
 

  
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] 

案 



1 

 

Ⅰ文化芸術活動を通じて交流するまち 

 

１．市民の文化芸術活動の機会の充実 

■市民の積極的な文化芸術活動を支援し世代間や地域社会での交流を深め、活動の場を広げます。 

 

〈令和元年度の主な取組〉 

・〈新規〉地域の文化芸術活動を支える施設での文化芸術事業として、連携協定を締結している

大阪フィルハーモニー交響楽団のメンバーによる室内楽演奏会を年 3 回開催しました。（本

来は年 4 回であったが、3 月に予定していた演奏会は新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め、来年度に延期しました）（文化生涯学習課・文化国際財団） 

・〈新規〉市民の本格的な文化芸術の鑑賞機会として、連携協定を締結している大阪フィルハー

モニー交響楽団の主催公演への市民鑑賞補助を実施しました（年 5公演）。（本来は年 6回で

あったが、3 月に予定していた公演が新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となりま

した）（文化生涯学習課） 

・市民会館大ホールが平成 30 年 6 月の大阪北部地震により使用不可となったため、メセナひ

らかた会館などを代替施設として活用し、事業を実施しました。（文化国際財団） 

・市民が創作・練習し、発表する場の提供や発表に伴うサポートとして、「市民合唱祭」、「吹奏

楽フェスティバル」などを実施しました。また、市民ギャラリーで企画展、工芸展、公募展

などの市主催展を 9回開催しました。（文化生涯学習課・文化国際財団） 

 

〈今後の課題〉 

○ 文化芸術活動の拠点施設での優れた文化芸術事業の実施 

幅広い文化芸術公演の実施が必要な中、市民会館大ホールの代替施設として大学施設を借

用して実施してきたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、実施が困難な状況にある

こと。 
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Ⅰ文化芸術活動を通じて交流するまち 

 

２．子どもや若い世代の文化芸術活動の機会の充実 

■子どもや若い世代が優れた文化芸術を鑑賞し、体験する機会の充実により、子どもたちの感性や

想像力を育みます。 

■子どもや若い世代が自ら積極的に文化芸術を創作し、発表する機会の充実を図ることで、子ども

たちのやる気や励みにつなげます。 

■子どもや若い世代を対象とした市民の文化芸術に関する活動を支援します。 

 

〈令和元年度の主な取組〉 

・〈新規〉総合文化芸術センター開館プレ事業として、文化芸術アドバイザー・辰巳満次郎氏の

企画による「能楽体験教室・こどもの部」（古典芸能）を実施し、公募の小中学生 36人が夏

休みに 8回のワークショップを受講し、発表会で香里能楽堂の舞台で一人ずつ舞を 1曲披露

する体験をしました。（文化生涯学習課・文化国際財団） 

・〈新規〉文化芸術アドバイザー・市川克明氏の企画による「吹奏楽クリニック」を実施し、市

立中学校の吹奏楽部に所属する中学生 407人が参加して、楽器パートごとにプロの指導者や

奏者から指導を受ける機会をつくりました。（文化生涯学習課・文化国際財団） 

・未就学児が参加できる文化芸術事業として若手芸術家支援事業「アート・スプラウトシリー

ズ パフォーミングアーツ」において、未就学児も入場可能なピアノ連弾コンサートを開催

しました。（文化生涯学習課） 

・各地域子育て支援拠点で、乳幼児の親子向けに音楽会やおたのしみシアターを実施し、地域

の親子が身近に文化芸術を楽しめる機会をつくりました。（私立保育幼稚園課） 

・小学 3年生から高校 3年生を対象とする「枚方市少年少女合唱団」が、枚方公園青少年セン

ターを拠点として活動を行っており、令和元年度は「ひらかたまつり」「枚方市民合唱祭」等

の 4イベントに参加しました。（子ども青少年政策課） 

 

