がすごく熱

心な方で、自分たちで手作りバナーを作っていらっしゃいます。7月にうちはオペラを必

ず、今年はオン・ザ・タウンというバーンスタインのミュージカルをやりますが、その
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時には手作りバナーを入れてくれるだけじゃなくて、その公演の 1 カ月ぐらい前からそ

の商店街の店中が寄って、それの記念メニューみたいなものを企画されます。今年は舞

台がアメリカですから、アメリカに合ったハンバーガーになるのか、アメリカンコーヒ

ーを作るなどいろいろ皆さん工夫をして、そういうグルメマップを作って、そのグルメ

マップの表紙にはうちの事業のことも書いてあります。その関連でそのグルメマップを

持っていくと 50円安いですとか、そういう何か日常的な動きみたいなのがあり、市の役

割、指定管理者の役割、事業者の役割としてそれぞれあります。何かそういうプラット

ホームづくりができればと思います。また兵庫の場合は、その規模より小さいですが、

その地域の絡みで小さな NPO があり、その NPO が実際に活動に当たってプラットホーム

ができていくということがすごく大事で、事業者の場合、一事業者に何か利益が偏ると

いうことではなくて、全体に広がりのある、いわゆるまちづくりにつながっていくとい

うつくり方が大事なのかなと思います。 

 

委 員：今、駅前とか市として問題になっている定住人口が減っているという根本的な問題につ

いて、当初この議論の中にもありましたけど、住みたいまちというのは、文化芸術もそ

の一部なので、やはりそういうことを概念に持って楽しめるとか、文化芸術の深掘りと

いうよりは、みんながここに住みたいと思うような文化芸術振興が公共の役割であると

は思っています。その中でこの事業連携もその一部です。 

 

会 長：そうです。西宮北口の駅は、関西で住みたいまちナンバーワンに 6 年連続で選ばれてい

ます。阪急西宮ガーデンズという商業施設があることも一つの要因ではあります。しか

し、うちの劇場より 3 年後にできており、劇場の方が先行しています。だから、劇場か

ら商業施設に発展していって、まち全体が変わっちゃって、マンションもどんどん建つ

ようになってという、いろんなことが良い方向で連携されていったということです。そ

ういう起爆剤としては、枚方市では枚方 T-SITEを造られたことはすごく大きくて、今度

はこういう形で劇場が作られると良いと思います。 

 

委 員：順序的に物事ができていくと、やっぱりみんなが住みたくなります。私たちも今提案し

ているのは、働き方改革で極端に言うと 6 時に帰らなければならない人たちが増えてく

るという時代になってくると、やっぱり時間軸が試算として必要になっていく時代に入

っていきます。そういう時間軸を逆に文化芸術に今押し込んでいけるチャンスでもある

と思います。 

 

会 長：本当に時代は変わっていき、金曜日の仕事が半日になっていくのかということもありま

す。それから、うちのワンコインコンサートの例で、やはり高齢化社会になっていく中

で、昼間の時間帯にのみ活動ができる年齢層の方ってすごく多くて、残念ながらその時

間帯に何か催事をやれば、サラリーマンは来ることができないわけですが、逆に言うと、

サラリーマンの方が夜来ることができる時間帯には高齢者の方とか主婦層とかは来れな

いわけなので、そういう使い分けの中で昼間の活用はワンコインコンサートに限らずい

ろいろあります。お芝居なんかは、うちの劇場でも女性層の多い作品は昼にかけるほう

が、はるかに集客力があります。 
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委 員：事業連携を厳密に言い始めると、例えば今、世の中の 4 割ぐらいが共働き、いわゆるダ

ブルワークで、子育ての視点からでは、託児についてはどこかの民間と連携をして、夫

婦 2 人で見に行く時に預けられる催しが土日もやっているみたいなことができれば、週

末、そういう家族は行きやすくなります。そういうサービス面も含めて事業者連携がで

きればと思います。そのような取り組みは他でもやっていないので、そういう差別化に

つながっていくことは必要です。そういうことを事業者側から提案して、マスボリュー

ムで、時間軸とお客さんを呼び込んでいくためにどういうサービス提供を、民間だから

こそ駅前連携をしてやっていけるということを提案していただいて、いわゆるメニュー

が多いほど評価が高くなると良いと思います。 

 

