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Ⅰ アンケート概要 

 

１．目的 

 築５０年が経過した「市民会館（昭和３９年開館）」の建て替え整備に向け、施設・機能

等を検討する際の参考資料として活かしていくことを目的に実施した。 

  

２．調査項目 

  (１)回答者の属性 

  (２)現在の市民会館の利用に関すること 

  (３)建て替え後の市民会館に関すること 

  

３．実施期間 

  平成２６年１０月１５日（水）から平成２６年１０月３１日（金）まで 

  

４．実施方法・回答者数 

  総回答者数：６５０名 

  (１)電子申込システムでの受付  ：１７名 

  (２)下記の施設にて用紙配布・回収：６３３名 

高槻市役所文化スポーツ振興課 高槻市立城内公民館 

高槻市立文化会館（高槻現代劇場） 高槻市立真上公民館 

高槻市立生涯学習センター 高槻市立富田公民館 

クロスパル高槻 高槻市立三箇牧公民館 

高槻市立総合スポーツセンター 高槻市立北清水公民館 

高槻市立市民プール 高槻市立今城塚公民館 

高槻市立古曽部防災公園 高槻市立五領公民館 

富田支所 高槻市立磐手公民館 

三箇牧支所 高槻市立日吉台公民館 

樫田支所 高槻市立如是公民館 

阪急高槻市駅前行政サービスコーナー 高槻市立阿武山公民館 

阪急上牧駅前行政サービスコーナー 

高槻市立中央図書館 

高槻市立中央図書館関大ミューズ関大分室 

高槻市立小寺池図書館 

高槻市立芝生図書館 

高槻市立阿武山図書館 

高槻市立服部図書館 
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Ⅱ 集計結果 

  

１．回答者の属性 

  

①性別について 

  

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②年齢について 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

男性, 
47.1%

女性, 
52.9%

10代, 0.8%
20代, 4.4%
30代, 9.7%

40代, 12.0%

50代, 13.9%60代, 
21.0%

70代, 
30.5%

80代以上, 
7.8%
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２．現在の市民会館の利用に関すること 

 

Q２ 過去１年間に（現在の）市民会館を利用したことがありますか？ 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q３－① 利用方法についてあてはまる番号をご回答ください。（Q２であると回答された方） 

（複数回答可） 

 

323

108

125

48

81

0 200 400

コンサートなどの鑑賞やイベントへ

の参加

コンサートやイベントへの出演

サークルなどの練習・会議

サークルなどの発表

その他

 

 

 

 

 

ある, 71.4%
ない, 28.6%
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Q３－② 利用されたきっかけや理由についてあてはまる番号をご回答ください。 

（複数回答可） 

   

 

264

149

12

53

57

84

76

0 100 200 300

見たい催しがあったから

家族や友人、知人が出演してい

たから

施設の評判が良かったから

家族や友人、知人にすすめられ

たから

交通の便が良かったから

入場料・

その他

 

 

 

Q３－③ ご自宅から市民会館までの主な交通手段は何ですか？ 

   

89

199

125

158

5

0 100 200 300

徒歩

自転車・バイク

車

公共交通機関（バス・電車）

その他

 

 

 



5 
 

Q４ 利用しなかった理由は何ですか？（Q2 で「ない」と回答された方） 

（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．建て替え後の市民会館に関すること 

 

 

 

Q５ 建て替え後の市民会館で重要だと考えることは何ですか？ 

（３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

17

12

35

81

20

0 50 100

見たい催し、参加したいイベントや教室がないから

交通の便が良くないから

入場料・施設使用料が高いから

仕事・家事・育児・介護などが忙しいから

催し物に関する情報が手に入らない・目につかない

その他

362

170

237

96

88

143

49

38

189

147

264

69

0 100 200 300 400

大規模なイベントができる大ホール（1,500席程度）

ゆったりとすごせるホールの待合スペース

小規模なイベントや発表会ができる小ホール（200席程度）

展示室・ギャラリー

楽屋やリハーサル室などの充実

楽器演奏、コーラス等ができる防音設備を備えた練習室

ダンス、演劇等ができる防音設備を備えた施設

絵画、陶芸等の作品制作のための設備のある施設

講座、研修、会議等ができる会議室

施設利用者だけでなく誰でも自由に行き来できるスペース

レストラン、カフェ

その他
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Q６ 建て替え後の市民会館では様々な文化芸術に関する取組を行っていこうと考えています

が、興味のある取組は何ですか？ 

  （複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

509

182

200

76

245

168

43

0 200 400 600

公演（演劇・コンサート等）などの鑑賞

文化芸術を身近に感じることのできる体験教室

地域と連携した文化芸術活動への取組

舞台発表に向け作品の創作に関わることのできる取組

子どもたちが文化芸術に親しむことのできる取組

学校や福祉施設などへアーティストなどを

派遣しミニコンサート等を行う取組

その他
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Q７ 建て替え後の市民会館についてご意見、ご要望等ございましたら自由にご記入く

ださい。 

 

総記入者数：２１９名（※以下、意見・要望を主な分野ごとに振り分け） 

 

・ホールに関すること（５１件） 
No. 内容 
1 音響の良いことがまず第一。客席の工夫。 
2 座席など、ゆったりと座れるスペースを確保していただけたら…と思います。 
3 高槻で一番大きなホールなので、自慢できるような設備の整った会館にしていた

だきたいです。 
4 音響効果の良い会場を！（舞台の見やすさはもちろんですが）座り心地の良い座

席と配置を！ 
最近のホールは贅沢に出来ているが、許す限り質を高めた会館を希望します。 

5 舞台は横に広く、客席も舞台を身近に見れるような工夫。 
音響装置のレベルアップ。照明含む。 

6 京都と大阪の中間にあり交通の便もとてもよい高槻。立地の良さをもっとアピー

ルして大きな大会等誘致する広報活動を活発におこなって欲しいと思います。大

ホールと小ホールを併せ持つことができれば、全国的な大会も誘致できるでしょ

う。 
大阪府、京都府共に合唱・吹奏楽・オーケストラ等音楽活動発表のホールを探し

ている団体は多いです。京都市内の大学の発表の場は何故か長岡京市のホールで

行われます。市内に適当なものは今ありません。 
大阪市内、京都市内適度なホールは少なく、熾烈な争奪戦が行われています。京

都の学生が草津近くのホールまで足を伸ばしているありさまです。大阪市内も民

間の高価な賃料を取るホールばかりです。 
岐阜のサラマンカホールクラスの設備の良いものができれば、市内の団体が大阪

の和泉まで足を伸ばす必要もないのに…と思います。ホールの音響がよいという

のは大変な売りになります。 
また、市内に音楽活動等をしている団体は多く、練習会場の確保に東奔西走して

います。会場が確保できず活動が制限される不安を常に抱えている団体も多いで

す。公的な施設の建設を期待しています。 
新しいホールができるのはとても嬉しいです。待ち望んでいます。 
なお、先日こういう施設をよく知る方に言われました。「劇場」が「会館」とい

