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１ 基本的な考え方 
（１） 高槻市新文化施設の基本理念と基本方針 

「高槻市立市民会館建替基本計画」で示した基本理念と基本方針は以下のとおりです。 

 

 

基本理念 

ひと・まち・未来が輝く 文化芸術の創造・発信拠点 

 

基本方針 
 基本方針１ ひとが集い、交流し、成長する文化芸術創造拠点 

○あらゆる人がいきいきと過ごせるまちを目指し、優れた文化芸術にふれるとともに、

自ら創造・発表できる環境を整備します。 
 ○これまで文化芸術に親しむ機会の少なかった層へ機会の充実を図るなど、文化芸術活

動の裾野を広げる取組を推進します。 
 ○特色ある文化芸術の創造に向けて、大阪と京都の中間という立地条件を活かし、広範

囲にわたる人材の交流を促進します。 
 
基本方針２ まちのにぎわい創出と都市魅力の向上  

○高槻での文化芸術活動の取組を積極的に発信し、都市イメージの向上を図ります。 
○施設内の活動にとどまらず、市民、地域や各種団体の諸活動と連携し、まちのにぎわ

い創出や交流人口の増加を図り、都市魅力の向上を図ります。 
○市民が誇りに思える魅力あるシンボリックな施設とするとともに、地域の歴史や公園

等の周辺環境と調和したうるおいある空間を形成します。 
 
基本方針３ ひととまちをつなぎ未来を創り育てる  

○これまで育まれてきた文化資源を次代に継承するとともに、文化芸術の担い手を育て

将来にわたっての活発な文化芸術活動を展開します。 
 ○文化芸術に対する関心を高め市民参加を促進するとともに、市民との協働による文化

芸術活動の取組によって、積極的かつ活動的な市民の輪を広げ、豊かな未来づくりに

貢献します。 
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（２） 高槻市新文化施設管理運営方針の位置づけ 

 この高槻市新文化施設管理運営方針は、平成２７年２月に策定した「高槻市立市民会館

建替基本計画」（以下「基本計画」という。）に示す基本理念や基本方針を実現するため、

事業（ソフトウェア）、及び管理運営（ヒューマンウェア）の基本的な方針を定めるもので

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

事業 

（ソフトウエア） 

 

管理運営 

（ヒューマンウエア） 

 

 

市民会館建替基本計画 

【基本方針１】ひとが集い、交流し、成長する文化芸術創造拠点 

【基本方針２】まちのにぎわい創出と都市魅力の向上 
【基本方針３】ひととまちをつなぎ未来を創り育てる 

【基本理念】 ひと・まち・未来が輝く 文化芸術の創造・発信拠点 

実 現 

施設・設備 

（ハードウエア） 

 

３つの要素の一体的な整備 

高槻市新文化施設管理運営方針 
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（３） 基本理念実現に向けた管理運営の基本的な考え方 

高槻市新文化施設（以下「新文化施設」という。）を、本市の長期的な文化振興の発

展に対応できる施設として整備していくため、管理運営の基本的な考え方を以下に示し

ます。 

 

① 「高槻現代劇場」として本市の文化芸術の拠点施設となる 

現在の市民会館（以下「現市民会館」という。）と文化ホールからなる高槻市立

文化会館（愛称「高槻現代劇場」、以下「高槻現代劇場」という。）としての一体

的な管理運営を引き継ぎ、市内の文化施設と連携し、本市の文化芸術の拠点施設

とします。 

 

② 事業の積極的な展開 

基本理念を実現するために、鑑賞事業や創造事業、普及育成事業など、基本計画

に示す事業を積極的に実施します。 

 

③ 柔軟性を備えた施設運営 

文化芸術活動に取り組む人が利用しやすい利便性の高い施設とするとともに、高

度な施設機能を活かし、様々なニーズや文化芸術のあり方に対応できる柔軟性を

備えた管理運営を行います。 

 

④ 専門性を活かした施設運営 

  文化芸術の拠点施設として、事業の積極的な展開や、市民の活動をサポートして

いくため、スタッフの専門性を活かした施設運営を行います。 

 