委 員：今のお話の中で昼間のコンサートのお話がありましたが、例えば私どもの演奏家協会が

催しましたランチタイムコンサートというのは、本当に駅前の大東楽器のサロンを無償

で貸してくださって、センターの建設に向けての活動に協力してくださっています。そ

の第 1回目が 2月 18日に行われ、ほとんど出演者の関係者以外のお客様で満席になりま

して、こういう昼間のコンサートを求めてらっしゃる方、大体シニアの方が多く、主婦

の方もいらっしゃいましたが、意外と多いことを実感しました。あとメセナひらかた会

館でも同じようにランチタイムコンサートを開催しましたが、あれも近辺のお店で食事

の割引などがありました。市で交渉されたのですか。 

 

事務局：財団の方で行いました。市民会館の指定管理というのはハード、建物の管理だけなので、

実際に事業をやっているのは文化国際財団になります。総合文化芸術センターは一体的

に管理しますので、指定管理者の方で交渉していただくことが、可能だと思います。 

 

委 員：駅の周りの飲食店ですとか、ホールに向かうまでにも飲食店が結構並んでいますね。 

 

事務局：T-SITEの中華料理のお店も割引していただいております。 

 

委 員：そこにも事前にチラシなどを貼っていただけのでしょうか。 

 

事務局：チラシの裏側で案内というか、このお店なら 5％引きとか、10％引きのような形で記載し、

チラシは市駅、市内周辺の施設でお配りをさせていただいています。 

 

委 員：たまたまそういう飲食店に食事に行かれた方がコンサートの特典がそのお店にあるとい

うことを知られて、行ってみようかなとなったり、もしかしたらスポンサーとか広告を

出してらっしゃるお店が、1点以上のお買い物や食事をしたら招待券がいただけるとかあ

るかもしれません。最初はきっかけや取っ掛かりを周りの事業者さんにも協力いただい

て作っていただかないと、なかなか市民が日常生活の中からセンターに足を運ぶという

ところにつながっていかないかなとは思っています。 

 

副会長：大阪クラシックみたいに、ある期間はいろいろな場所で音楽が聴けるみたいなものがで
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きると、枚方市駅前などが盛り上がってきます。だから、プレ事業的に枚方らしくでは

ないですが、何かやってみるというのは手かなというふうに思います。これからだんだ

ん音楽とかがこのまちには溢れるというイメージを作っていき、そういうものだったら

行ってみようかなと思う人もきっとあります。いろいろなところで最近そういうもの開

催しています。そういう気楽な感じでお店も協力してくださると、お店の方にとっても

それも参加です。 

 

委 員：お店も広告、宣伝になりますね。 

 

委 員：そうですね。だから枚方クラシックみたいなもので、そういう企画を今はできるかなと

思います。すごいものじゃなくても、ちょっとしたバイオリンとかでもいいと思います。 

 

事務局：大阪クラシックも実は大阪フィルが中心となってやられているところもあります。ノウ

ハウとかもお持ちだと思いますので、例えば T-SITEでやるとか、くずはモールの広場で

やるとか、そういうのを 1 日かけてというか、そんなに大きなことはできないとは思う

のですが、そういうことも実際やっていけることは可能だと思います。 

 

副会長：プレ事業的にもそういうものを是非やられたら盛り上がりますよね。 

 

委 員：大阪クラシックではカフェを借りたりとか、ビルのロビーを借りたりとか、普通の会社

のビルとか、そういう所でされていますよね。 

 

会 長：だから市としては、指定管理者を選ぶ時にそういう慈善事業に対しての予算化というの

も考えとかないといけないということです。 

 

副会長：そうですね、プレ事業も大事ですね。 

 

会 長：事業者との連携というのは、いわゆるスポンサーのことを書いているのですが、いわゆ

るネーミングライツでなかなか難しい案件でありますけども、やっぱりこれはどれぐら

い大きな形で実現するかですね。一応劇場が２つあるので、総合文化芸術センターの何

とか大ホール、何とか小ホール、そういう呼び方をするのでしょうか。 

 

事務局：はい。兵庫県立芸術文化センターと同じ流れでホールに名称をつけようということで考

えております。施設は、市民から公募して愛称で決めます。 

 

会 長：4番目の専門的人材ですけど、ここのところに先ほど出ていた広報営業活動みたいなこと

を入れるということで良いでしょうか。 

それと、先ほどの友の会の話もですね。 

 