〈今後の課題〉 

○ 未就学児が参加できる文化芸術事業の実施・支援 

高いニーズに応えるため、事業の継続的な実施を検討すること。 

○ 子どもや若い世代が創作・活動し、その成果を発表する機会の創出 

吹奏楽クリニックの実施を踏まえ、令和 2年度に結成する「ひらかたジュニア吹奏楽団」

について、継続実施に向けた手法を模索すること。 

 

  



3 

 

Ⅰ文化芸術活動を通じて交流するまち 

 

３．学校教育における文化芸術活動の機会の充実 

■学校と連携し、文化芸術活動の拠点施設（現市民会館・（仮称）総合文化芸術センター）で、優れた

文化芸術を鑑賞し、伝統文化等に対する理解を深める機会の充実に取り組みます。 

■学校において、学年に応じた文化芸術に関する体験学習等を実施し、文化芸術教育の充実に取

り組みます。 

■芸術家等と学校や学校を支える団体との連携に対し必要な協力や支援を行います。 

 

〈令和元年度の主な取組〉 

・〈新規〉「中学校オーケストラ鑑賞事業」を、市立中学校の 1年生を対象に関西外国語大学谷

本記念講堂で開催し、連携協定を締結している大阪フィルハーモニー交響楽団の生演奏を、

応募した市立 11中学校（生徒約 1,900人）が鑑賞しました。（文化生涯学習課） 

・〈新規〉文化芸術アドバイザー・平田オリザ氏による「コミュニケーション授業」を実施し、

応募した市立 7 小学校（6 年生対象）が、演劇を通してコミュニケーション方法を学びまし

た。（文化生涯学習課） 

・「枚方市小学校合同音楽会」を中学校区単位で小・中学校の体育館で実施し、45校が出場し

ました。（教育指導課） 

・「市内公立中学校生徒美術展」を市民ギャラリーで開催し、各公立中学校の美術部生徒による

作品発表の場を提供しました。（教育指導課） 

 

〈今後の課題〉 

○ 文化芸術活動の拠点施設での芸術鑑賞会の開催 

総合文化芸術センター開館後は「中学校オーケストラ鑑賞事業」を全市立中学校を対象に

実施できるようにすること。 
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Ⅰ文化芸術活動を通じて交流するまち 

 

４．障害者等が活発に文化芸術を行うことができる環境の整備 

■障害者や高齢者、子育て中の保護者などで配慮が必要な方など、誰もが活発に文化芸術活動を

行い、その活動を通じた交流を行うことができる環境を整え、ニーズの把握に努めます。 

 

〈令和元年度の主な取組〉 

・〈拡充〉アウトリーチ事業で、アーティストの訪問先を従来の病院や高齢者福祉施設に加え、

児童発達支援センターでも実施しました。（文化生涯学習課・文化国際財団） 

・映画会の上映にあたって、デジタル補聴システムの貸出を行いました。（文化国際財団） 

・総合福祉センターや総合福祉会館のロビーを活用したコンサート（ライブ）を実施し、施設

を訪れた利用者が気軽に文化芸術を鑑賞できる機会を創出しました。（健康福祉総務課・地

域健康福祉室（長寿・介護保険担当）） 

・各地域子育て支援拠点で、親子で楽しむコンサートやおたのしみシアター等を実施し、乳幼

児親子が文化芸術に触れる機会を提供しました。（私立保育幼稚園課） 

・総合福祉センターで、活動団体が日頃の成果を披露する文化祭を開催しました。（地域健康福

祉室（長寿・介護保険担当）） 

 

〈今後の課題〉 

○ 障害者や高齢者、子育て中の保護者などが自ら創作・活動した成果を発表する機会の創出 

福祉や子育て施設などが主体となって実施している事業や施設での文化祭だけでなく、文

化芸術に係る事業として継続するために、文化芸術の拠点施設においてもこうした事業を実

施するよう検討を進めること。 
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Ⅰ文化芸術活動を通じて交流するまち 