⑤ 本市の魅力を高める、周辺との一体性を考慮した管理運営 

新文化施設は、文化芸術に関心があり実際に活動を行っている市民が利用するだ

けの施設ではなく、文化芸術を活用した事業展開により、城跡公園も含めた周辺

のにぎわいをも生み出す施設として、多くの市民や本市を訪れた方が気軽に集い

利用できる施設を目指し、本市の魅力向上につなげます。 
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２ 事業の考え方   
（１） 事業実施の考え方 

 新文化施設での事業実施にあたっては、基本計画で示した３つの事業方針、６つの事

業内容を基本として展開します。 

 

事業を展開していくにあたってのポイントは、下記のとおりです。 

● 現市民会館では、文化ホールとあわせて「高槻現代劇場」として事業を実施してい

ます。新文化施設で展開する事業も「高槻現代劇場」として、総合的に実施します。 

 

● 高槻現代劇場で現在実施している事業を発展的に展開するとともに、これまで十分

に実施できていない事業・分野や、新文化施設に新たに整備する施設機能を活用し

た事業を展開します。 

 

● 新文化施設は、城跡公園内に位置することから、高槻市城跡公園再整備計画に示す

整備内容を踏まえ、公園を活用した一体的な事業展開を図ります。また、地域のイ

ベント等と連携するなど、立地特性を活かした事業展開によって、地域のにぎわい

創出に貢献します。 

 

● 文化芸術振興による効果は短期間で現れるものではなく、成果が形となるためには

時間を要することから、中長期的な視点に立つ必要があります。新文化施設で実施

する事業については、適正な評価を行い、その結果を事業展開へ反映させていくこ

とができるような評価手法を検討します。また、その時々の社会状況や地域特性、

対象層、分野などのバランスに考慮した事業展開を行うものとします。 

  

事業方針１ 誰もが文化芸術に親しめる機会の充実 

市民が優れた文化芸術にふれることができる機会を提供するとともに、文化芸術

をより身近に感じることができる取組を推進します。 
事業方針２ 高槻の魅力となる文化芸術の創造・発信 

市民やアーティストとの連携により新しい文化芸術を創造するとともに、市民の

多様な文化芸術の創造・発表を支援します。 
事業方針３ 文化芸術活動を通じた地域のにぎわい創出 

施設提供や活動支援を通して、憩いや交流の場を形成し、地域のにぎわい創出を

図ります。 
 

【事業内容】 

（１）鑑賞事業   （２）創造事業   （３）普及育成事業 

（４）交流連携事業 （５）情報発信事業 （６）施設提供事業 
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基本計画で示した６つの事業内容を展開していく上での方向性を、現在の高槻現代劇場

での取組も踏まえ、以下に示します。 

 

