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別紙標準様式（第７条関係） 

会 議 録 

会 議 の 名 称 第 6回 枚方市文化芸術振興審議会 

開 催 日 時 令和 2年 11月 13日（金曜日） 
午後 2時から 

午後 4時まで 

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、木村 容千委員 

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 所 めぐみ委員 

案 件 名 

（１）枚方市文化芸術振興計画の進捗状況について 

（２）枚方市総合文化芸術センターの進捗状況について 

（３）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の進捗状況〔令和元年度分 総括〕 

資料２   枚方市総合文化芸術センターの進捗状況について 

参考資料１ 枚方市文化芸術振興条例 

参考資料２ 枚方市文化芸術振興計画 

参考資料３ （答申）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 

決 定 事 項 枚方市文化芸術振興計画の進捗状況を確認した 

会議の公開、非公開の別 

及 び 非 公 開 の 理 由 
公開 

会議録等の公表、非公表

の別及び非公表の理由 
公表 

傍 聴 者 の 数 2名 

所 管 部 署 

（ 事 務 局 ） 
観光にぎわい部 文化生涯学習課 
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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６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。 

前回、一気呵成に皆さんと答申書をまとめまして、我々としてもいいかたちで市長に答申できたので

はないかと思っております。今回の審議会の我々の任期は、12月４日までですので、このメンバーで

審議会を開くのは本日をもって最後ということになります。本日は思う存分皆様意見をおっしゃって

いただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。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名のご出席を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、２名の方の傍聴を受け付けておりますので、合わせてご報

告させていただきます。 

（資料確認） 

 

会 長：それでは、４月に入り、市において人事異動があったようですので、事務局からご紹介いただきたい

と思います。 

 

事務局：今年の４月に人事異動があり、事務局のメンバーが変更しておりますのでご紹介させていただきます。

観光にぎわい部長の武田でございます。文化生涯学習課長代理の川原でございます。事務局を代表い

たしまして武田の方からご挨拶申し上げます。 

 

事務局：本日はお忙しい中、第６回枚方市文化芸術振興審議会にご参加くださり誠にありがとうございます。

冒頭少しお時間いただきまして機構改革があったことをご報告させていただきます。今回産業文化部

が観光にぎわい部という名前に変わり、教育委員会から文化財課とスポーツ振興課が、観光にぎわい

部に入っております。また、以前の審議会につきましては文化振興課が担当させていただいておりま

したけれども、文化振興課は生涯学習課と統合いたしまして文化生涯学習課となっております。観光

交流と商工業、農業、文化芸術、生涯学習、スポーツ、文化財という、かなり幅広い分野を担当させ

ていただくことになりました。この意図は、様々な施策や分野を効果的に繋いだ事業を積極的に展開

していくことで、市の魅力の向上や交流人口の増加、ひいては地域経済の活性化に繋げていきたいと

いう考えからです。例えばスポーツですと、スポーツツーリズムというものがありますが、そういっ

た観光とスポーツを繋げる取り組みであったり、総合文化芸術センターにつきましても、施設前広場

等で賑わいを創出するために色々な取り組みができる観点から、私どもの部が再編されたということ

で文化芸術振興審議会の委員の皆様におかれましては今後とも、多角的な観点から様々なご意見をい

ただけたらと思っております。 

また、先ほどから「賑わい」と申し上げましたけれども、私どもの部も新型コロナウイルス感染症

の影響により予定していた事業を中止または延期する対応となっております。けれども、総合文化芸
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術センターにつきましては、なんとしてでも遅らさないという覚悟で 9月のオープンに間に合わせる

ということで、皆様におかれましては色々な角度から文化芸術振興に向けてご意見をいただけたらと

思っております。少し長くなりましたが、機構改革の趣旨につきましては、以上でございます。今後

ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

２．議事案件 

会 長：本日の審議内容は２項目なんですが、議案としては平成 29年の３月に策定しました枚方市文化芸術振

興計画に基づいて、令和元年度分の文化芸術振興計画の進捗状況のご報告をいただいて、委員の皆様に

ご確認いただき、ご意見をいただこうというのが一つ目です。続いてその他ということですが、枚方市

総合文化芸術センターの建設が進んでおりますけれども、そのあたりの進捗状況を事務局からご説明

いただくこととなっております。委員の皆様方におかれましては、1項目に対してご意見やご質問を頂

戴し、その進捗状況を踏まえて、最後に各委員お一人お一人から、色々なかたちで新しい総合文化芸術

センターへの想いとかご意見を頂戴させていただけたらと思っております。では、最初の案件１「枚方

市文化芸術振興計画の進捗状況について」を事務局からご説明ください。 

 

事務局：（資料１ 枚方市文化芸術振興計画の進捗状況説明） 

 

会 長：事務局の方から、枚方市文化芸術振興計画の進捗状況について説明がありました。これに関してご意

見やご質問ありましたら、また、今後の展開に関してはこのあとの進捗状況をご報告いただいてから

でもご発言いただけたらと思っておりますが、ここまでのところでご意見のある方は挙手でお願いい

たします。 

 

副会長：５ページ目の令和元年度の主な取組の新規の項目の中で、総合文化芸術センターのために市民団体を

集めていろいろミーティングされたということですが、どんな雰囲気だったのかと、前向きになって

くださっているのかどうか、それともいろいろ課題があるのか、その辺りいかがでしたでしょうか。 

 

事務局：枚方市文化国際財団という市の外郭団体とこれまで共同で事業を行ってきた文化芸術団体の方々にお

集まりいただき、お話しをさせていただきましたが、現在のところ、市民総合文化祭ということで各

種文化団体が一つに集まって、例えば、合唱を聴きにこられた方が、ギャラリーで絵画を見られると

か、今までの固定客以外の方も興味をもって鑑賞していただける機会ということで、基本的に前向き

に捉えていただいている状況です。ただ、個々に実施してきたものを一箇所にまとめていくことにつ

いては、今後、回を重ねながらご理解いただくところです。 

 