 

５．国内及び国外の文化芸術活動を行うものとの連携及び交流 

■他都市の文化施設との連携により創造発信事業や優れた鑑賞事業に取り組み、より効率的、効

果的に事業を実施します。 

■様々な分野の文化芸術団体の相互交流を促進します。 

■文化芸術を通じた友好都市交流に取り組み、都市交流や国際文化理解を深めます。 

 

〈令和元年度の主な取組〉 

・〈新規〉総合文化芸術センターで、異なる分野の活動を行う市民が交流する機会となる

「（仮称）市民総合文化祭」を開催するため、市民の文化芸術団体と意見交換会を開催しま

した。（文化生涯学習課） 

・国際交流のボランティアグループが集まって年 1回開催している「多文化フェスティバル」

において、南米アメリカのフォルクローレや韓国のチャンゴの演奏、ザンビアやフィリピ

ン、中国のダンス・舞踊など多彩なステージイベントを開催しました。（文化国際財団） 

 

 

〈今後の課題〉 

○ 他都市の文化施設との連携による共同制作・巡回公演等の実施 

総合文化芸術センターで、他都市との連携による事業を実現するための方策を検討するこ

と。 

○ 国内外の友好都市との音楽や絵画などの文化芸術を通じた相互交流の実施 

本市の海外友好都市と連携した事業を検討すること。 
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Ⅱ文化芸術を育み、発信するまち 

 

１．文化芸術に対する市民の関心及び理解を深めるための普及啓発 

■気軽に参加できる様々な文化芸術を鑑賞する機会の充実を図り、市民の観たい、聴きたい気持ち

に働きかけます。 

■公共施設などにおけるアウトリーチ活動により、意図せず文化芸術に触れ、楽しむことができる空

間を作ります。 

■文化芸術を学び、体感する機会を提供し、文化芸術に対する理解を深めます。 

 

〈令和元年度の主な取組〉 

・〈拡充〉枚方市若手芸術家支援事業 アート・スプラウトシリーズ パフォーミングアーツの

開催回数を年 5回に拡充し、いずれの回も早々に整理券の配布が終了するなど、身近に文化

芸術を楽しむ機会として定着してきました。（内 1 回は新型コロナウイルス感染症の感染拡

大防止のため中止）（文化生涯学習課） 

・〈新規〉芸術家による体験・参加型ワークショップとして、文化芸術アドバイザー・辰巳満次

郎氏（古典芸能）による「能楽体験教室」を実施し、大人の部、こどもの部いずれも早々に

定員に達しました。（文化国際財団・文化生涯学習課） 

・〈新規〉芸術家による体験・参加型ワークショップとして、文化芸術アドバイザー・わかぎゑ

ふ氏（演劇）による「朗読・朗読劇」のワークショップと発表会を企画しました。（新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止）（文化国際財団・文化生涯学習課） 

・文化芸術活動の拠点施設の代替施設において、気軽に参加できる事業として、落語会、ポッ

プスライブ、映画会を実施しました。また、市民会館大ホールが平成 30年 6月の大阪北部地

震により使用不可となったため、市内大学施設やメセナひらかた会館などを代替施設として

活用し、鑑賞機会の維持に努めました。（文化国際財団・文化生涯学習課） 

・公共施設のロビーなどにおけるコンサート等として、中央図書館玄関ホールにおいてクラシ

ックの生演奏コンサートを 2 回開催しました（本来は年 3 回であったが、3 月に予定してい

たコンサートは新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）。（中央図書館） 

 

〈今後の課題〉 

○ 文化芸術活動の拠点施設で気軽に参加できる多彩なジャンルの文化芸術事業の実施 

より幅広いジャンルで気軽に参加できる事業を実施し、集客するための方策を検討してい

くこと。 
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Ⅱ文化芸術を育み、発信するまち 

 