う名前がつくだけでホールの格が落ちるそうです。とても残念です。 
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7 今まではホールの音響が悪く、客席もお粗末でした。また音楽練習に部屋を借り

るにも、防音がなくて隣の部屋まで借りなくてはならず、とても割高に思いまし

た。エアコンをつけなければ秋口でも暑く、つければ騒々しく、やはり老朽化が

ひどいと思います。 
市民が利用しやすく良い会館ができるように、よろしくお願いします。 

8 これまでのホールが古すぎたので、音響の良い大ホールができたら非常に嬉しい

です。小ホールもあれば、いろいろな演奏会が開けるかと思います。市民に使い

やすい施設にしていただきたい。 
9 多様化する芸術活動の中で大ホールは時代遅れであり、文化というより娯楽に近

い。 
これから作るのであれば、プロ達がこの施設を使いたいと思うようなホールであ

り、ギャラリーであるべきだ。 
会議室、教室、展示室どれでも使える多目的は結果として、雑多な意味のない空

間になりかねない。 
文化を享受するだけでなく、文化を体験し、育てる場所がこの町にない。 
文化・芸術の専門家達が活躍出来、しかも市民と交流の持てる、全く新しい施設

としての市民会館の建設を期待したい。 
10 ①舞台上が狭い。 

②２階へ行くとき、階段がしんどい。エレベーターの位置がわかりにくい。 
11 現在の現代劇場大ホールは設備老朽化しており建替を希望する。 

音響が中ホールに比べて著しく劣っています。照明も暗く客席で字が見にくい。 
女性用のトイレが少なく、コンサートの中間休憩においても長蛇の列ができる。 
２階に行くエレベーター・エスカレーターがなく客席の傾斜角度が小さく舞台を

見にくい。 
車イス席が６席しかなく身体の不自由な方に不便である。 

12 音楽専用ホールと言うのは市施設としては難しいかも知れませんが、せめて音響

を最優先したホールにしてほしい。兵庫県立芸文センターが何故あれほども好ま

れているか、ソフトの面も含めて十分検討していただきたいとおもいます。 
13 堺市ホールに負けないような良い設備のホールを早く建設してほしいです。 
14 前の市長も市民会館の改築を打ち出したが、計画倒れに。今回は必ず実現してほ

しいものです。長岡京市や茨木市の生涯学習センターのメインホールを参考にし

てほしい。ワンタッチでイスが移動して格納室へ。最低でも１００坪は確保。防

音や板張りの床にする。近くに男女の更衣室も忘れずに。一日も早い改築を願っ

ています。よろしく。利用者は原則として市民であることを守って下さい。市民

の名を借りて部屋を借りてるのが現実のようです。 
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15 大ホールの座席数を今より多くしてほしい。（１，８００～２，０００ぐらい） 
高校生の発表会など市民の活動の催しで、入場できない人がいるので。 
有効に活用するために２階席に上がる手段を検討、設置してほしい。 

16 音響効果が良くゆったりした椅子の会場 
17 収容人数で北摂一のホールが高槻にあることは望ましいことだと思います。 

ぜひ、高槻ジャズストリートのようなイベントのみならず、全国的な歌手やアイ

ドルといった方々が使って頂けるようなホールになったら嬉しいです。 
18 いろんなホールへ出かけるが、やはり市民が集うホールとしての立派なホールを

持っている市は、その市自体も文化レベルが高いと思う。たとえば、西宮市は良

い音楽監督として国際的な指揮者とオーケストラを持つが、決して敷居の高いす

ましたクラシックではなく市民の中に溶け込もうと努力もしている。 
高槻市はとても文化レベルの高い人達が存在しておられるのに、実力を発揮され

る施設がお粗末で、他市の施設やホールを使わざるを得ないのが勿体ないと思

う。 
また、ハード面だけの充実ではなく、そこを利用する文化人への援助等も必要で、

市民もこぞって足を向けたくなる様な取組もお願いしたいです。 
19 すでに中ホールという地域の方が利用しやすいものはあるので、素晴らしい大ホ

ールを期待したい。 
市民が行って心地良い場所、吹き抜けの中庭でリラックスできたり… 
すてきなカフェを作って、そこを目当てに訪れたらホールの情報をゲットできる

などの逆発想はどうか？ 
とにかく人が寄り付かないような施設ではダメだと思う。 
有名人のコンサートもしてほしい。 

20 音楽、劇などの生の舞台を観賞したいので、音の良い、響きが良い舞台をつくっ

てください。 
楽しみにしています。よろしくお願いいたします。 

21 響きにこだわってほしいです。いい響きのホールは評判が良くなり利用者も増え

ると思います！！奏者の味方についてくれるホールを！！（ぜひ建設時にプロの

耳をお借りしてください） 
ステージは黒にしてほしいです！！びわ湖ホールのような！ 
リハーサル室、楽屋なども、音もれがするために本番中は音出しができないホー

ルがよくあります。それではリハーサル室の意味がないのでは？防音設備をしっ

かりと調えた部屋がほしいです。 
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22 音響効果の整った響きの良いホールにしてほしいです。 
カフェ等の充実もしてほしいですが、何よりホールなのだから、ホールとしての

役割をしっかり果たせるものにしてください。 
音響、響きの面は予算を削る部分ではない。こだわる部分です。私は吹奏楽関係

者ですが、市民会館が響きの良いホールになれば、コンクール、演奏会等が今ま

で以上に増えると思います。ホールの人気は口コミで広がります。ホールの人気

は高槻の人気につながります。せっかく大阪と京都の中間という立地であり、ジ

ャズストリートも全国的に有名になったのだから、ホールも良くして音楽都市を

目指したいです。期待しています。 
23 コンサート等ができる大ホールは必要だと思う。 
24 ホールだけでなく、少人数の懇親会や小規模の学会やセミナー、分科会が出来る

会場も整えてほしい。そして長い机を置かない場合はメモがとれる様な小さな机

付きのイスを標準設置してほしい。 
ホールについても、音の響きの良いホールを希望します。どんなアーティストの

コンサートやバレエなどにもちゃんと対応できる施設を！ 
25 響きの良いホールにしてほしいです。イベント時ホール前の道路の渋滞の緩和 
26 ホール内のイスの間隔を広げてほしい。 