副会長：コーディネーター役は財団がやっていらっしゃるのですか。 

 

事務局：基本的には市で行っています。財団は来年度末で解散しますので、今後は市と指定管理者で進めてい

く方向で考えております。 

 

会 長：答申の中でもこれは議論をした部分だと思いますが、あくまでも市民総合文化祭に関しては市の事業

という位置づけで、運営に関しては指定管理者が行う。答申としてはそういう内容でしたよね。 
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事務局：基本的には市がイニシアティブをとり、指定管理者も踏まえて進めていくかたちで考えています。 

 

会 長：市民総合文化祭の関係で他に何かご意見はありますか。 

 

委 員：イメージがまだ漠然としていまして、私としては具体的なかたちを見せていただいて、意見が申し上

げられるのかなと。 

 

会 長：最近オープンしている府のホールで、なかなかこれを出来ていないところが多いですよね。劇場側と

地元の芸術団体との連携がとれていないところが多くて、枚方はそうであってはならないので、答申

にもしっかり書き込みました。これは入口ですので、今後、市の側の運営だけでなく芸術団体の皆様

それぞれの意思というか意欲で、ぜひ盛り上げていただきたいと思います。ジャンルを問わず、施設

にはギャラリーもあり、施設前広場もありますから総合的にできる仕組みが大事と思います。 

 

委 員：私は本当に芸術の一部の分野に特化しているだけなので、これを総合的にするというのは楽しみでも

あり不安な部分も正直あります。 

 

委 員：私も舞踊のことに関しては申し上げられますけれども、皆さんとご一緒に何かをしていきたい、まだ

それが何かは分かりませんけれども、大きなものを作っていけたらとは思っております。 

 

会 長：鑑賞する側も、それから実際に演じられる方も自分のジャンルに関してはご存知なのですけれども、

総合的に行き来することがないので、そういう意味では個別にやるのではなくて一時期に集中してや

る、そのかわり広報活動も幅広くできる流れを作ることが、うまく行える流れなのかなと思っていま

す。 

 

副会長：ただプロデューサーが必要だと思います。プロデュース機能がないと、市がやられるということであ

れば、皆さん待っていらっしゃるみたいな感じになってしまうので、もう少し一歩出た感じで。それ

は人なのか組織なのかは分かりませんが、その辺をどうするか。今度の指定管理者にうまくそれが出

来たらいいんでしょうけど、少し考えていかないと今までの枠組みでは難しいかなと思います。 

 

委 員：市民だけではなく芸術家の集まりも必要ですよね。 

 

委 員：他の分野と交流の場が無いので、例えばプロデュースの段階で他の団体の代表が集まって話をする機

会を作るなどして、お互いを知る機会が無いと総合的に実施するとのは難しいかなと。 

 

事務局：指定管理者も決まりましたので、事業の実施に向けて相談しながら進めていきたいと思っています。 

 

会 長：兵庫の場合も、それぞれの団体の総合的な会議はなかなか開けていないんですけれど、全公演を網羅

したリーフレットを作って、劇場に置いたり配布したりしています。つまり他のジャンルで注目され

ている方とか他のジャンルでも、その１枚の中で見ることができるという広報活動的なものについて

は指定管理者の役割でもあると同時に、市の側の役割でもあるので、そのような連携みたいなものも、

考えていっていただけたらと思います。 
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事務局：市民会館大ホールができる前に、総合文化祭は既にあって、実績はあったんです。ただ新しく市民ギ

ャラリーができ、他の施設もできていくことによって、分散化されて、今のかたちとなっています。

今回、総合文化芸術センターが新しくできますので、再びひとつの場所で実施するようなかたちをと

る、そこからおっしゃっていただいたように、色々連携していけるような仕組みが必要になってくる

と思います。枚方の場合は、枚方まつりという例などもあるんですけど、フェスティバル協議会のよ

うな、それぞれ分野ごとイベントごとに分かれて、それが全体的に統合した会議を持つような、その

ような仕組みの例もあります。過去にそういったものを合わせた形で取り組んできた例もあります。

今後、委員の皆様におっしゃっていただいた意見も踏まえながら、取り組みを進めていきたいと思っ

ております。 

 

会 長：はい、ありがとうございます。他、委員の方で何かありますでしょうか。 

 

委 員：同じく５ページ目の様々な分野の文化芸術団体の相互交流を促進というところで、海外の友好都市と

の交流をされていたと思うのですが、一時は盛り上がっていたのですが、例えば原因として言葉の問

題などがあるかと思います。なぜ進まなかったのか、考えられる要因はあるのでしょうか。 

 

事務局：渡航費等も踏まえまして、予算化して進めていくことが難しいところがあります。枚方市では現在、

中国の上海市長寧区、韓国の霊岩郡、オーストラリアのローガン市を海外友好都市としておりますが、

ローガン市では、両市の中学生がホームステイをしたり、長寧区につきましても子どもたちの絵画を

送り合ったりするような、教育的な観点での交流はあるのですが、それ以上踏み込めていないところ

はあります。費用面のこともございますし、距離ということもございます。文化芸術を通じていかに

交流を深めていくかということは課題であると思っております。 

 

委 員：私もローガン市との交流を拝見させていただいて、非常に良かったなという思いがありました。 

 

事務局：課題の一つとして、コーディネートするスタッフ側の体制が弱くなったということがあります。文化

国際財団の解散後については、文化芸術事業については総合文化芸術センターの指定管理者が引き継

ぎ、国際交流事業については一旦市の方で受けるというかたちをとり、担当課は観光にぎわい部観光

交流課で国際化施策を担当するということで、現在引継ぎの準備を進めております。 

 

会 長：コロナの状況は来年急速に収束することはないので、ネット上で音楽交流や国際交流をされています

から、そういう工夫をされればいいと思いますし、今からそういう計画も考えられたらとは思います。 

 