２．特色ある文化芸術の創造に対する支援 

■特色ある文化芸術の創造を支援することで、まちの魅力を創出し、市民のまちへの愛着を深めま

す。 

 

〈令和元年度の主な取組〉 

・本市の歴史や風土、伝承文化などの地域資源を題材とした事業として、枚方宿鍵屋資料館で、

枚方宿ゆかりの引札（昔のチラシ）展や、枚方宿関連講座、「三十石船唄を歌う会」などの伝

統文化関連イベントを多数開催するとともに、旧田中家鋳物民俗資料館で、鋳造、七宝、彫

金、バーナーワーク講座などを多数開催しました。（文化財課） 

・市民の活発な文化芸術活動を発展させる取り組みとして、牧野生涯学習市民センターを拠点

とした「ひらかた人形劇フェスティバル支援事業」や、「市民合唱祭」、「吹奏楽フェスティバ

ル」「枚方市民メサイアフェローズ公演」などを実施しました。（「ひらかた人形劇フェスティ

バル支援事業」は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止）（文化生涯学習課・

文化国際財団） 

・枚方の伝承文化を題材にした文化芸術事業として、枚方歴史物語「火炎の蝦夷､阿弖流為」を

市内文化芸術団体との共催で実施しました。（文化国際財団） 

・文化庁の文化芸術創造拠点形成事業の採択を受け、芸術家と市民がともに舞台公演を創り上

げる「枚方シティオペラ公演スペシャルコンサート」を企画しました（新型コロナウイルス

感染症の感染拡大防止のため中止）。（文化国際財団・文化生涯学習課） 

・開催時間帯や公演の長さを工夫し、低料金で楽しめる「ランチタイムコンサート」をメセナ

ひらかた会館で開催しました。（文化国際財団） 

 

〈今後の課題〉 

○ 本市の新たな魅力となる文化芸術の創造に対する支援 

芸術家と市民がともに舞台公演を創り上げる「枚方シティオペラ」について、継続実施に向

けた方策を検討すること。 

○ オルタナティブスペースを活用した創造に対する支援 

一定の期間を使って創造支援につなげるような活用については、施設本来の目的を阻害し

ない範囲で検討すること。 
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Ⅱ文化芸術を育み、発信するまち 

 

３．文化芸術の振興に関し功績があったものに対する顕彰 

■文化芸術に関し功績があった人や優れた文化芸術活動を行っている芸術家等に対して顕彰を行

い、奨励するとともに、その活動を広く発信します。 

 

〈令和元年度の主な取組〉 

・市民文化賞を 4件贈りました。（総務管理室（総務管理担当）） 

 

〈今後の課題〉 

○ 功労賞や奨励賞などの新たな顕彰制度の創設 

文化に係る市民奨励賞及び市民功労賞の創設に向けて基準を整理すること。 

○ 受賞者に発表する機会を提供するなど、成果の披露等を通じた市民への還元 

市内在住の芸術家や芸術家を目指して学んでいる市民などの情報を収集する仕組みの構築

と、情報収集、集まった人材情報を活用できるような制度の構築を検討すること。 
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Ⅱ文化芸術を育み、発信するまち 

 

４．事業者、大学及び団体等が行う文化芸術に関する地域貢献活動の促進 

■事業者や大学、団体等が行う文化芸術活動支援（メセナ活動）に対する機運を高めます。 

■事業者や大学、団体等と連携し、新たな魅力づくりや魅力ある文化芸術事業に取り組みます。 

■学園都市ひらかたの特色を活かし、市と大学が連携した取り組みを推進します。 

 

〈令和元年度の主な取組〉 

・〈新規〉総合文化芸術センター内のホール等のネーミングライツの導入に向けて、募集内容に

ついて検討しました。（文化生涯学習課） 

・企業版ふるさと納税を活用して、企業 2社から総合文化芸術センターの整備に対して寄附に

よる支援を受けました。（文化生涯学習課） 

・枚方工芸会との共催で「ひらかた工芸展」を実施しました。（文化生涯学習課） 

・市内大学との連携により「ひらかた市民大学」を 5大学で実施しました。（文化生涯学習課） 

 