(１)鑑賞事業 

①優れた文化芸術を鑑賞する機会の充実 ②鑑賞講座等の開催 

③共催・提携事業の推進 

現在、高槻現代劇場で実施している多彩な鑑賞事業を継続的に展開し、かつ、リ

ピーターやファンの増加を目指します。また、潜在的な市民ニーズなどを発掘で

きるよう、柔軟な事業展開を図ります。 

(２)創造事業 

①高槻ならではの文化芸術の創造 ②新たな作品の創造 

創造事業については、高槻の個性を育むことができるよう、中長期的な視点に立

ち、実演家の育成や、高槻独自の作品の制作を検討します。そのため、既存の事

業を中心に情報収集や、関係団体とのネットワーク構築に取り組み、様々なジャ

ンルでの事業展開を検討します。 

(３)普及育成 

事業 

①文化芸術にふれる機会の提供 ②文化芸術に関わる人材の育成 

③子どもが文化芸術にふれる機会の充実 

施設内での事業を展開するとともに、施設外での公演やアウトリーチなどに積極

的に取り組むことで、文化芸術の裾野を広げます。また、社会包摂型事業（※）

のさらなる充実や、実演家・専門家・ボランティアなどの人材育成事業を展開し

ます。 

(４)交流連携 

事業 

①市民参加型事業の実施 ②地域と連携した事業などによるにぎわいの創出 

③類似施設等との連携・交流の促進 

現在の高槻現代劇場で実施している市民参加型事業を継続的に展開するととも

に、様々なジャンルでの事業展開を検討します。また、地域のイベントや周辺商

店街などと連携し、にぎわい創出に貢献する事業を展開します。 

(５)情報発信 

事業 

①文化芸術情報の収集・蓄積と提供 ②情報拠点としての充実 

文化芸術の情報拠点として、市民、地域、学校、団体、企業など様々な主体・分

野へ働きかけるとともに、気軽に相談して頂ける施設を目指します。 

(６)施設提供 

事業 

①市民の文化芸術活動を推進するための施設提供  

②利用促進のための営業活動 

市民の文化芸術活動が活性化するよう、専門性を活かしたサポートができる施設

を目指します。また、文化芸術創造団体や興行事業者に対して、施設利用を促す

ことができるような手法を検討します。 

※社会包摂型事業…年齢や障がいの有無、貧困等にかかわらず、すべての人の社会参加の機会を

拡充する観点から、教育機関、福祉施設、医療機関等の関係機関と連携・協力し、文化芸術を

活用した様々な取組を行うこと。 
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（２） 中長期の事業展開の考え方  

新文化施設の基本理念を実現するためには、中長期的な視点を持ち、段階的かつ戦略

的な事業展開を行う必要があります。 

このため、今後実施していくプレ事業や開館記念事業は、開館後に実施する事業と一

体のものと捉え、継続性、発展性のある事業展開を図ることが重要です。 

開館前においては、文化芸術にふれる機会の少ない人や、高槻現代劇場に来たことが

ない人に対して働きかけることで、施設の認知度や新文化施設への期待感を高め、開館

後の来場へとつなげます。 

開館初期は、新文化施設のイメージ形成にとても重要な期間となります。開館記念事

業をはじめ、通常年度より充実した事業を展開することで、新しい施設を市内外へ積極

的に発信します。 

中長期的には、蓄積された事業ノウハウやネットワークを活かした事業展開を行い、

文化芸術の裾野をさらに広げます。加えて、自ら表現する市民を増やし、文化芸術を支

える人材を育成することにより、活動の成果を創造事業として昇華させ、市内外に発信

します。これらの事業のほか、イベントとの連携など立地特性を活かした事業を展開す

ることで、市内外から多くの人を呼び込むとともに、地域のにぎわい創出に貢献します。 

 

（３） プレ事業・開館記念事業の考え方  

開館後に展開する事業計画を踏まえた、プレ事業・開館記念事業を実施します。 

 

①プレ事業 

 新文化施設が開館するまでの間に、現市民会館や文化ホール、その他既存施設を活

用するとともに、施設外へのアウトリーチ事業を展開するなど、プレ事業を実施しま

す。プレ事業は、より効果的かつ効率的に実施するため、現在の高槻現代劇場で行っ

ている事業との継続性を考慮して展開します。 

 新文化施設の認知度や期待感を高め、開館後の来場者の増加へとつなげていくため、

早期に具体的な事業内容を検討します。 

 

 （プレ事業の目的） 

  ・新文化施設ができることを早い時期から発信し、開館への期待感を高める。 

  ・事業への参加者を増加させるとともに、開館に向けて、会員組織のあり方や市

民参加の方向性などを検討する素地とする。 

  ・開館に先立ち、関係団体等とのネットワーク構築を進めることで、開館後の事

業実施体制の基礎をつくる。 

  ・事業実施や広報における課題を事前に把握し、解決する機会とする。 
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②開館記念事業 

 開館記念事業は、完成した施設を使用して開催する最初期の事業であり、市民を始

め多くの人に、新しい施設を周知する重要な機会となります。 

 また、開館後の施設のイメージを形成する重要な役割を担います。開館時期の一時

的な盛り上がりだけではなく、プレ事業からつながり、施設が行う事業の方向性を周

知できるような事業を、現段階から計画する必要があります。 

  

（開館記念事業の目的） 

・新文化施設の完成を広く市民とともに祝う。 

 ・今後継続していく事業を市民などに周知し、鑑賞意欲・参加意欲を喚起する。 

  ・施設や設備を披露することで、市民、文化団体、市内外の団体・興行事業者な

どに、どのような使い方ができるかを周知し、利用の促進につなげる。 

 

③推進体制の構築 

現段階から、プレ事業や開館記念事業の準備を行うための推進体制を整えていく必

要があります。企画・実施にあたっては、市民の開館への期待を高めていくことがで

きるよう市民参加のあり方を検討します。 

 

 