響きの良いホールにしてほしい。 
27 響きの良いホール ＝ 出演者からも観客からも愛されるホール 

重要だと思います！！ 
28 大ホールの音響はとりわけ難しいものと聞いています。既存の様々なホールを研

究して、最善の音響にしていただきたく思います。 
細かい事ですが、チャイムの音も雰囲気のある素敵なものにして下さい。中ホー

ルのチャイムは現在味気ないものとなっております。 
29 発表会を開催できるキャパ１００くらいのホールが必要です。交通の便が良いの

で今後もぜひ利用したいのですが、なかなか抽選にあたりません。欲を言えば、

小ホールが２つはほしいです。 
30 音響を良いものにして頂きたいと思います。 

エレベーターなどの設備の充実をお願い致します。ホール使用のため抽選になか

なか当たらず、大変な思いをしています。もっと小ホールを増やしたり、ホール

取りのシステムの工夫をお願いしたいです。 
31 大ホールにも親子室をよろしくお願いします！！ 
32 ホールの音響 
33 ◎大ホールの充実を 
34 世界レベルの演奏家やオーケストラの公演ができる音響効果の良いコンサート

ホールの建設を期待します。 
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35 ・市民の誰もが気軽に使える施設にしてください。 
・音響効果の良いホールにして、アーティストが沢山使用するようにして下さい。 
・人に優しい施設にして下さい。 
・使用料は値上げしないで下さい。 

36 交通の便が良いことより、大ホールは一流ミュージシャン等が公演できる設備と

観客席のゆったりしたホール。これにより使用料の増収により、運営が計れるも

の（中途半端なホールではないもの） 
37 音響の良いホールにしてほしい 
38 音響の良い、舞台の奥行きのある、クラシックバレー団も呼べるぐらいの大ホー

ルにしてください。その為には、楽屋もそれなりに、ゆったりしたものになると

よいのですが…。 
39 ・舞台と控室への階段をゆるやかに 

・舞台の後をもう少し広くしていただけたら 
40 びわ湖ホールのように音感にすぐれ、市民から親しみやすく、利用し易いホール

であってほしい。 
41 成人式がごく一部の人だけ呼ばれると聞いたので、大きいホールでやってあげら

れる様考えて頂きたい。 
42 ・楽屋、リハーサル室、舞台への動線がわかりやすいようにしてください。 

・エスカレーター、エレベーター設置とバリアフリー化を。 
43 ・コーラスやオーケストラの演奏会にふさわしいホールにしてほしい。京都コン

サートホールや兵庫県立芸術文化センター、フェスティバルホールなどのよう

に、レストランやカフェなども備わっていて、音響もすばらしく、どんなに遠く

から出向いて行っても満足の行く演奏が聞けてプレイできるホールにしてほし

い。 
・駐車場の収容台数を大幅に増やしてほしい。駅からの距離があるのでお年寄り

にはつらいと思うのです。現にいつも困っています。 
44 ・音響の良いホール（多目的でなく音専用）を 

・２台のピアノが同時に使えるリハーサル室（近隣にもなかなかなくて困ってい

る） 
・無料駐車場 
・レストラン・カフェも充実していると、集客もよくなる。 

45 ・音響が良くリハーサル室にもピアノが良い状態で設置されている 
・２台のピアノコンチェルトなど出来る大ホールやリハーサル室も。 
・駐車場の台数を多く、無料で置けるようにお願いします。 
・食事が取れるレストラン・カフェ 
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46 音響の良い中ホールのようなホールで、１，５００席ほどあるホールを希望しま

す。 
市民がコーラスのコンサートなどにも使用できるような大ホールを作って下さ

い。 
47 間に顔が見えるようにしてください（椅子） 
48 高槻市の人口は３６万人と中核都市にもかかわらず、市民会館他のホール等も非

常に少ない。又、ホール内の椅子席も非常にせまく内部は上ったり下ったりとデ

ザインが古いのが難点です。体の不自由な方は大変ですよ。 
例えば長岡京のホールのようにゆるやかなスロープになっているとか。研究して

下さい。他都市の大ホールを見学し、参考にして立派な建築物にして下さい。 
例えばフェスティバルホールとか参考にして下さい。 
駐車場も広く。隣りのグランドも合せて考えて下さい。 

49 早や築５０周年以上になるのですね。おめでとうございます。市民の一人として

建替に賛同いたします。 
現在の会館も５０年前とは思えない位立派な会館だと思っていました。 
そばにステキな小ホールがありますので共存共栄で立派な大ホールの完成を待

っています。７０才代ですので一日も早い完成を希望して止みません。よろしく

お願いします。 
50 高槻市の“顔”として、有名なオーケストラ、バレエなどの公演が出来る大ホー

ルも必要だと思います。それ以外にやはり２００～３００くらいの中・小ホール

も、お願いします。 
51 大規模公演が出来、映画上映時の音響設備の上質化。 

市民会館として誇れる上質な施設を望みます。癒しを感じられるゆったりとした

施設になれば良いと思います。 
半世紀、先を見つめて！！ 
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・諸室に関すること（８件） 
1 音楽イベントを大規模に行うことのできる設備にしていただけたらうれしいで

す。放送設備を備えたスタジオを開設できるというなら、コミュニティ放送の拠

点にもできるかと思います。 
2 音楽等、舞台鑑賞についての今までの実施状況から、今後の使用規模、頻度など

のある程度のデータが蓄積があり、音響効果、舞台照明などの必要な施設内容に

ついて、当初計画から組み込まれることが容易に推察出来るところである。 
一方、絵画鑑賞等の美術館的な機能については、まず、採算性の問題、他市での

成功例が少ないこと、中途半端な美術館施設では、全国規模的な展覧会を巡回さ

せることの難しさなど積極的に当初計画に組み込まれないというのは容易に想

定される。小規模な展覧会で、内容の深いものが東京都の世田谷美術館のような

ところで開催され、全国的には巡回されないものがある。そういう美術館とのコ

ラボで、関西の地で開催するというような非常においしい企画もできないことも

ない。 
上記のことは夢の話としても、市の施策の中に、文化向上を考えているのであれ

ば、少なくとも市民の生活発表の場の充実を考えるのが最低条件である。 
今年度から、市美術展の鑑賞時間が延長された。終り頃（夜）にどのような状況

か見てみたが、日本画、書道の部屋では、昼間に鑑賞するのに比べ、照明の悪さ

から絵画鑑賞できる状況ではなく、これを改善することは出品者また鑑賞者にと

っても、かなり切実な問題であると思う。美術関係の展示のみの部屋を設けるこ

とは難しいのであれば、通常は会議室、物置利用のところを、仕切りを取り払う

と大き目の空間を生み出せる工夫し、その空間を創出して絵画展示に際しての照

明装置を組み入れることは必須の条件と考える。 
3 小さく部屋（会議室など）を区切ってしまわずに大きなスペースが必要なイベン

トにも対応でき、仕切壁やドアなどで小さく区切っても使える場所を望みます。 
美術展覧会は照明が良くゆったりと鑑賞できるスペースで開催してほしいです。 

4 ドーム形式（例：京セラドーム） 
１～２階に会議室、諸教室等を円形に設置する。（観覧席の下） 

5 茶道発展の為に茶室の設定をよろしくお願い申し上げます。お茶に親しみやすい

立礼のお部屋があるとよろしいと存じます。 
障がいがある人が気がねなく使ってみようと思う環境作りを希望します。 
照度的に暗いところがあります。旧館の廊下もつきあたりのホールの有無が明確