〈今後の課題〉 

○ 事業者や大学、団体等による文化芸術活動支援への働きかけ 

総合文化芸術センターでの冠事業の実施など、ソフト事業に関する支援について検討する

こと。 

○ 大学など教育研究機関等と連携したアートマネジメント等の人材の育成 

アートマネジメント人材の育成に必要な現場での実践について、その実現に向けた検討を

進めること。 
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Ⅲ文化芸術が継承される基盤の整った魅力あるまち 

 

１．文化芸術活動の拠点施設の整備及び活用 

■(仮称)総合文化芸術センターを整備し、文化芸術活動の拠点施設として活用するとともに、生涯学

習市民センターなどの地域の文化芸術活動を支える施設との連携により効果的な事業運営を行

います。 

■市所蔵の美術工芸品を保存・公開等を行う観点を踏まえて、美術館を含む本市の美術施策の推

進に関する基本的な考え方をまとめます。 

 

〈令和元年度の主な取組〉 

・総合文化芸術センター建設工事の建築工事、電気設備工事、機械設備工事、舞台機構設備工

事、舞台音響設備工事及び舞台照明設備工事を前年度から引き続き進め、植栽工事について

も、樹木の選定作業に着手しました。（施設整備室、文化生涯学習課） 

・総合文化芸術センターの利用方法に関する基本的な考え方の案を示し、市民の意見募集を行

うとともに、枚方市文化芸術振興審議会に「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」諮問し、令和元年 7月に答申を受けました。これらを踏まえて、条例改正と

指定管理者の募集を行いました。（文化生涯学習課） 

 

〈今後の課題〉 

○ 総合文化芸術センターを活用した魅力的な事業の推進 

平成 29年 6月に策定した「（仮称）枚方市総合文化芸術センターの施設運営について（基

本方針）」と「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)」を、総

合文化芸術センターの運営に反映していくこと。 

○ 文化芸術事業を支える市民ボランティア登録制度の創設 

総合文化芸術センターの施設運営の詳細とあわせた検討を進めること。 
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Ⅲ文化芸術が継承される基盤の整った魅力あるまち 

 

２．文化芸術活動の拠点施設における専門的能力を有する者の確保及び育成 

■(仮称)総合文化芸術センターにおいて、文化芸術事業を行うために必要な専門的能力や知識を有

する者の確保・育成に努めます。 

■他都市で優れた施設運営を行う文化施設と連携した研修等の実施により、(仮称)総合文化芸術セ

ンターの運営に携わる職員の資質向上に努めます。 

 

〈令和元年度の主な取組〉 

・〈新規〉4人の文化芸術アドバイザーを設置し、総合文化芸術センター開館プレ事業を実施し

ました。（文化生涯学習課・文化国際財団） 

・〈新規〉総合文化芸術センターの運営を行う指定管理者の公募において、専門性を有する人材

の配置と育成等について、仕様書に位置づけました。（文化生涯学習課） 

 

〈今後の課題〉 

○ 総合文化芸術センターの運営や事業を支える専門性を有する人材の配置 

総合文化芸術センターの指定管理業務の執行状況について、外部の専門家の意見等も踏ま

えて的確な指導・監督を行うことのできる人材を育成すること。 
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Ⅲ文化芸術が継承される基盤の整った魅力あるまち 

 

３． 地域における文化芸術の振興を支える人材の育成 

■市民と芸術家や文化施設をつなぎ、地域において様々な形で文化芸術の振興を支える人材を育

成します。 

■将来を見据えた文化芸術の振興に向け、芸術家を発掘し、育成に関する支援を行います。 

 