副会長：交流のところでは、ワークショップをもっとされたらいいんじゃないかと思います。若い人たちのグ

ループで色々な人たちを集めて話し合ってもらって、自分たちはこんなことができて、じゃあ一緒に

できるとか、そういう場を作っていかないとなかなか広がっていかないと思うんです。もう少し現場

レベルで、若手とか中堅とか一緒でもいいんですけど色々なグループ、全く違うグループの人と話し

合う場や知り合いになってもらう場を作って、市民の方からアイデアをいただくことが、これから大

事かなと思います。これから進めるのなら、そういったことを考えられるといいかなと思います。 
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委 員：第１回目というのは、なかなか動けないと思うんです。フェニックスホールが実施しておられるエヴ

ォリューション・シリーズは、企画を応募して、その企画が通ったら実際にホールで実現させてもら

えるのですが、美術でもなんでもいいのですが、そのようにアクティブに市民の方から発信するとい

うことが大事だと思います。 

 

会 長：ネーミングという面で委員からも意見が出ていましたけれども、市民総合文化祭というネーミングが、

もう少し格好よくならないか、その辺から市民の参画ができるような流れがあったらいいかなと思い

ます。 

 

副会長：人が集まって違う文化が交わるとすごく面白いものが生まれる。それを実感していただくと全然動き

が違ってくると思うので、目的が凄くなくてもいいので、色々そういう機会を作られたらいいのかな

と思います。 

 

会 長：募集の仕方もネットであったり、SNS であったり、今すごく応募しやすい環境が生まれているので、

その辺の工夫もされていくといいんじゃないかと。ネーミング募集も、昔は紙ベースでということで

したけれども、SNS などを活用されたら意外に面白いネーミングが、割と手間をかけずに集められる

かもしれませんね。 

 

委 員：どんどん市民に働きかけてみては。 

 

事務局：新しく試みることで総合文化芸術センターに対しての意識も高まっていくと思われます。 

 

委 員：12ページのアーティストバンクですが、情報をいかに展開するかが重要で、市も職員数が限られてい

るので、ひとりひとりに会っていく方法ではなくて、いかに発信をする人たちの情報の場をネット上

など用意して、集まってきた情報を活用して、いかに経費を使わずにソーシャルの世界を使って、情

報を集めるかということを考えるべきだと思います。世代による問題もあるのですが、やりたい人は

情報をすごく取りにきているんです。それと一般市民への開示という意味では、市のホームページに

限らず、ひらかたつーしんさんみたいなところに情報をキャッチアップさせて、市民に対する発信力

が強い媒体と情報を共有していく。逆に言うと彼らもネタ元を探している。視聴率を上げるバーター

的な情報発信というのもこれからの時代のやり方なのかなと。枚方市のアーティストバンクも、枚方

市すごいですよと僕も言っているんですけど、僕が知りたかったのは実際にどのように動かれている

のかなと思いまして。 

 

事務局：コロナ禍のなかで、WEB版というかたちで発信を続けさせていただいていておりまして、約 16組の登

録アーティストの映像を市の公式 YOUTUBEでアップしている状況です。今日はダンスの市川まやさん

による、コンテンポラリーダンスをアップいたします。委員のお弟子さんもご登録いただいて、WEB版

の発信をさせていただきました。幅広く集まっていただいていて、随時 YOUTUBEで発信しております

が、なかなか視聴回数が増えないというのが事実ではあります。 

 

委 員：知らなかったです。聞いていると、やってはいるのにと思います。 
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事務局：10月からコロナの関係で来場者の入場制限が緩和されていることも受けまして、枚方市としても感染

対策を厳守しながら事業を進めていこうということで、上半期はほとんど何もできませんでしたが 10

月からは随時事業を進めさせていただいております。現在は WEB版の方と、劇場で行う分とを両立さ

せながらアーティストバンクを活用させていただいているような状態です。 

 

委 員：お話しを聞いていると、僕が言っていることは既にされていて、活動はされているけれどもその枠組

みから抜けきれない。小さい発信があって、これは使えるなと思えるようなプロデュース能力のある

方がそれを総合して持ち上げていく。そして一個一個実務でやるのは大変なので、YOUTUBE や SNS で

いま持っている発信力というか、そういうものも捉えながらプロデューサーに任していく。あとは今

やられていることを、いかに僕らの世界でいくとリレーション、関係性として仕組みづくりに落とし

込んでいくのか。アーティストバンクも僕らでいうマッチングビジネスという、館が持っているクレ

ーム的な情報やニーズをいかに民間、いわゆる消費者に落とすかという意味で、今回珍しく市がアー

ティストバンク、使用料やお金は取らないけれども直接の使用料を一定、市が間に入ることによって、

変な詐欺にもならない担保性が保てる中で、活動促進を図るマーケットを合わせていくというのはや

っていると思うんです。市の中でも知られていない、そういうこともいわゆるアーティストバンクで

やっている仕組みなどを集めて、既にやられている発信を含めて、入口を合わせてもっていけばたぶ

ん出来るんだろうなという感覚があるので、いま持っているものを触り直していただいて、いかに効

率的に、もっと総合して、情報が展開していくことになるのかなと思います。 

 

委 員：高齢者対策というのもぜひお願いいたします。 

 

委 員：デジタル化の部分で、使いやすいものを使うということで。人生 100年時代ですから。 

 

事務局：市内のモールなどでもお話しをいただいていて、やはり枚方市が間に入っているということは信頼性

が高いのか、ご紹介くださいということで、ホテルでのパーティで演奏を披露してほしいとか、年末

やクリスマスイベントや忘年会のときなどに、今は若手アーティストの活躍の場が失われていますの

で、アーティストバンクが、いいかたちになりつつある。あとは委員がおっしゃっていたように、プ

ロデュース力というか、どう発信してもっと高めていくかだと思うので、今後検討して発信していけ

たらと思います。 

 