でないため、部屋さがしに時間を労した。文化ホールの３Ｆ会議室は照明がつい

ていても暗く感じる所がある。茶室を設計されるときに京間で考えてほしい。交

流（クロスパル高槻）センターはその件を考えてコンセントのつけ方などを考慮

したと聞いていますが…？ 
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6 ２００名程入れるレセプションルームの様な部屋をいつも利用させて頂いてお

りますが（２ヶ月に一度）常に抽選で、しかも市の利用が入っていると抽選もで

きなくなってしまいます。駅前にも市民交流センター等がありますが、これだけ

広い敷地があるのはこちらだけなので、２００名位のお部屋を増やして頂きたい

です。 
お部屋の利用は約２８年位前からですが、最近ご利用される方が多くなり、抽選

にあぶれる可能性も出てきました。宜しくお願い致します。 
7 市内の公民館等の音楽の練習スペースが少ないので、様々な広さの練習室がほし

いです。 
8 社交ダンスパーティーを開催しているので広いホール控え室を設置してほしい。

現在は会議室を使用している。 
ホール使用に会議は許可しない。ホールとして考えてほしい。 
会議に使用された場合ホールが必要な団体が使用出来なくなる。会議にはホール

は使用しない様にする。会議室は別物であって欲しい。 
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・レセプション、レストラン、カフェに関すること（１２件） 
 
1 ・５００人の収容できるレセプションルームを作ってほしい 

・市民が集えるようなレストランを作ってほしい 
2 ・５００人位収容できるレセプションルームがほしい 

レストランも併設してほしい 
3 ・レストラン、会議室等の充実 

・レセプションルーム（５００席）の充実 
4 会議後の宴会ができる場が欲しいです。その他にレストランや本屋など充実して

欲しいです。 
5 パーティールームとレストランの充実をお願いしたいです。 
6 宴会場とレストランがあればいいと思います。 
7 宴会場とかレストランがあれば良い 
8 お手頃なレストランがほしいです。 
9 パーティールームとレストランを作って下さい。 
10 レストランのスペースを拡大しては 
11 会館利用後、よく一階のレストランを利用していますが、暗くメニューも少なく、

スタッフの対応も感心できません。 
会館利用者だけでなく、地域や通りかかった人も気持ちよく利用できる場になる

ことを望みます。 
12 他の自治体のような「市民会館」ではなく、用事のある人だけしか行かない会館

ではないものを。たとえば、レストランやカフェなどは総合センターのレストラ

ンのようなレベルの業者を誘致する。カフェも「スターバックス」はペイできな

いけれども、７イレブンの１００円コーヒーなど、話題性のある店舗に入っても

らう。今まで市民会館に縁もゆかりも興味もなかった人々が一回行ってみよう

か？と思える施設にすることで、相乗効果が出れば（出ればの話ですよ）より身

近な施設となりえると思います。 
話題性をどう作るかがポイントだと思います。 
そのためにも場所が重要であり、少しでも駅に近いことが必要です。 
一つの例として、たかつき京都ホテルも立地条件が悪い（駅から中途半端に遠い）

ことが、経営不振の一つの原因でもあると考えます。 
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・トイレ、化粧室に関すること（９件） 
 

 
  

1 洗面所をゆったりと！！ 
2 現代劇場にトイレが少ないと思いますので新しい市民会館にはトイレを多目的

に作って下さい。よろしくお願いします。 
3 トイレ・化粧室を一ヶ所にしないで、多くちりばめてほしい。 
4 トイレを広く使い易くして下さい。 
5 新しい現代劇場にはトイレが少ないと思っています。 

新しく建てる市民会館にはトイレの数を多く作って下さい 
6 トイレの数増設 パウダールーム等の充実（出演者側として→楽屋の充実、美化） 

7 トイレ、化粧が出きるスペース（大ホール）手を洗う場所をわけてほしい。 

8 とにかくトイレの配慮を。大型化、女性用を多めになど、使用頻度に比例してお

願いします。中ホールがすでに在るのだから、建て替える大ホールの目的や特色

をキチンと割り切るべきと思います。 
9 Ｑ５にも書きましたが、本当、市役所全体の（市民が利用する）トイレをなんと

かしてほしい。なぜ和式ばかりで洋式が１ヶ所なのか？洋式のほうが清掃も楽な

のに。これは男性が考えた（デザイン）した建築物でしょうね。 
総合センター１Ｆの女子トイレの手洗器は壊れたまま。いつ利用しても臭い。 
建替と関係ないかもしれませんが、お願いです。何とかしてください。 
他県の知人をつれて講座に参加した時、恥ずかしい。 
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・施設全般に関すること（２４件） 
1 館内は薄暗い感じがするので明るい館内にして欲しいです。 
2 ・他の公民館等とはちがう夢のある日常生活とは変わった空間にしてほしい。 

・ある程度方針が決まったら、関係者を招いて公聴会を開いてほしい。使い勝手

の良い建物にする為に。 
3 市民会館を見て高槻市に住みたいなあと思えるものを作っていただきたいです。 
4 ＜トイレ（化粧室）について＞ 

女性用のスペースを広く数を多くしてほしい。中・大規模なホールでの催しの際、

長い列ができるのはいつも女性用である 
観客数も女性が多い傾向があるので、個室が必要な女性用は時間もかかるので３

倍以上必要と思う。 
＜舞台について＞ 
回り舞台があるとよい。舞台の高さは最前列でも楽に見られる高さが望ましい。

奥がやや高くなるような斜度を持たせること。 
＜楽屋・リハーサル室・出演者用休けいスペース＞ 
アーティストがまた是非演りたい、演奏したいと思うような配慮。 
＜メンテナンス＞ 
舞台スタッフの作業がしやすく、メンテナンスが経済的、効率的にできること。 