（４） 広報宣伝、マーケティング 

新文化施設の認知度を高め、事業展開の理解と信頼をより深めていくために積極的

な広報宣伝活動を行います。対象を高槻市域に限定せず、広域圏からの集客や利用を

視野に入れます。 

現行の広報ツールなどとの継続性を考慮しながら、情報技術の進展や社会情勢の変

化などにあわせ、効果的に広報活動を行います。例えば、世代により情報収集の手段

が違うことに配慮し、紙媒体とインターネットなどの情報提供ツールを併用するなど、

意図した対象に情報が届くよう適切な手法で行います。また、まちづくりに貢献する

施設として、近隣施設や商店街などと連携した展開についても検討します。 

広報にあたっては、施設自体の認知を高める施設広報と、公演や講座など事業への

来場者や参加者を増やすための事業広報の二つのバランスに配慮します。 

さらに、チケットの割引や優先予約など市民が活用しやすい会員組織などのあり方

を検討します。 
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 ３ 管理運営の考え方   
（１） 管理運営の考え方  

基本計画で示す管理運営方針は以下のとおりです。 

 

 

管理運営方針に基づき、下記のポイントに留意した管理運営を行います。 

● １－（３）「基本理念実現に向けた管理運営の基本的な考え方」に示したとおり、現

市民会館と文化ホールとをあわせて、高槻現代劇場として一体的な管理運営を行っ

ています。そのため、新文化施設の整備後も、現在と同様、文化ホールと一体的な

管理運営を行います。ただし、新文化施設と文化ホールの場所が離れるため、管理

運営上の配慮を行います。 

 

● 文化ホールの管理運営のあり方にも配慮した上で、現市民会館にある事務所機能は、

新文化施設に移行することとします。 

 

● 利用者が、新文化施設や駐車場、施設外構、城跡公園などを快適に利用できるよう

な効率的な管理運営を行い、周辺地域のにぎわい創出に努めます。 

 

  

管理運営方針１ 専門性を活かした管理運営 

専門的な技術と知見、そして経験値を十分に備えた職能を配置するともに、継続的

な研修や実務を通して次の世代を担う人材の育成を図っていきます。 
管理運営方針２ 公益性の高い管理運営 

地域の拠点である文化施設として、公益性の高い事業を実施するとともに、施設の

設置目的や使命に応じた運営システムを設計し、柔軟性を備えた管理運営を行って

いきます。 
管理運営方針３ 戦略的な視点をもった管理運営 

施設設置の目的や使命を達成することを目指した戦略的な管理運営を行っていき

ます。魅力的な事業の企画、効果的な情報発信力の強化、積極的な営業力等の向上、

外部資金の獲得などに積極的に努めていきます。 
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（２） 運営母体の考え方 

  基本計画で示す管理運営組織についての考え方は以下のとおりです。 

 

管理運営組織について 

 
現市民会館は、文化ホールとあわせ、高槻市立文化会館（高槻現代劇場）として指定管

理者制度を導入し、現在、（公財）高槻市文化振興事業団（以下「事業団」という。）を非

公募で指定しています。 
新施設の運営主体については、市の「指定管理者制度に関する基本方針」を踏まえ指定

管理者制度の活用を基本とし、その選定にあたっては、文化施設の管理運営や市民協働・

参加型事業の企画等の専門性及び経験値を有するとともに、市の文化施策を的確に理解し

確実に実現できる団体であることが望まれます。 
 管理運営主体については、これまで市と密接な連携を保ち文化施策を展開してきた事業

団の専門性と経験を考慮し、検討していきます。 
【留意点】 

 高槻市の文化振興施策の展開における実現性、継続性 

 文化ホールとの一体的管理運営 

 開館までのスケジュールの考慮（開館準備業務の担い手／指定管理者の選定時期・

指定時期／開館までの段階的な組織体制の構築など） 

 

 

運営母体について、以下を方針とします。 

● 基本計画での考え方を踏まえ、新文化施設では指定管理者制度を導入します。 

これまでに蓄積された経験と専門性を考慮し、現在の高槻現代劇場の指定管理者で

ある（公財）高槻市文化振興事業団（以下「事業団」という。）の活用を基本に検討

します。 

 

● 現在より充実した事業展開や、高度な舞台設備等への対応が必要であるため、新文

化施設にはこれまで以上の専門性が求められます。新文化施設の基本理念の実現に

向けて、将来にわたり継続的な事業展開が可能な組織体制を検討します。 

 

● 運営母体は、選定委員会での適切な選定過程を経た上で、その適格性を評価した後

に選定します。 

 