委 員：あとはコロナということで、チャンスだなと思っていることはオンライン・オフラインを対コロナで

も出来るホール、できる行政というところで、今、手を挙げて前へ進めば、たぶん日本でトップクラ

スになるチャンスになる。今スピード感を持って対コロナに対するアウトプットを早めに出すことに

よって、アーティストからの注目力だとか、枚方市に行けばこういう演目ができるんだとか注目され

ることもあると思うので、今がスタートダッシュしやすいのではないか。指定管理者も含めてですけ

れども、対コロナ対策がとれている文化芸術の在り方とはこういうことだ、みたいな。徐々に無くな

ることではあるんだけど、また起きることがあるということで、ダブルスタンダードを持てるという

ことは、すごく重要なチャンスなんじゃないかなと思います。 

 

事務局：劇場に来ていただいて、鑑賞いただくことも大事なんですけども、有料の YOUTUBEでの公演などもあ

るかと思うので、指定管理者とも相談させていただいているところです。施設を使っていただいて録
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画と言いますか、YOUTUBE に有料で発信するようなことも出来るような設備を整えられないかという

検討をしています。われわれはまだ開館前の準備段階なのでチャンスではないかという話もさせてい

ただいていています。来ていただくことが第一前提なんですけれども、withコロナという考え方で、

メディアでの発信というのも検討しております。 

 

会 長：ありがとうございました。他にありませんか。 

 

委 員：９ページにホール等のネーミングライツの導入を検討されているという内容を書いておられますが、

ホール等というのは大ホール、小ホールというホール単位でやっていらっしゃるのですか。 

 

事務局：施設全体は枚方市総合文化芸術センターという名前を残して、大ホール、小ホール、イベントホール、

美術ギャラリーとあと別館にありますメセナホールの５つの施設にネーミングライツを募集してい

る状況です。兵庫芸文が大中小ホールでネーミングライツをされていますが、われわれもホール単位

のほうが、色々な方がご参加しやすいというか、金額もそれぞれ施設の規模に合わせて設定料金を変

えておりますので、幅広くご応募いただけたらと思っております。今月末まで募集をしている状況で

ございます。 

 

委 員：選定基準というのは、その枠で金額が決まっていらっしゃるんですか。 

 

事務局：最低金額を設定していて、その金額以上になれば、落札されるというイメージです。郵便で申請いた

だいて、一番高い金額を入れた方が落札するかたちです。 

 

委 員：ちなみに愛称というものはつけられるのですか。 

 

事務局：基本方針では、ロゴマークと愛称も考えていたのですが、まずはネーミングライツの方を優先的に決

めさせていただいて、ネーミングライツパートナー等のご意向も踏まえた中で、慎重に対応していき

たいと考えております。 

 

委 員：私の勤め先では、正式な館の名前を募集しますということで、投資はほとんどかからなかったのです

けれども、結果的には 1600通くらいの応募があって、大阪中之島美術館と書いてくださった方に対し

て、オープン展のチケットを差し上げますみたいなことをして、学校単位とかでも参加してくださっ

たんです。広報のツールとして愛称だったら有効なのかなと思ったりもします。 

 

事務局：知っていただくツールの一つとしてということですね。 

 

委 員：そうです。存在を知っていただくこととしてです。 

 

会 長：結構応募いただけるんですね。私どもの施設の場合も、実際に愛称募集をしたら 7,000通以上きて、

私とスタッフで対応したのですが、なかなかいいのがなくて。で、難しいんですけど施設名称全体に

関しては、うちの場合は自治体名が入っているのですが、枚方市でも枚方が入っている方が市民の意

識、シビックプライド、枚方市がこれを持っているというプライドに通じるのかなと。ただ収入面で
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は、各劇場にはネーミングライツを獲っていただいて、施設維持管理費や事業費に当てられるような

収入源にしていくというのは一つの考え方なのかなと。施設名称自身にネーミングライツを入れてし

まうと、どこのまちのどの施設なのか分からなくなってしまうので、そのような館もある中で、いい

判断ではないかなと思います。 

 

事務局：施設全体になりますと、道路標識等いろいろなところにネーミングライツ費以外の費用が企業に負担

がかかってしまうこともありまして、最終的にはネーミングライツ料に集中していただいた方がいい

んではないかという結論になりまして、各ホール単位ということになりました。ホールでしたら館の

中だけという話なので、もしネーミングライツパートナーが変わっても施設全体と比べると負担が軽

減されますし、会長がおっしゃったようなシビックプライドのようなことも考えると、施設名称とし

ては枚方市を残しておいた方がいいのではないかと考えました。 

 

会 長：そのほか、委員から何かありませんか。 

 

事務局：ご欠席されている委員からメールにてご意見をいただいておりまして、事務局の方からご報告させて

いただきます。 

計画の進捗につきましては新型コロナ感染拡大予防のため、中止や延期があったものの、概ね計画通

り進んでいることがわかりました。また、整理されている課題につきましても、妥当ではないかと思

いました。ただ、残念ながらまだコロナと共にある状況ですので、感染予防に努めつつ、コロナ禍に

あってこの間一気に進んだリモート技術の活用なども事業によっては行えるかと思います。このよう

な状況下で文化芸術の必要性を改めて実感している市民は少なくないと思っておりますので、このよ

うな時だからこそ積極的に発信していただきたい。というようなご意見をいただいています。 

 

会 長：ありがとうございました。では、その他の１ということで総合文化芸術センターの進捗状況を事務局

からご報告をいただいて、その後各委員おひとりおひとりからご意見頂戴しようと思っております。

ではまず事務局のほうからご報告をお願いいたします。 

 

事務局：（資料２枚方市総合文化芸術センターの進捗状況について説明） 

 

会 長：ありがとうございます。この進捗状況についての報告も含めまして、昨年、短期間で皆さんに集中し 

て議論していただいて答申を作ったわけですけれども、指定管理者も選ばれて、いよいよ総合文化芸

術センターがこれから動いていくわけですけれども、それに向けて各委員のお立場から色々なご意見

もあろうかと思いますので、ご意見を頂戴したいと思います。 

 