5 本市の文化事業の中心、拠点となるような施設で誰でも気軽にかつ親しみのわく

施設を。 
6 会議室は市役所にいくつかないのでしょうか？同じものをあっちこっちに作ら

ずに、近くの公民館、職員会館があるので、会議室ならそちらを利用できると思

います。 
大・小ホールがあって市民会館ですが、１，５００席、２００席の座席数はすで

に決まっているのでしょうか。商業利用だと、コンサート会場には選ばれない可

能性があります。 
だとすれば、市民が利用しやすいユニバーサル仕様で広いロビー（イス、スペー

ス）や喫茶店があればいいと思います。 
7 ・駐車スペースが必要。近隣の市営パーキングは高すぎる。 

・大、小ホールを併せ持ち、演劇や演奏会、様々な講演に対処できる施設であっ

て欲しい。 
・レストランやティールームなど明るく小奇麗なスペースが、常に使用できる場

所が欲しい。 
・エレベーター、エスカレーターなど身体の不自由な人、高齢者でも使い易い施

設であって欲しい。 
8 ほっとする空間（緑と風をモチーフとした中庭等）を備えてほしい。 
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9 市民にとりまして市民会館はとても重要な場所です。高槻市の”シンボル”とし

て建替後の市民会館は素晴らしいものが出来る事を心待ちにしております。 
10 高槻市には本格的多用途市民会館は必要と思います。 
11 充実した施設の建設を楽しみに致しております 
12 ・エスカレーターやエレベーターをつけては？ 

・駐車場や駐輪場設備の充実 
・お土産物屋あればいいのでは。（高槻の） 

13 奥まっていて行きにくい感じ。 
オープンスペースで明るい感じ、ゆったりできる椅子などあればよい。 
現行は階段が多い。 

14 新しい会館楽しみにしています。 
15 ・隣に警察があり安心です。皆が利用できる場所であってほしいです。 

・食事処は開放感があり風情もあってほしいです。 
・高槻城下町をアピールした建物で観光にもつ力を入れてほしいです。 

16 ・ハニワと古墳は必ず設置して下さい。 
・百寿者のモニュメントか何かアイキャッチが欲しいです。 
・エコ空調の取り入れ 
・何回も行きたくなるようなイベントを随時入れ替える。 
・税金負担にならないような建築費用。 
・住みだして１年になりますが、大変住みやすくいい街だなと思います。 
・これからもがんばって下さい。 
市民会館とは関係ないですが、ふるさと納税（グッズあり）を作ってほしいです。 

17 ①駐車設備の件（駐車台数を多く、遠い所はだめ（一中の前の事）） 
②一般利用者は抽選の問題 
③今よりもっと多目的にする必要有り 
④音響や観覧席等の配慮をする 
⑤アクセスの問題で（環境整備）歩道の件を申し上げます。いつまでも歩道も安

全整備出来ないのはなぜか。数十年も過ぎても完成しない状態（職務怠慢）だが、

リベートの問題か。建替する位の年月を経過しても、いまだに完成しない。死亡

事故が発生するまで解決しないのか。不満を感じる。なぜ強制執行できないの

か？ 
歩道（宏すしの前）整備出来ないのに建替はもってのほか。真剣に考えて下さい。 
◎歩道整備が出来ない理由を広報に出して下さい。 

18 市民の皆さんがリラックス出来る様な施設の構成を期待しています。 
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19 ①中核都市にふさわしい会館を建設してほしい。 
②交通手段として市バスを利用する時に、高齢者の利便性を考え、歩行キョリを

短くする様にしてほしい。路線を新しく設けていただけると尚良い。 
③小会合が開催出来るスペースある部屋がほしい。小会合が利用できるコミュニ

ティセンターが地域にありますが、全市域から集合できる会館として検討してほ

しい。 
20 だれもが気軽に利用できる会館 
21 １ 現市民会館の３階は舞台も見えづらく、急な傾斜なので危険で不評 

２ どこからも見やすく、低く広い座席の取り方 
３ 市で一番の文化・芸術・学術の殿堂にしてほしい 
４ 管理を業者に任すことなく、市民のためを基本に市で管理 
５ 市民によいものを見せる、文化都市高槻の拠点とする 
６ 市民優先の貸し出し 
７ 観客の多いイベントに優先して貸し出し 
８ 入場待ちを楽にできるように。列が必要となった時も屋内に列を作れる配慮 
９ 高齢化・少子化など時代を考慮した設計 
１０ 公演中に天災が起こった時を想定した設計 
１１ 有名な設計者に設計を依頼し、建造物としても価値のあるものに 

22 設備の整ったホールをつくって欲しい 
座りやすいイスの設置 
多目的トイレの設置 
ベビー用ベッド、授乳室の設置 
リーズナブルな利用料金 

23 ①絵画・彫刻などの制作を共同で利用できる空間（アトリエ）が欲しい。特に大

型の制作ができる共同アトリエが欲しい。大型作品の預かり制度が欲しい。 
②常時展示できるホール・美術館（展示スペース）必要。 
③舞台芸術では大ホール・小ホールが必要。 
④練習室などは完全防音。 
⑤食堂・レストラン等は現在の業者も含め再検討して欲しい。 
⑥高校生・大学生に対する支援。 
⑦音楽制作室も希望。 
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24 １ かつては「会議室」があり、市内の各種サークル・団体が利用できたが、今

は各地の公民館やコミセン（いずれも無料）に頼っている。ぜひ復活を。 
２ あとから建て増した「文化会館」と一つの建物にぜひ統合してもらいたい。

総合して『現代劇場』なのか、場所を間違える人もいる。雨天のときも移動に困

る。屋根続きだと思ったら、文化会館の玄関にたどり着かない（駐車場？）。 
３ ロビーや会議室の類いの部屋に、無料で利用できるＬＡＮやＷｉＦｉの施設

が、これからの時代には必須である。既に府下のいくつかの市民会館では、実施

されている。（池田市ほか） 
４ 老若男女を問わず、市民がいつでも気軽に利用できる、芸術・文化・科学の

「ひろば」である市民会館を目ざして欲しい。 
５ 「市民会館」で名前が通っていたのに、「現代劇場」という抽象的で紛らわ

しい名前になぜしたのか、ぜひこの機会に、広く市民に親しまれ、市民の誰もが

利用しやすい、名実ともに「市民会館」に戻してもらいたい。 
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・防災、安全性への配慮に関すること（８件） 
1 古いのでぜひ建替てほしい。避難所としても可の建物にしては？ 
2 高齢化社会に対応する構造施設として利用者の安全を第一とする。 

老若男女が全ての年代が利用できるように催し事を企画されますように。 
3 建替は反対。地震の対応だけでＯＫ 
4 建物、施設が老朽化してます。安全面、公共性も考慮して、そろそろ建替の時期