〈令和元年度の主な取組〉 

・〈新規〉「枚方市アーティストバンク」に、音楽や舞踊など 13個人、18団体（計 70人）のア

ーティストを登録しました。（令和 2年 3月末現在）（文化生涯学習課） 

・〈新規〉小学校へのアウトリーチ事業の実施校拡大に向け、アーティストバンク登録の若手

芸術家を対象とした研修を実施しました。（文化生涯学習課） 

・〈拡充〉市民の文化芸術にかかる企画事業を幅広く支援する制度として、「市民企画イベント

促進事業」を創設しました。選考会議で選ばれた 3事業に対して、会場確保や広報支援、補

助金交付などの支援を行いました。（文化生涯学習課） 

・枚方ゆかりの若手芸術家の発表の場を提供する若手芸術家支援事業として「アート・スプラ

ウトシリーズ パフォーミングアーツ」事業を年 4回開催しました。（本来は年 5回であった

が、2 月に予定していた事業は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、来年度に延期しま

した。）（文化生涯学習課） 

・市民を対象としたワークショップとして、発声練習や台本の読み方を学ぶ演劇ワークショッ

プを企画しました。また、「人形劇ステップアップ講習会」、「美術関連実技講座」を開催しま

した。（新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策のため一部、中止しました）（文化国

際財団・文化生涯学習課） 

・市内在住芸術家の発表の機会の提供として、「アートスプラウト」（ビジュアルアーツ）を実

施し、美術作品を市民ギャラリーと市役所庁舎内に展示しました。（文化生涯学習課） 

・枚方ゆかりの若手演奏家による「早春コンサート」を開催しました。（文化国際財団） 

 

〈今後の課題〉 

○ 人材育成と連動した活躍の場の創出 

先の「文化芸術活動の拠点施設の整備及び活動」とあわせて、活躍の場づくり等について

検討すること。 
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Ⅲ文化芸術が継承される基盤の整った魅力あるまち 

 

４．文化芸術に関する情報の収集、蓄積及び発信  

■文化芸術に関する各種情報を積極的に発信し、市民や文化芸術団体とそれらの情報を共有しま

す。 

■本市で培われた文化芸術や本市ゆかりの美術作品等を次世代へ引き継ぐという観点を踏まえ、

継続的な研究・保存・公開に取り組みます。 

■市民ニーズに応じた多様な情報発信手段により、効果的に情報を届けます。 

 

〈令和元年度の主な取組〉 

・〈新規〉2021 年に予定する開館に向けて情報発信を充実するため、総合文化芸術センターの

開館準備号として「ひらかたピアチェーレ」を年 4回発行しました。（文化生涯学習課） 

・大阪美術学校や枚方市ゆかりの作家の作品の保存・公開を年に 10回行い、御殿山美術センタ

ーや市役所別館 1階ロビー空間で、アートエキシビジョンとして本市ゆかりの美術作品を公

開する事業を開始しました。（文化生涯学習課） 

・情報誌「ひらかた文化」、くずはアートギャラリー情報誌「KAGI」を発行することで、コンサ

ートや展覧会の開催情報など市内の文化芸術に関する情報等を発信しました。（文化国際財

団） 

 

〈今後の課題〉 

○ 本市ゆかりの美術作品や関連資料の研究・保存・公開 

本市所蔵の美術作品の調査・研究を継続的に進め、適切に公開するための展示企画を行う

に当たり、専門職員などの人材確保について検討すること。 

○ 各種情報や作品・関連資料のアーカイブ化と活用 

指定管理者制度では事業者が交代することが想定されるため、関連資料等の長期的な蓄積

について検討すること。 

○ ホームページ、ツイッター、フェイスブックなど多様な情報発信ツールの活用 

有力な情報発信ツールである広報ひらかた、チラシ、ポスターなどの紙媒体での事業の周

知は継続しながら、ポータルサイトの構築などホームページ等の情報発信ツールも活用する

こと。 

  