委 員：私の方からは、未来の枚方を支えるこどもたちを預かっている学校からということで、先日授業とし

ましてアウトリーチというかたちで、本校にプロのストリートダンスの方が来てくださいまして、体

育館で見せていただきました。プロの方の実際の演技について、照明の使い方も全然違うので、子ど

もたちが目をまん丸にして見ているわけです。そして終わった後も、ずっとパフォーマンスをしてい

た方と交流をしたくて教室に帰らないんです。その一部始終を見ていて、子どもたちにとってプロの

生の演技というのはものすごく大きな力を持っているということを改めて感じた次第です。ですの

で、こういう事業が一歩一歩前進していくにつれて学校や子どもたちも変わっていき、一歩二歩前進
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していくことがすごく嬉しいなと思いますし、また新しいホールができて、色々なプロの公演を見る

ことができたら、それは刺激にもなるでしょうし、もしかすると子どもたちの未来も変わってくるん

だろうなというところを直に感じているところです。報告の中にも、音楽会を教育指導課主導で、中

学校区で行っているということがあったと思います。その実態というのは、市民会館大ホールが使用

できなくなるまでは大ホールでさせていただいていました。現在行っている学校の体育館とは違い、

その時は皆が集まって、色々な学校の子たちがホールで歌う、そうすると声の響き方も全然違うです

けれども、今実施しているものは校区単位でなので会場の中学校まで歩いていくわけなんです。そう

すると、例えばうちの学校の場合であればその会場となる学校に行くまでに片道 40分くらいかかり、

３校が集まって行うのですが、40 分かけて行って、発表する時間は 30 分くらいで終了してしまい、

とてもよかったねと言って帰ってはくるのですが、帰るのにも同じく 40分かかるので、非常に効率が

悪い。実態はそのようなかたちなので、またこのホールができたら枚方市内の中学生・小学生が集ま

って、声が響く中で歌う経験をさせてあげると、また変わってくるんだろうなと。体育館は声も響か

ないし、寒いし、それこそ運動場で活動している声も響いてくるし、その様な中で行っているので、

ホールにはとても期待しているところなんです。上海市長寧区にも毎年、学校から作品を送っている

分についても、作品を送るだけで、作品を見てその後にどのような反応があったんだろうとか、よく

分からないまま終わってしまっていることがあるので、それこそ今はネット環境も進んでいるから、

現地の子どもたちからこのような反応があったとかを発信してもらえたらと、学校としてもタブレッ

トなどが入ってきている時代なので、こんな風に現地の人たちは私たちの作品を見て喜んでくれてい

るんだなとか、こんな感想を持ってくれているんだなとか、そういうやりとりもできていく、今まで

に無い次の時代が今すぐそこに来ているんだろうなという感想を持っています。 

 

会 長：新しい施設でも中学１年生全員が大フィルの演奏を鑑賞するという計画は進んでいるみたいですが、

それに向けて小学校の段階から色々なかたちで、委員もおっしゃられたように重層的に本格体験が出

来ていける場というか、逆にこどもたちが発表できる場というものが積み上がっていくような構造が

出来上がっていくと、一過的に何かを聞きに行くだけというかたちではなくて、たぶんその子たちが

大人になったら自分たちが演じる側になったり、鑑賞する側にまわったりだとか、急には出来ないか

もしれませんが、何かそのような仕組みを、時間をかけながらビジョンを持って進めていけたらと思

っています。 

 

事務局：われわれとしても、教育委員会といろいろと相談しながら事業を実施させてもらっているんですけど、

教育委員会で行っている事業についても、しっかりと連携をとりながらやっていくことで、委員もお

っしゃられたように、小学生の時にぜひ施設を使っていただいて、せっかく立派な舞台も出来上がり

ますので、晴れの舞台で合唱を披露していく経験を作っていきたいと思います。貴重なご意見をあり

がとうございます。 

 

会 長：では次の委員、お願いいたします。 

 

委 員：新しい施設は具体的な壁の色とかは分からないんですが、作品を展示してもとても見栄えがすると思

うんです。ですから、そのようなところで本物の、今枚方にいらっしゃる個人の方の個展であるとか、

グループ展であるとか、そのような本物をとてもきれいに展示していることによって、おそらく子ど

もたちも憧れるでしょうし、ひいては京都とか大阪からも、枚方市のあそこで展覧会を開催したいと
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思ってもらえるような、すごく使いやすい施設になったらいいなと切に思います。それから市が所蔵

品を沢山お持ちであるので、そのようなものを展示する枠というものを続けてもらい、またそれを見

に来られる方もいらっしゃると思いますので、とても楽しみにしております。 

 

事務局：今回少し大きめの美術ギャラリーができましたので、大きい作品を展示することも可能になってくる

かと思いますし、いろいろ PR する中で稼働率を上げていって良い施設にしていきたいと思っており

ます。また、市所蔵品の公開スペースを美術ギャラリーの前に設けております。美術の方にもしっか

り興味を持っていただけるようなかたちで進めていけたらと考えておりますので、ご指導のほどお願

いいたします。 

 

会 長：ありがとうございました。では次の委員お願いします。 

 

委 員：先ほど申し上げた国際交流と関連する話しですが、音楽に関する日本人と海外の子どもの捉え方とい

うものは違うように感じられます。海外の子どもは音楽を自分たちのものと捉えており、身近にあると

いうか、積極性というかそのような違いは何かなと感じております。芸術は創造性を刺激することにも

なるし、新しい価値観の転換のきっかけになるのかなと、その点で今回新たなかたちで取組んでいくこ

とは非常に大事であると思います。一つお願いしたいことは、音楽と医療を結びつけることで、認知症

予防ダンスなんかも良いのでは思います。枚方市は医療都市と言われておりますので。また、以前取組

んでいた枚方こどもミュージカルなども集客が見込めます。それと新しい会館が出来たときに価格帯

について社会包摂という考え方を取られていますので、金銭的な面で施設に行けない方が無料で参加

できるとか、あるいは年代的に価格を設定して参加を促すとか、やはり沢山の方に来ていただいた方が

効果がある。価格の設定の面でも考慮して欲しい。あともう一つ私どもが紹介したいことは、吹田市が

開催しているホールや前の芝生を使っての地域産業の展示です。企業等にも参加してもらうやり方も

あるのでは。それともう一つ、周辺への効果ということではホールだけではなくて、近隣地域などまち

全体でジャズをテーマに（枚方宿ジャズストリートが開催されているので）市民音楽祭をやるとかです

ね、色々と地域に目を落とせば浮かんで来ると思うのですが、そのような広がり連携を期待したいと思

っております。 

 