がきていると思います。 
5 公演、芸術、会議、様々な文化の取組が大いに発展することは、大変良いと思い

ます。 
又、災害時にはその場所を避難所として多くの市民が頼れる様にお願いします。 
市民が利用しやすい場所に建替えてください。 

6 災害時の避難所としての機能の充実を望みます。 
7 大災害時の避難場所としての検討を！！ 
8 安全に、お願い致します。 
 
 
  



22 
 

・バリアフリー、ユニバーサルデザインに関すること（３９件） 
1 ・バリアフリー 

・子ども達が安価で芸術に触れることができる 
2 ・車椅子、足の悪い老人が利用しやすいバリアフリー エスカレーターの設置 

・一定の台数がとめられる駐車場 
・良い音響設備をそなえたホール（今は、音があまり良くないと思います） 

3 バリアフリーなど高齢者や体の不自由な方々に優しい設備にして頂きたいです。 
4 エレベーターや洋式トイレの設置など、バリアフリーへの取り組みをお願いしま

す。 
座席の誘導など視覚障がい者が一人で行っても快く応対していただいています

が、今後もよろしくお願いいたします。 
5 建替中（３年位？）の練習場所などが不安です。できれば、今の会館を残しつつ

別の場所に移動できればいいなあと思っています。（完成後にこわす） 
それとバス等が会館前まで行ってくれるといいですね。雨の日や足など不自由な

方、いろんな方が出入りできるために。今のところは交通の便が少々悪いです。

今の大ホールの２階は、年取った方には危ないです。（昨年の７０周年第九の時）、

２階になり怖いなと感じました。いろいろな施設を優しい作りにするようお願い

したいです。 
6 ・エレベーターエスカレーターを設置する事。旧館は車椅子や足の弱い年寄りは

殆ど門前払いでした。 
・トイレの充実。男性トイレに比べ女性トイレを広く多く。 
・楽屋と舞台の位置関係を使い勝手のよいように設計して下さい。 

7 ・エレベーター、エスカレーターの多数設置 
・乳幼児同伴者・高齢者への配慮 

8 体の不自由な人にも気軽にコンサートなどを聴きにきてもらえるように、エレベ

ーターやトイレなどを使い易くしてほしい。 
9 エレベーター、エスカレーターの充実を！！ 
10 障がい者用のトイレを広く使いやすいようにして欲しい 
11 トイレも汚いし狭いし使いにくいです。 

エレベーターも車イスの人が一台しか入れなかったり何度も往復に大変です。 
12 車イスを利用しています。 

現在の市民会館はホールへ直通のエレベーターがなく、会議室のほうのエレベー

ターを利用しますが、とても狭くて使いにくいです。ホールの中も車イスでは通

りにくいです。 
トイレも広いバリアフリー用のトイレを２つ以上は設置してほしいし、座席も車

イスで利用できるようお願いします。 
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13 車イスや足の不自由な人、目や耳の不自由な人も利用しやすいホールや会議室に

してほしいです。 
14 なかなか建て替えてくれなくてイライラしていました。 

素晴らしいアーティストが来てくれても本当に恥ずかしく思ってました。 
又、ハンディキャップの方にとっても本当に使いにくく、結局連れて行くのをた

めらったり連れて行けないのが実情です。中核市というのに…。 
他のものより何より優先してほしかったです。高槻の顔としては最低です。 
一日も早い建替をお願いです。 

15 ・今の市民会館のエレベーターがとても狭いので、イベントがあるとなかなか乗

れません。「市民会館」なのですから、２～３基は欲しいです。うち１基はスト

レッチャーが入る位の広さは必要だと思います（救急の為） 
・美味しいレストランに入ってほしいです。 

16 障がい者の利用しやすい会館を！！ 
17 私の家族には車いす利用者がいます。当然バリアフリーの予定だとは思います

が、将来的にもますます車いすの人が増えると思いますので、そこのところをき

っちり計画していただける様、お願いします。 
18 地域住民がくつろげる空間のスペースがあれば大変よい。 

また、障がい者大腿切断義足は歩行困難のため車で行く事がないので、気楽に駐

車出来るスペースがあれば大変うれしいです。 
19 ラフプランの段階で障がい当事者及び支援者団体と協議を行って下さい。設計図

が仕上がってからの打合せでは遅いので、お願いいたします。 
20 ・高齢者や障がい者も安心して参加出来るバリアフリー 

居心地の良い明るく暖かい雰囲気 etc. 
21 障がい者の利用料を安くしてほしい。 
22 階段を少なくしてほしい 
23 バリアフリーが充実したものにしていただきたいと思います。 
24 障がい者が自由に利用できることを第一に考える（車イストイレ、標示方法、ス

ペース、音声案内など） 
25 障がい者が利用しやすい駐車スペースを設けてほしい。 
26 設計前の段階で障がい者団体からのバリアフリーを含む意見を聞いて欲しい。 
27 障がい者が利用できる駐車場を作ってほしい 
28 公共の場で誰もが使いやすいよう、駐車場の充分な確保とバリアフリーの視点を

隅々まで取り入れてください。高槻市民が自慢できるような市民会館になります

ように！！期待してます！！ 
29 障がい者にも使いやすい、移動しやすい駐車場を作っていただきたいです。 
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30 障がい者が利用しやすい駐車場をお願いします。台数も多く、広く、段差なく移

動できるよう、エレベーターが必要。 
31 障がい者に配慮してほしい。障がい者割引をしてほしい。障がい者は優先的に予

約できるように。 
32 聴覚障がい者がわかるように電光板を設置してほしい。 
33 バリアフリーを重点的に考えてほしい。トイレ・段差・エレベーターの広さ。 

交通の便の良い位置。 
34 ・バリアフリーにして欲しい 

・トイレは広くとって欲しい 
35 ①ユニバーサルデザイン 

②エレベーター ストレッチャーで利用できるタイプ 
③災害時の備蓄 

36 トイレの充実を。 
障がい者団体と意見交換をする事。 

37 ・託児付きのイベントがしやすいよう親子室の設置や、託児室をぜひ。 
・幼児、知的障がい者や外国の人にもわかりやすい案内表示（わかりやすいマー

ク、ひらがな、英文等表記を工夫）にしてほしい。 
・大ホール内に、休けい時に利用できるちょっとしたカフェがあるとうれしい。 
・障がい者の事業所製品のお菓子などを喫茶コーナーで使うとか、事業所製品の

販売所を作ることはできないでしょうか。その他障がい者雇用の場となるように

考えてほしい。 
38 ・女子トイレの数を多めにして欲しい 

・エスカレーターがあると良い 
・リハーサル室の充実を。 

39 各市民会館の活用方法等参考にして市民の利用しやすい建物に、そして障がいを

持つ人や高齢者にもゆったりとしたスペースを用意したホール設備を考えて欲

しい。 
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・アクセス、駐車場に関すること（２３件） 
1 気軽に利用できる会議室など 