● 今後、プレ事業や開館記念事業、開館準備に係る業務も、現在の高槻現代劇場の管

理運営との継続性等を考慮し、効果的かつ効率的に行う必要があることから、事業

団と協働して推進します。 
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（３） 組織体制の考え方  

現在より充実した事業展開や、高度な舞台設備等への対応をしていくためには、運営

組織にはこれまで以上の専門性が求められます。今後、新文化施設の施設規模・配置や、

事業計画、文化ホールとの一体的運営等を考慮し、適切な人員配置を検討します。 

また、プレ事業や開館記念事業、開館準備業務への対応も含め、開館に向けての段階

的な組織体制の構築を図ります。 

以下に、新文化施設における部門ごとの考え方と想定される業務内容を示します。 

 

①事業部門（広報・営業含む） 

 主に、事業の企画・制作から実施するまでの業務を担い、貸館利用者への対応、事業

の広報・営業（マーケティング）など、新文化施設の事業全般を担う部門となります。 

 このため、文化芸術に対する専門的知識を有し、事業実施にあたって関係団体や施設

等とのネットワークを構築できる人材の配置が必要です。 

新文化施設においては、中長期的な事業展開に向けて、プロデューサーなど、文化芸

術に関する専門性や知識、経験等を豊富に有し、基本理念実現に向けた事業展開を実現

していく人材の配置についても検討します。 

 

【想定される業務内容】 

事業・制作 年間事業計画の立案 

事業計画にもとづく事業の企画及び制作 

貸館事業に関わる申請受付（受付業務）や利用調整 

貸館利用者との打合せ 

貸館利用者への対応 

調査研究 

事業の報告及び評価 等 

広報・営業（マー

ケティング） 

チケットセールス（団体営業等） 

チケット管理（配券、販売状況管理等） 

提携事業や貸館利用者の開拓 

外部資金の調達及び調整 

会員組織の運営 

広報資料・広報誌の作成(施設案内や事業案内、劇場広

報誌等) 

報道マスコミ対応 

サイトの企画・運用 等 
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②技術部門 

 主に、ホールの舞台機構、音響、照明などの設備・備品などの管理と運用を担う部門

となります。事業実施時における技術業務や、市民の利用に対しての相談対応や技術的

な助言などを行います。 

新文化施設においては、高度化する舞台関連設備を安全かつ効果的に運営する必要が

あります。また、貸館時に利用者への適切な技術的助言を行うなど、利用者の文化芸術

活動の活性化や、演出などの水準の向上に資するため、舞台技術の責任者を組織の内部

に配置することを検討します。 

 

【想定される業務内容】 

舞台機構・音響・

照明（映像） 

事業における技術業務 

舞台設備の日常的管理 

舞台施設の維持管理（ホール、練習室等） 

貸館事業における立ち会いや助言、打合せ 

利用希望者からの相談対応 等 

技術調整 技術部門職員のスケジュール調整 

施設利用に関するスケジュール調整 

舞台技術関係業務の管理 

利用希望者からの相談対応 

委託技術者の管理 等 

 

 

 

③総務部門 

 総務部門は、経理や人事管理、施設維持管理、庶務的な事務などの業務を担う部門と

なります。 

 新文化施設においては、文化ホール等との一体的な施設維持管理等を想定する必要が

あります。 

 

【想定される業務内容】 

総務 経理、人事管理、庶務 

施設維持管理に関する日常的管理及び関係業者との調

整（警備、清掃、受付等） 

視察等への対応 等 
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（４） 利用規則の考え方  

現市民会館は、市民をはじめ多数の利用者に長く利用されている施設であり、施設利

用の規則などが、既に定着しているため、新文化施設へも現市民会館の規則を適用する

ことを基本とします。 

ただし、市民の文化芸術活動に供する施設として整備するため、それらの活動が活性

化するよう、利便性が高い利用規則を構築します。また、これまでにはなかった施設機

能を備えるほか、周辺の公園等との一体的な利用も想定されるため、設計との整合を図

りながら、新文化施設を効果的に活用できるように検討します。 

 

①休館日、開館時間 

 施設の効率的な維持管理に配慮し、利用者への影響が少ない範囲で定期休館日の設

定を検討します。 

 開館時間については、これまでと同様に、午前９時から午後１０時までを基本とし

ます。また、準備や片付けなどの延長利用に柔軟に対応するため、開館時間外の対応

についても検討します。 

 