会 長：去年の答申でも、市も市民も事業者も学校も含めた総合的な取り組みということを書き込んだわけで

すけれども、今の施設前広場の活用なんかも指定管理者の方でも色々とアイデアが出てくると思うの

で、その辺とうまく連携をできるような流れにしてほしいです。 

では次の委員のほうから。 

 

委 員：コロナ禍の中で不動産を含め、商売したりしている立場では、２つの価値という意味で、先ほど他の

委員からもあったように情緒的価値、いわゆる感動したり、人と触れ合ったりという今後伸びるだろ

う情緒的価値と、もうひとつは機能価値といわれるネットを使って、利便性を含めてのデジタル、今

の小学生の世代というのはデジタルネイティブといわれていて、生まれた時からネットを見ている世

代、世の中の価値としては、情緒的価値と機能的価値があり、それらを選択する、自己選択ができる

ということ。これはもうネットで買えばいいとか、これは行って食べなきゃいけないとかっていうこ

とを自己選択できる、逆に自分が判断力を持たなきゃいけない時代になっていることも事実で、そう

いうことを踏まえて先ほどお話ししたとおり、ネットというデジタルの世界を使いながら、世の中で
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いうとインクルーシブ、いわゆるインクルーシブビジネスとインタラクション、いわゆる人との相互

作用、それを両立させていかなければいけないということで、洋服でもオンラインで勝負するのと、

店舗に来て、アドバイスして着てもらって買ってもらう、それを両立させていくということがこれか

ら重要になっていくので、早くからそれに取り組むというのが、逆に言うと情報も集めやすいので重

要なのかなと思っています。 

もう一つはこれからの時代というのは、時間、いわゆる共働き率が６割から７割になってきていて、

世帯収入でないともたない世界になってくる。そうすると文化芸術に対して、クレーム的な言い方を

すると時間外ですと一言で終わってしまうことが、実は文化芸術の横にある世界で、でもその人たち

に逆に触れ合ってもらったり、子どもと接することに時間をとってもらうと、先ほど他の委員もおっ

しゃったように、駅前で求められるビジネスというんですか、逆に子どもを預かったりとか、そうい

うホールだけでは抱えられない問題をいかにまちづくりのなかに入れ込んで、子どもたちも含めて時

間を作ってあげる仕組みが必要なのかなと。逆に子どもだけだと、お母さんにいくら話しても、お母

さんにその感覚がなかったら子どもは盛り上がらないのでそう意味では家族、親も含めてまち全体が

そういう時間をとってあげられるまちづくりをしなきゃいけない。僕らもそういう意味では枚方のま

ちをよくする、活性化させるという意味で、文化芸術というものは一種のスキル、人を呼んでマーケ

ットを作っていくということをやらなければいけない。ぜひそれを一緒にやらせていただきたいなと

思っています。 

 

会 長：委員もそれぞれのお立場で連携ができるといいですよね。 

 

委 員：T-SITEも人は戻ってはいるんですけれども、今まで売れていたものが売れなくなっているんですよね。

ネットで買うことに慣れているから、現場で買うものにはそれなりの感動感とか限定感がないと買わ

なくなっている。人が集まって得るものが無くなると続かなくなるんだなあというのは今回実感しま

した。 

 

会 長：ありがとうございました。では次の委員お願いします。 

 

委 員：高齢者のことも対象に、コロナ禍で本当に高齢者の方々が閉じこもりがちでしたので、色々な不自由

を味わっていらっしゃるかと思いますので、そのような人たちをまた引っ張り出してあげられるよう

に。高齢者にとっては、枚方の広報誌が一番なんです。なので書いていただいたものを見て、こうい

うような事業があるからこれに参加しようか、このような行事があるから見に行こうかといって、今

は出にくいような状態ですけれども、だから目に見える化をお願いしたいです。 

 

事務局：総合文化芸術センターの事業につきましても、広報誌に紙面をしっかりとらせていただいて、先ほど

委員からも SNSの発信とか、もちろん紙媒体を含めて、会員制度も設けますので、色々なツールを使

ってホールに来ていただくことが大事ですので、最善の努力をしようと思っております。 

 

委 員：若い世代に対する情報発信と高齢者に対する情報発信の両方をよろしくお願いいたします。それから

私の本職であります日本舞踊の方ですけれども、皆さん劇場ができるのを本当に楽しみにしておりま

す。各流派の方々で市民会館大ホールをお借りして、色々なことをしてきたんですけれども、現在は

高齢化してきましたが、今度新しい劇場ができましたら、また上演をすることも考えたいと思ってお
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りますし、先生方にも大阪や京都まで出なくても枚方に新しい立派な劇場ができますということを、

わたくしも申し上げていきたいです。 

 

会 長：新しい劇場ができるとお客様の注目も変わってきますから、ぜひまた委員も頑張っていただいて。 

では次の委員よろしくお願いいたします。 

 