便利に利用できるようバスの運行を考えて下さい。 
2 現在地かその近辺に！ 
3 もう少し交通の便のよい場所に 
4 現在の会館を利用しつつ、交通の便の良い場所への移設を望みます。 
5 高槻市北部方面からのアクセスが悪い。ＪＲ高槻駅からのバスの便等が必要だと

思います。 
6 交通機関から直接つながれた歩道がほしい。一日も早く新しいホールが欲しい！ 
7 駅に近い場所に早急に建て替えてほしい 

8 できるだけ公共交通の利用できる便利な場所（距離の短いところ） 
9 車での来場も多いと思いますので立体駐車場が有れば良いなと思います。会場内

のイスもゆったりと長時間座っていても楽なものにして欲しいです。 
10 大規模駐車場の設置 
11 ・駐車場を充実させてください！！（切実！！） 

・「市民会館」ではなく、市民に親しみやすいおしゃれな会館名をつけて下さい。 
・市民にもひらかれた、また日本全国、世界ともつながる文化創造空間を期待し

ています。 
12 市民会館と現代劇場の役割の違いがよくわかりません。機能面で住みわけをはか

るべきだと思います。 
駐車場スペースをたくさんとってほしい。 

13 ・駐輪場・駐車場の拡大 
・バリアフリーにして下さい。 

14 充実した駐車場がほしい（格安） 
15 駐車スペースが少ない。（市の駐車場所まで遠い） 
16 市民会館の駐車場が満車の時、南側の公園に止めたが、雨降りのため靴がドロド

ロに汚れたまま大ホールに出入しなければならなかった。泥がつかない様、駐車

場整備を含めて検討してほしい。 
17 現在の場所は立地が悪く、公共交通機関の利用にも不便 

充分な駐車場（立体も含む）の附設を考慮してほしい。 
18 駐車場の増設（有料も可） 
19 駐車スペースを増やしてほしい。 
20 駐車場が多く停められる様にすること。連絡交通として小型でもよいので市内を

循環するバスがほしい。 
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21 ・駐車場を沢山車が停められるように広く（１台のスペースもゆったり、もちろ

ん支援の必要な人、支援する人の使い勝手も考えて） 
・エレベーターは使い易く（ストレッチャーも利用できる大型化はぜひ）何ヶ所

か作って下さい。 
・どこへ建て替えるのかわからないが、駅や公共の場所からの専用バス（送迎）

があればいい。 
・大きなホールだけでなく、２００～３００名のホールや会議室もないので、あ

ればいいと思う（公民館は１００名までしか使えないので） 
22 足の便が悪いので駐車場をきちんと設置して欲しい。 
23 ①大きなイベントがある時は運動グランドを車の駐車場に出来るようにしても

らいたい。 
②建替にあたっては、事務所がある建物も取り壊し、地下駐車場を造ることも考

えてもらいたい。 
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・事業に関すること（１４件） 
1 市民の方が毎日でも行きたくなるようなイベント等を考えてほしい。 
2 新しい市民会館は高槻市を代表する建造物であると同時に、新しい文化芸術の発

信基地になるべきだと思います。 
高槻市美術展もそうですが、各種音楽活動等、規模、質共に充実した何かが必ず

行われているというような場所にしてほしいと思います。 
休みなく常に活動している市民会館でなければならないと思います。 
京都・大阪に近い高槻に美術館的なものは不要だと思います。 

3 高齢者から子どもまでが楽しめるイベントを活発に開催していただきたいです。

気軽に利用できる設備が整うとうれしいです。楽しみにしています。 
4 ・市Ｐ、単Ｐで積極的に使う（使わせる） 

・高槻まつりなど、大型のイベントと連動してイベントを開催する 
5 大学等教育機関と連携した文化活動の推進 
6 市民が気軽に利用できる催事の検討をお願いします。老若男女全ての年齢層の幅

広い分野の方が参加できる催事の検討、企画をお願いいたします。 
7 ・どちらかというと年配の方向きのコンサートが多いと思う。もう少し幅を広げ

て、若者向きのコンサートやリサイタルを企画してほしい。 
・今人気ある人のコンサートなどをしてほしい。 

8 いつも楽しいイベントが多く楽しみにしています。これからも楽しみにしていま

す。 
9 いつ行っても何か目新しいものがあって楽しめるといいと思います。 
10 若い世代も使いやすくオシャレにしてほしい。 

子どもが一緒に行っても楽しいように…。 
11 市民のためになる催物を望む。例えば生活に密着した情報によるもの。 
12 オーケストラ、落語などの催し物に興味があり、年に数度利用させてもらってい

る（友の会会員） 
利用費用が安いのが魅力なので、建替で利用費用が上がるのは避けて頂きたい。 

13 実際ナニが催されているか情報がわかりにくい 
自転車なので交通的に遠い。高槻北方面は地理的に不利。 

14 月に一度程、市民優待公演をしてもらえたら、うれしいです 
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・運用に関すること（１６件） 
1 ・机、イスなどは定期的（５から１０年）に新調してほしい。 

・予約（空室）をネットで（支払いも）できるようにしてほしい。 
・備品（プロジェクターなど）の貸し出しを安くしてほしい。 
・駐車台数を充分用意してほしい。 

2 高槻市民が他市民に優先して利用できるようにしてもらいたい。 
3 魅力的なコンサートのチケットは入手困難です。昨年の槙原敬之さんのコンサー

ト行きたくて電話をかけ続けましたが一度もつながりませんでした。抽選にする

など購入方法の工夫を希みます。 
4 建替後も費用が大幅にあがらないことを希望します。 
5 現在の利用料はかなり高いので、主催者の立場で利用をするときには赤字を覚悟

しなければならない状況です。 
会場費が高ければ、参加チケットの値段も高くなる。 
利用しやすい値段設定を期待します。新築になったらなおさら利用料が上がる心

配があります。 
利用料は商業的な儲け本位の興業と、市民団体・高齢者団体・障がい者団体など

とに区別した料金体系を検討されたい。これは建替前の今もしてほしいことです

が。 
現在の場所は交通の便が悪い。他市から来る人に場所の案内をするのに苦労しま

す。今の場所にこだわらずにＪＲ・阪急から近い場所に候補地があればいいです

が。 
せめて「市民会館前」といったバス停ができる場所に建築してほしい。 
「現代劇場」の名称はなじまない。「市民会館」だけでいいのでは。市民会館大

ホール・中ホール・会議室でわかります。 
6 ※借用料をできるだけ安価にしていただき、誰でも気軽に利用できるようにして

ほしい 
7 大ホールを管理するのは大変だと思います。 

大規模なイベント等は、ＪＲ駅前にある関西大学施設を活用できる様な方向性も

検討すること等、市役所も柔軟な行政が必要と思う。 
8 案内版を玄関横に欲しい 
9 使用料は市民に利用しやすい設定にしてほしい 
10 利用料を安くして使用しやすい、参加しやすい施設を希望します。 