【参考：現市民会館（以下同じ）】 

 

②利用申込時期、方法 

 申込方法については、窓口、電話、インターネットによる受付など、これまでの申

込方法を基本とした上で、より利便性の高い方法を検討します。 

申込時期は、現在の大ホールでは利用の１２ヶ月前からの受付ですが、利便性を考

慮し、現在よりも早い時期での設定についても検討します。小ホールやスタジオ等に

ついては、市内の同規模施設等の申込時期とのバランスを考慮し、利用を促進できる

ような申込時期を設定します。 

  また、文化芸術活動を目的とする利用や、全国大会などの大規模な催しは優先的に

申し込めるようにするなど、施設の設置目的に則った申込のあり方を検討します。 

 

開館時間 
開館時間 午前９時～午後１０時 

受付時間 午前９時～午後５時１５分 

休館日の設定 
年末年始（１２月２９日～１月３日）／７月の第１日曜日 

／臨時休館１１日（平成２６年度実績） 

申込受付期間 

【申込受付期間】 

大ホール・中ホール 集会室等 

使用日の１２ヶ月前から 

１ヶ月前まで 

使用日の６ヶ月前から 

※ホールと同時に使用する集会室等は１２ヶ月前から予約可能 
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③利用区分の設定 

 これまでと同様、ホール施設は午前、午後、夜間の３区分とし、その他の室は時間

単位での利用を検討します。 

 

④連続利用日数の上限 

 これまでと同様、連続で同一施設を利用できる日数の上限は５日間、展示利用につ

いては１０日間を基本とします。 

 

⑤今後の検討課題 

ⅰ料金設定 

使用料については、適正な受益者負担のあり方を踏まえつつ、市民の文化活動がよ

り活性化することを目指し、市民が利用しやすい料金設定とします。近隣文化施設の

状況等を参考にしながら、利用方法などを考慮した、柔軟性を備える料金体系を検討

します。 

 

 ⅱ料金設定を行う施設の検討 

  ホールや諸室など施設利用は原則として全て有料とします。また、ロビーなど施設

内のフリースペースの活用、イベント時における施設外の公園との一体的な利用など

を想定し、それらについても料金設定を行い、貸出できるよう検討を行います。 

  また、駐車場料金についても、有料を基本に検討します。 

申込方法 

【申込方法】 

 会館事務所にて直接申込の上、使用料を納付。 

 受付開始日の午前9時までに同じ施設に複数の利用希望者が 

ある場合は抽選にて決定。 

【仮予約】 

 予約日から１４日以内に会館事務所にて利用申込と使用料   

の納付 

 受付開始日の仮予約は不可 

 電話、インターネットでの施設の予約が可能 

（大・中ホールについては空き状況の照会のみ） 

その他 
高槻現代劇場、生涯学習センター、クロスパル高槻(総合市民交流

センター)の３館相互受付 

利用区分 

大ホール・中ホール：午前・午後・夜間の３区分 

集会室等１時間単位 

延長利用２時間まで 

連続利用 連続利用日数の上限５日(展示１０日) 
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（５） 市民参加の考え方  

新文化施設が、本市の文化芸術の拠点施設として、文化芸術の活性化や地域のにぎ

わい創出へ貢献していくために、市民と行政が様々な場面において協力し、地域の文

化を育んでいくことを目指します。 

そのため、これまでの高槻現代劇場での取組を活かし、新文化施設においても、公

演やワークショップなどの事業に市民が参加する機会を提供するなど、新文化施設に

対する理解を深めることができるような事業展開を図ります。 

  また、中長期的には、事業企画や運営面でのサポートなど、段階的な市民参加のあ

り方を検討します。 

以下に、一般的な市民参加の形態を示します。 

 