委 員：これまでの会議を踏まえて、私が枚方の文化芸術に対して思ったことは３つあるんです。１つ目はア

ーティストバンクをぜひ充実して拡大していってほしいなということ。今は若手のアーティストに絞

ってやっていただいているんですけど、いずれは枚方出身の大御所のアーティストとかもそこを通じ

て流れるようになったら、どんどん面白い環境が生まれてくるんじゃないかなと思ったり、アーティ

ストバンクを通じて枚方で芸術家が育っていって、もし枚方を離れたとしてもアーティストバンクを

通じて枚方と繋がれたり、枚方に貢献したいなという魅力的なまちであることが第一なんじゃないか

なと思いました。２つ目は市だけではなく、市だけという一つにまとまらず、すごく大きな視野で文

化芸術が広がっていって育っていけばいいなと思います。このセンターができることで、もしかした

ら今コロナで苦しんでいる芸術家とか芸術家じゃなくても、そういう人たちが救われるかもしれない

なと思います。そのような使命感をもって、部署とか企業とかジャンルが違うからとかに囚われずに

積極的に連携をとって、これからの企画とかが進んでいけばいいなと思います。３つ目は情報発信と

収集はすごく大事だと思うので、どんなツールとかデザインを使って、今後、枚方の文化芸術を広め

たりしていくのかは、ぜひ力を入れてもらえたらいいんじゃないかと思いました。 

 

会 長：３つとも貴重なご意見だと思います。特に色々なかたちでいいものやっていたとしても、情報発信が

なければ、市民の目に触れないというところがありますから、その辺の仕掛けというのも新しい指定

管理者に苦労をしていただかなければなりません。今後、市の側も市のチャネルを使った広報をして、

ぜひ連携していきながら広めていっていただけたらと思います。では次の委員お願いいたします。 

 

委 員：私は実際に施設を利用させていただく演奏家という立場での質問なのですが、私が所属する協会も運

よく無事にくじ引きが当たりまして、来年度にコンサートが開催できるようになりました。実際に小

ホールを使わせていただくうえで、これから動いていくわけですけれども、情報発信という意味で、

一つの団体が演奏会をするときに、馴染みが無い方とか、縁がない方へは情報が届かないですし、自

分から掴みにいけないと思うので、ホールにどれくらいチラシを置くスペースがあるのでしょうか。 

 

事務局：今後、工事が終わった時点でロビーを中心に、スペースを確認しながらラック等を購入していきたい

と考えていますが、総合文化芸術センターだけではなくて、私どもの所管施設である生涯学習市民セ

ンターや、図書館などで、配架することも可能ですし、今後、設置場所も多い方が目に触れる機会も

増えると思いますので、考えていけたらと思っております。 

 

委 員：ホールによっては、今月の演奏会イベントみたいなページがあり、センターでも、ここ１、２カ月の

イベントが分かるものがあれば、普段は興味がないジャンルにも、表の中にあればちょっと行ってみ

ようかなというようになっていただけるといいかなと思います。 

 

会 長：新しい施設でもきっちりしたわかりやすいホームページを作成して、自主事業・貸館事業を問わず、
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情報は均一に掲載して、チケットを購入できるシステムみたいなものを指定管理者のほうでも考えて

おられるところです。 

 

委 員：ご協力というか窓口になっていただける可能性はあるということですね。 

 

会 長：そうです。逆にそうしていただかないと利用の促進が進まないので。 

 

事務局：私どもの協会の音楽を聴かれた方が指定管理者の自主事業の方も聞いてみようかなというふうに繋が

っていくだろうし、逆のケースもありますので、自主事業・貸館事業という違いをつけず、情報発信

していき、賑わいを作っていくことが施設の使命でありますので、しっかりと館で何をやっているの

かを紙面では限界がありますので、どこまで掲載できるのかというのは指定管理者と協議になってい

くかと思いますけれども、WEB の媒体につきましては無限とはいいませんけれども一定掲載すること

も可能だとは思いますので、館に来ていただいて満席にするということが我々の最終目標であります

ので、先ほどから各委員からおっしゃっていただいているように、どのように広報発信、情報発信を

していくかということは、施設の未来を担う重要なことだと思いますので、大胆にといいますか今ま

での固定観念に縛られることなく進めていかないといけないと思っております。 

 

会 長：委員もおっしゃるように自主と貸館の区別なく、例えばチラシなんかはきっちりラックの整理もそう

ですけどインターネットの情報サイト上に PDFで貼れば、チラシそれ自体が取り出せるわけですので、

色々な工夫ひとつであまり大きな費用をかけず、きちっと貸館の利用者の方からも情報が入れば、そ

れが反映できる仕組みみたいなものが簡単に今はできるので、そのことが逆に貸館利用者もまた来年

もやってみようというようなことに繋がっていくことで、ホールの利用の稼働率も上がっていくわけ

ですから、ぜひそういう工夫は必要だと思います。 

 

委 員：サポートしてくれるホールだということが大事ですね。 

 

会 長：それは舞台技術面も含めてですけれども、それから広報の面、プロモーションの面も含めて何か指定

管理者側からのサポートみたいなものがありながら、貸館の利用者が今までの市民会館と違う動きが

できるような流れができたらなと思います。ぜひ実現してください。 

 

委 員：もう１点だけ、さきほどもコロナ禍でいつまでこの状況が続くのかというなかで YOUTUBEとか WEB配

信とか有料配信コンサートというものは、この先続くような気がします。 

 

会 長：まだまだ過渡的段階ですよね。それと有料で行う場合は、製作費とか著作権が。YOUTUBE にのっけた

り有料でやったりするとね、これからの研究課題ではないですかね。各アーティストも自分がどう発

信していくかとか、プロモーションという意味では無料で発信するのはいいんですけれども、個人の

単位でのっけると著作権がかからないんですけれども、業としてのっけると著作権がかかってくるの

かなと。意外と楽曲によったら高くかかるので。 

 

事務局：アーティストバンクの WEB版においても、曲目によっては普通のコンサートでかかる著作権に比べ、

すごく高くなったりすることもあり、逆に今アーティストバンクで、予算との関係で曲目を変更して
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もらうこともあります。 

会長もおっしゃっていただいたように今は過渡期であると思っています。ただ、これからできる施設

なので、そういったことを見据えてやっていかないといけないとは思っていますので、指定管理者の

構成団体である大阪共立が、舞台技術を担って WEB媒体の検討はしています。アーティストバンクの

WEB 版については、コロナ禍の中でなかなか活動の場が無い中で、演者の方にも WEB 版を通して演奏

や踊りを披露できることをすごくお喜びいただいているということもありますので、新しい施設にな

った時にもっといいかたちで発信して広まるようなかたちを、今後考えております。 

 