犬が入れる施設や遊ばせる庭があればうれしい 
11 子ども、高齢者が気軽に借りられるようにして下さい。 
12 使い勝手の良い、程々の規模の建物にしてほしい。大きすぎる「箱ものホール」

より、いろんな顔を持った会館をお願いします。 
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13 公演が行われていなくても、そこに行けば文化的刺激が受けられるような、開か

れた市民会館になればいいと思います。 
14 １４年（通算）過ごしているが、存在自体知らなかった。ちなみに私は住民税を

１５，０００円／月支払っている。 
住民の負担にならない方向で願う。 
会議室やテナント使用料を如何に設定し、使用料、テナント料の収入を確保して

いくか、住民に享楽恩恵の形をいかに還元するか、再三重点的に検討を重ねてい

ただくことを望む。 
15 市民の文化活動が活発になるよう、発表できるような場所としての充実を願う。

現在は会議室やホールの使用料が高いと思うので、もうすこし借りやすい料金設

定にしてほしい。 
16 民間のスポンサーの協力を得て、決して赤字にならない方法で運営すべき。 
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・その他 
1 他市の面白い行政スペースのあり方をぜひご参考下さい 
2 ・市民会館も大切だが公民館を立ててほしい 

◎大冠町には無い 
※コミュニティも教室が大半利用して使用出来ない。 

3 築５０年で老朽化とは情けない 
ヨーロッパの名建築は殆ど数百年経過して今なお健在である。どういう理由かし

らないが建て替えるなら今後歴史に残る建物にすべき。 
4 （１）奥本市長時代に、建て替え案が２件（Ａ案とＢ案）出されました。この事

が（市の担当課によって）完全に吹っ飛んでいます。とても残念で溜まりません。 
（２）私は、現在会館がある場所に建て替えをするＡ案を支持します。Ｂ案のグ

ランドへの建設ですと、遺跡の発掘調査で建設工事が前に進みません。 
（３）府内や他府県で、現在ある施設などを示してもらい、「空中戦」の様な「ふ

わっとした」どっちつかずの議論をやめて頂きたい。 
（４）私（アマチュア無線クラブ）は、高槻市と防災協定を結んでいます。大阪

狭山市のサヤカホールの様な、池田市民文化会館の様な、東大阪市役所にある無

線設備を、本市の会館に設置して欲しいと考えています。 
5 高槻市アマチュア無線クラブのメンバーです。 

（１）高槻市の情報を全国に発信したい。 
（２）（小）（中学生）に興味をもってもらいクラブメンバーの無線局ベース基地 
にしたい。 
（３）東大阪市役所にもアンテナが上がっている 
（４）ひこにゃんをモチーフにした交信証を全国に出す他 

6 市民会館のような大規模施設だけでなく、地元の市民が頻繁に利用する公民館の

設備の改修もお願いしたい。 
7 現代劇場が近くにあるのに新しく必要なのでしょうか。公園とか警察署の建物を

作った方が良いのかも。 
8 １ 市民会館にも「トレーニング・ルーム」を新設。健康な体で初めて「文芸」

を楽しむことが出来ます。古曽部トレーニングルームも大勢の方が利用していま

す。 
２ お願い（スポーツ振興課へ）”古曽部トレーニングルーム”のカーテン開放 
トレーニングルーム開設後もう５年余りを経過していますが「近隣住民配慮か

ら」とか？？前回のアンケートやスポーツ振興課の視察の時にも皆で何回かお願

いし、善処するとの事でしたが、如何ですか？ 
今は「竹」も「雑木」も茂り「緑のカーテン」に覆われています。又、「高槻エ

コシティ」「省エネ」の為にもカーテンを開放すると窓際の蛍光灯１～２列消灯
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出来ると思います。一日も早いカーテンの開放が出来る様お願いします。 

9 高槻城を模した建物を 
10 剣道場 
11 プチ道の駅みたいな地産商品の購買を希望。（常時ＯＫでの店として） 
12 図面が出来しだい、公表をお願いしたい 
13 必要がない為利用したことがない 
14 （表紙欄外）イ. 漫画本購入して浪費する財政的余地ない筈だ ロ. 人員半数削

除 → 厳守 
（Ｑ５欄外）市バス等不祥事続多発、ひまがあるから余分な事を考え行うのや無

駄口に費やされている。市長以下、各部署の目に見えた行動力がない。議員も一

緒。市職員の救護策しかない 
給与を 1/3 に仕事振り民間の 1/3 も為していない。市民を中心に考える 
（Ｑ７）【不要不急】そんな金があれば即市民へ還元せよ。 
１．旧天神図の即売却（建物の維持費不要なる） 
１．旧原小の売却。北清水スポ管理センターの市の利用廃止 → 高齢者の救済策

として 
１．小学校の統廃合の強力推進 安小、北清、日吉台小の統合 → 空いた物件即

廃止 
１．何故交通部の不祥事多発するのか。市長、市会議長、各議員の市職員に対す

る監視の目はフシ穴で見て見ぬ扱い 
１．議員の 2／3 の名削除 → 何ら監督役を行っていない 
１．北岡議員の徹底監視役（市役所に対する） → 最高の振る舞いでないか 
１．沖縄の某市では職員が交代で庁舎内を順番で掃除を行ってるぞ。日中はボー

ット、朝はギリギリの出勤、夕刻 →  競って 逃げる様に退庁 
１．昼余時間 → 市民の在庁時間（昼）に食事へ抜け出すなんて、何と心得てい

るのか。市民の在館中の揃って逃げ出すなんて、誰に何の金で食べさせて貰って

いるのか。これらの点を指摘する議員すらいない 
１．市民は昼食時に用件を片付けるため来庁するのだ。時間中は外出どころか仕

事に追われているのだ。冬は暖かく夏は涼しい処で気合が入ってない。中小企等

での工場では汗と油に「まみれ」「まっくろけ」の体裁 → 個別説明して実感を

味わえ。唯あぐらをかいてボーッとしているだけ 「これらの投函先」の表示は

あるのか ＝ これが税を食い物にしている者の態度だ！   
15 老人（シルバー対応）に階段よりもノンストップドローがあれば、少々興奮して

いても大丈夫。老人には感謝と感動が必要です。シルバーが増えると思います。 
 