副会長：そうですね、広報マンが要りますよね。それこそＳＮＳとか使ってお金余りかけずにで

きたら良いです。 
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事務局：その辺の文言を、専門的人材の中でちょっとボリュームをつけて盛り込むような形で入

れて、ご提示させていただきたいと思います。 

      我々も SNSツールというのは無料で発信できるというところが良いと感じております。

他市でも堺市でもいい事例がございますので、いいところはしっかりまねさせていただ

いて、発信していきたいなと思います。結局何をやっているかわからなかったら人も集

まりませんので、まずはどんな事業をやっていくのかというのをちゃんと発信できるツ

ールをきっちり確立して、友の会のあり方もどういった形が一番いいのか考えたいと思

います。 

 

副会長：お金を取らない方がメンテナンスは楽ですね。お金を取ったらいろんなことが発生する

ので、確かに SNSでだけで集客できたら一番言うことはないですよね。 

 

事務局：その SNS を通じてチケットを買ってもらえるような購買システムのようなものができる

のが一番いいかと思います。 

 

委 員：今 2つありまして、1つはフリーミアムといって、無料に間口広げて、専門性を持ってお

金を払ってもいいよという人たちに対して、課金をかけているアプリマーケティング、

それと、もう一つはフラッシュマーケティングと言って、さっき言った SNS で発信させ

る層を決めて、その人たちには一定呼んで情報を発する、その人たちもフォロワー数で

マーケットを増やしていく。その 2 通りが一般的なお金をかけずにやる SNS の媒体の事

業の進め方で、本当に間口は広く、やりたいと思ったら皆さんそこにお金を払ってくる

ので、その仕分けをしっかりつければいいということです。あとは、発信者の市がつま

んないことを発信すると誰も見ないので、発信する人も大事です。 

 

会 長：戦略と戦術ということですね。具体的には、やっぱりいい戦術で発信されていかないと

いけませんね。 

 

事務局：仰るとおりで、発信しただけではだめで、来てもらわないといけないので、そこからの

戦略が大事です。 

 

委 員：指定管理者選定時の提案書にそういうものをアイデアとして書いてもらうのが良いです。 

 

会 長：無料にすれば誰か有名アーティストの公演が 1 つ入れば登録数は一気に増えます。うち

でも去年、元 SMAPの草彅君の出演する芝居があり、それだけで 4,000人ぐらい会員が増

えて、毎月 DMを送っているので経費がかかります。その人たちが芝居に来てくれたら良

いですが、特定の個人のファンなので、難しいです。ただ、年に 1 回スクリーニングし

ているので、そういう人は除外されていくから良いですが。だから、フェスティバルホ

ールは、すごい回数も多く、何でもされており、普通のメルマガはスクリーニングでき

ないので、すぐ 5万、10万になります。有効かどうか難しいですが、そんなに経費をか

けず、広がりだけをもたれています。 
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委 員：アプリビジネスでいうとナビタイムのようなものも最初は無料ですが、ちょっと便利に

するだけでお金がかかっていき、最大ゼロから 3,000円ぐらいまで月額上げていきます。

そういうものに当てはめることができる人にとってはそれに合ったサービスを受けるこ

とができるのでベストな仕組みだと思います。 

 

会 長：そういうことも含めた広報営業の専門的人材を指定管理者にそろえてもらうということ

が大切です。 

     本日の意見を元にもう一度市でまとめていただいて、最終的に次回、意見を頂戴しま

す。 

 

事務局：本日いただいたご意見を踏まえまして、修正した内容を次回お示しさせていただいて、

次回で一定、答申については終わりという形で考えています。 

     今年度については、あと 2 回の開催を考えておりまして、次の審議会で答申案の最終

を確定させていただくということと、その次に、毎年やらせていただいております方の

事業に対する進捗状況の報告をさせていただきます。 

     次回は、7月の上旬から中旬ぐらいのあたりで答申案の最終が確定するような形でもっ

ていきたいと思っております。 

 

委 員：この会議とは余り関係ない話かもしれませんが、さっき五嶋みどりさんが枚方市出身で

世界的に有名な方でという話の関連で、市民としては V6の岡田准一さんも枚方の宝だと

思っているので、すごく難しいとは思いますが、日ごろから来てもらえるよう祈ってい

ますということだけ言うだけ言っておきます。 

 

事務局：すごくハードルが高いのですがチャレンジしてみます。 

 

会 長：以上をもちまして、第 3回審議会を終わります。 

 