会 長：では最後になりましたが副会長お願いします。 

 

副会長：私からは２つありまして、１つはひらかたジュニア吹奏楽団というのをせっかくアドバイザーもつけ

てやっていらっしゃるので、結構本格的にやってみたらどうかと。子どもたちが元気というのは、み

んなに元気を与えるし、アピールにもなるし、芸文センターでも楽団の方は PACだけでなく、子ども

さんの方もすごく人気ですよね。なのでせっかくだから中学校、高校のお稽古ではなくてクリニック

を支えるというか、かなり本格的にやってごらんになってはどうか。枚方はこんなことができるんだ

という感じになって、アピールができるんじゃないかなと。音楽に親しむ機会にもなるし、せっかく

やられるなら気合を入れてやってごらんになられたらどうかという一つの提案と、それからもう一つ

は芸文センターでもそうだし、金沢 21世紀美術館もそうですが、美術館というのはすごく新しいもの

だといわれていて、どっちにも共通だと思うんですけど、まちに開いていくという、その公園とかい

うだけでなくて、商店街とかすごくやっていらっしゃいますよね。21世紀美術館の初代館長もすごく

歩き回って必ずポスターを貼ってもらうようなこととかやってらっしゃるんですよね。やはりみんな

で盛り上げるというムードを作ること、T-SITEではやっていただけると思いますけど、それ以外のと

ころでも大きなコンサートがあるときに貼られるとか、普段からこう毎月何をやっているのか分かる

ものがあるとか、色々なかたちで協力していただいて、置いてもらえるとかそういう活動をしていく

ことによって、告知にもなるし、市民の方たちだけでなくて、商工会の方々とかお店の方とか積極的

にやられたら、お互いにやればそれが賑わいにもなり、もてなされる感がすごくあるでしょう。でき

たらギャラリーもあるからできるなと思うんですけれども、オープンな空間というもの、いつもお金

を払ってコンサートに行くだけじゃなくて、もう少し気楽にホール自体を楽しめるような、そういう

仕掛けもいるのかなと思うので、芸文センターのまわりもそうだけど中も自由にいけますし、ああい

うのもすごく誇りになるというか、自分たちにとってすごく近しいものになる、すごくいいアイテム

だと思うんです。その辺のことも少し意識してお金をとる公演だけじゃないようなものも少し考えて

いただいて、みんなが親しく入ってこれる、そこでまたもう一度行きたくなるというようなのもやっ

ていただけたらいいかなと思います。 

 

会 長：皆さんそれぞれから貴重な意見を頂戴しましてありがとうございました。最後に私から言うことはほ

とんどないのですが、答申に書いたことが全てだと思っております。このかたちを市側と指定管理者

の中でどういうかたちで履行していただくかが、これからの流れなんですけれども、ただ指定管理者

にだけ任せていくということではなく、この答申の中でも書いているように、市民も事業者も芸術家

も教育関係者らも、みんなそれぞれの立場から協力し合って、このまちの文化を振興させていきなが

ら、新しい文化施設がまちのひとつのみんなの広場という言い方にもなっていますけれども、みんな

の広場という格好になって、そこを中心にしていきながら、まちづくりというか駅の両側に含めた拠
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点になりつつ、人の交流を招いていく、そういうまちになっていくということが望ましいことで、い

よいよこれからっていう時期だと思います。この審議会でこのメンバーで集まることは残念ながら今

日までなのですが、また新しい施設でお目にかかれる機会も多数出てくるのではないかと思います。

みんなで枚方を盛り上げていくような、私も枚方市民じゃないんですけれども今年で７年目か８年

目、文化芸術振興条例を作るところから携わっていて、準市民みたいなかたちになっています。また

皆様とお目にかかれる機会がありましたらと思っております。皆様本当に２年間ありがとうございま

した。あと事務局の方から何かありますでしょうか。 

 

事務局：本日の議事録ですが、事務局で作成いたしまして、各委員の皆様にメールで送付させていただきます

ので、ご確認いただきますようお願いいたします。事務局からは以上です。 

 

会 長：では最後に事務局からご挨拶いただきます。 

 

事務局：本日も大変貴重なご意見ありがとうございました。冒頭に申し上げたら良かったのですが、総合文化

芸術センターは枚方市駅周辺再整備のキックオフという位置づけになっております。また、総合文化

芸術センターができることによりまして、議会の方から駅ピアノのようなことも音楽の裾野を広げて

いくのにいいんではないかというアイデアが出てくるような雰囲気になっております。総合文化芸術

センターができることによって枚方の文化芸術の裾野を広げていくことができるのではないかと考

えておりますので、また引き続きよろしくお願いいたします。 

委員の皆様におかれましては 2年間、様々な見地からご意見いただきまして誠にありがとうございま

した。来年 9月に総合文化芸術センターの開館を迎えるなか、皆様には平成 30年 12月枚方市文化芸

術振興計画を踏まえた拠点施設の運営についてということで諮問させていただき、タイトなスケジュ

ールのなか答申をいただきました。1回あたり 3時間を超える会議になったこともありまして、会長、

副会長をはじめ委員の皆様には大変ご負担をおかけしたと思っております。おかげさまで答申をまと

めることができ、また答申後も本日を含めましてご意見を闊達にいただいており、皆様からいただい

たご意見につきましては、来年 9月に開館する総合文化芸術センターの施設運営にしっかりと反映さ

せていきたい、そして市民も皆様に喜んでいただける施設として参りたいと思っておりますので、引

き続きよろしくお願いいたします。 

皆さまには今後とも各方面からお力添えいただくことをお願いいたしまして、終わりの挨拶とさせて

いただきます、2年間本当にありがとうございました。 

 

会 長：ではこれをもちまして、第 6回文化芸術振興審議会を終わらせていただきます、皆さま本当にありが

とうございました。 