【市民参加の分類と例示】 

市民参加の分類 概 要 

鑑賞者としての参加 

◎公演等を多くの市民が鑑賞することにより、施設の認知度が上

がり、より多くの市民の来場につながります。そのことが、事

業の質の向上や施設の有効活用へとつながっていきます。 

◎公立文化施設の会員組織に参加し、公演事業を積極的に鑑賞す

ることは、施設の事業や運営を支援することにつながります。 

参加型・体験型事業

への参加 

◎ホールが取り組む事業に、市民が出演者やスタッフとして参加

します。プロのアーティストが中心となって市民が部分的に参

加するものから、市民だけで全てを創り上げるものまで様々な

形の事業が実践されています。 

◎講座やワークショップなど体験型事業への参加も含まれます。 

◎参加者同士が交流する機会となることも期待されます。 

事業企画・運営等 

への参加 

◎市民が地域のニーズにあった事業の企画を立て、運営・実践し

ます。市民が自らの専門知識や経験を活かし、企画制作から広

報、運営などを行います。ホールが養成講座を実施するなどサ

ポートしながら展開していくことで、市民の主体的な活動へと

波及することが期待できます。 
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（６） 維持管理の考え方  

  新文化施設は、現市民会館に比べ、延べ床面積が増大するほか、ホールを中心に、

高度な舞台関連設備を設置することを想定しています。また、駐車場や公園などを含

め、利用者に安全かつ安定的に施設を使ってもらうためには、各種設備・機器等の性

能確保を行い、確実に維持管理を行っていく必要があります。 

  今後、ランニングコスト軽減の点からも将来的な施設保全を見据え、中長期の維持

管理計画を策定するなど、効率的な維持管理を図ります。
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４ 運営予算の考え方 
新文化施設の管理運営に要する経費については、新文化施設が公立文化施設としての

使命を果たし、本市の文化芸術創造・発信拠点として将来的な地域のにぎわい創出や、

魅力的なまちづくりに貢献していくための投資として考える必要があります。 

一方で、管理運営にあたっては、経営的な視点に立ち、これまで以上に多くの市民が

利用し、広域から多数が来館してくれる施設を目指すとともに、管理運営の効率化を図

り、経費削減に努めます。 

 

（１） 収入の考え方  

一般的な公立文化施設の収入としては、主に、事業収入、使用料収入があります。

事業収入は、事業を実施することに伴い発生します。鑑賞事業等では、入場料として

一定の収入を見込むことができますが、普及育成事業等では大きな収入を見込むこと

が困難です。このため、公的機関からの助成金・補助金や企業・個人等からの寄附・

協賛金など外部からの資金の獲得を積極的に図り、自主財源比率を高めることが重要

です。 

また、使用料収入は、収入の大きな柱となります。受益者負担を原則としつつ、利

用が促進されやすい適切な料金を設定し、収入の確保を図ります。 

使用料収入 貸館事業における施設使用料、附属設備使用料、駐車場使用料など 

事業収入 事業における入場料および参加料、公的機関からの助成金など 

その他 チケット販売委託による収入、企業・個人等からの寄附金など 

 

（２） 支出の考え方  

一般的な公立文化施設では、収入が支出に及ばないため、設置自治体の経費負担を

必要とします。新文化施設においては、事業展開や、施設規模の増大、設備等の高機

能化により、事業費、人件費及び施設の維持管理経費の増加を想定する必要がありま

す。新文化施設の基本理念を実現するためには、一定の事業費を確保することが望ま

れますが、事業の効果や長期的な成果などを十分に考慮するとともに、経営的視点に

立ち、事業費を最大限に活用できるよう努めます。 

事業費 施設の管理運営者が主催者として実施する事業に係る経費 

人件費 施設を運営し事業を展開していくために配置が必要なスタッフの経費 

維持管理費 
設備メンテナンス、警備、清掃、舞台設備保守点検等に係る経費や光

熱水費、各種機器のリース代や消耗品費など 
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５ スケジュール 
   新文化施設の開館に向けて、本方針で示した事業の考え方、管理運営の考え方、

運営予算の考え方などについて、平成２８年度から２ヵ年にかけて、より具体的な検

討を行います。新文化施設の設計と整合を図りながら、本方針に基づいた新文化施設

の具体的なあり方を検討します。 

  また、開館準備業務を、現市民会館の運営を行いながら実施する必要があります。

現市民会館の指定管理者である事業団と協力・連携し、準備業務に対応します。 

  準備業務として、事業や管理運営の検討に加え、舞台設備の仕様の確認や、各種備

品の選定など専門的な業務を含む膨大な量の業務が想定されます。開館までのスケジ

ュール等を踏まえ、段階的な組織体制の構築を図ります。 

  なお、新文化施設の設計・建設工事の進捗や、管理運営を具体的に検討する過程で、

以下に示したスケジュールが変動する可能性があります。 
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