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１ 基本的な考え方 
 
（１）これまでの検討経緯 
   

高槻市新文化施設（以下「新文化施設」という。）は、平成 34 年度（2022 年度）

中の開館を目指し、城跡公園野球場等の跡地での整備を予定しています。 

これまで、アンケート調査やワークショップによる市民意見の聴取、庁内検討組織

での検討のほか、高槻市文化振興審議会からの意見を踏まえ、検討を進めてきました。 

平成 26 年度（2014 年度）には「高槻市立市民会館建替基本計画」（以下「基本計

画」という。）を策定し、新文化施設の基本理念及び基本方針、施設概要、事業や管

理運営の概要を明らかにし、平成 27 年度（2015 年度）においては、事業、組織、管

理運営などソフト面の方向性を示す「高槻市新文化施設管理運営方針」（以下「管理

運営方針」という。）を策定しました。 

 一方、ハード面においては、平成 28 年（2016 年）3月に設計者を選定し、平成 28

年度（2016 年度）から基本設計に着手しました。平成 29 年度（2017 年度）には新文

化施設の最新の設計概要を公表しています。 

以下が、これまでの主な検討経緯です。 

 

【高槻市新文化施設整備に関する検討経緯】 

平成 26 年(2014 年)10 月 市民会館建て替えに関するアンケート調査実施 

平成 27 年(2015 年)1 月 高槻市立市民会館建替基本計画に対するパブリックコメントの実施 

平成 27 年(2015 年)2 月 高槻市立市民会館建替基本計画策定 

平成 27 年(2015 年) 

8 月～11 月 

新市民会館の管理運営を話し合う市民ワークショップ開催 

平成 28 年(2016 年)1 月 高槻市新文化施設管理運営方針に対するパブリックコメントの実施 

平成 28 年(2016 年)2 月 高槻市新文化施設管理運営方針策定 

平成 28 年(2016 年)3 月 高槻市新文化施設の設計者を選定 

平成 28 年(2016 年)4 月 基本設計に着手 

平成 28 年(2016 年) 

10 月～12 月 

新文化施設を考える市民ワークショップ開催 

平成 28年(2016年)12月～

平成 29 年(2017 年)1 月 
他施設の管理運営等に関する調査及びヒアリング実施 

平成 29 年(2017 年)6 月 高槻市新文化施設 設計中間報告を公表 

平成 29 年(2017 年)12 月 高槻市新文化施設 最新の設計概要を公表 
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（２）管理運営計画の位置づけ 
 

①管理運営計画の位置づけ 

新文化施設の基本理念及び基本方針を実現するために、管理運営方針で示した事業

（ソフトウェア）及び管理運営（ヒューマンウェア）の考え方を踏まえ、具体的な運

営方法や事業計画などをまとめたものが「高槻市新文化施設管理運営計画」（以下「管

理運営計画」という。）です。 

また、本管理運営計画は、新文化施設の施設運営の手引きとして活用するとともに、

施設を管理する指定管理者へ求めていく仕様を検討する際の方向性を示す資料と位

置づけます。 

 

市民会館建替基本計画（平成 27 年（2015 年）2 月策定） 

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 概要 

１ ひとが集い、交流し、成長 

する文化芸術創造拠点 

○優れた文化芸術にふれ、自ら創造・発表できる環境を整備 

○文化芸術活動の裾野を広げる取組を推進 

○立地条件を活かし、広範囲にわたる人材の交流を促進 

２ まちのにぎわい創出と都市 

魅力の向上 

○取組を積極的に発信し、都市イメージの向上を図る 

○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る 

○地域の歴史や公園等の周辺環境と調和した空間を形成 

３ ひととまちをつなぎ未来を 

創り育てる 

○文化資源の継承と、文化芸術の担い手の育成 

○市民参加の促進、市民との協働による文化芸術活動の取組に 

よって、豊かな未来づくりに貢献 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

実 現 

 施設・設備 

  （ハードウエア） 
事業 

（ソフトウエア） 

３
つ
の
要
素
の
一
体
的
な
整
備 

管理運営 

（ヒューマンウエア） 

高槻市新文化施設管理運営方針(平成 28 年(2016 年)2 月策定) 

高槻市新文化施設管理運営計画 

具体化 
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②基本理念実現に向けた管理運営の基本的な考え方 

管理運営方針で示した管理運営の基本的な考え方に基づき、事業、組織、施設運営

等の各計画の検討を行います。 

 

 

 

■施設概要 

大ホール 

・約 1,500 席（オーケストラピット組み立て式・車椅子席含む） 

・プロセニアム形式 

・舞台公演など多彩な用途に対する機能を備え、市民利用の他、プロによる公演の

演出にも対応する機能を備えた高機能ホール 

小ホール 

・約 200 席（車椅子席含む） 

・オープン形式 

・市民の文化芸術活動の創造・発表や比較的規模の小さな音楽公演や舞台公演、集

会などに利用できるホール 

スタジオ 
・多様な文化芸術活動に取り組むことができるよう、規模や仕様の異なるスタジオ

を複数整備（大 2室、中 3室、小 6室） 

飲食施設 ・施設利用者だけでなく、公園にも開かれた飲食施設を整備 

広場・公園 
・エントランスロビーやカフェに広く面した屋外広場 

・公園内の散策路等 

駐車場・駐輪場 
・駐車場：約 150 台、駐輪場：約 150 台（その他臨時駐輪場） 

・大型バス駐車場：2台 

 
  

基本理念実現に向けた管理運営の基本的な考え方 

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 

○現在の市民会館と文化ホールの一体的な管理運営を引き継ぐ。 

○市内の文化施設と連携し、本市の文化芸術の拠点施設とする。 

②事業の積極的な展開 ○基本計画に示す事業を積極的に実施する。 

③柔軟性を備えた施設運営 
○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在り方に対応できる柔軟性を備える。 

④専門性を活かした施設運営 
○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う。 

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 

○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、市民が気軽に集い利用できる

施設を目指す。 
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（３）施設の名称・ロゴについて 
 

 新文化施設と文化ホールの2棟の一体的な管理運営を行うことから、平成34年度（2022

年度）の開館に向け、以下のように名称を移行することとします。 

施設名称をより一層定着させるため、各棟の名称を北館や南館など簡素化したものと

し、新しい施設名称については、現在のように愛称の活用や公募等による募集を行う予

定です。 

 併せて、ロゴマークの公募を検討するとともに、大ホール・小ホール等へのネーミン

グライツ※の導入についても検討します。 

 

 

  ■施設名称移行のイメージ 

     開館時           現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※愛称は、公募等により決定 

 

 

  

※ネーミングライツ 

市と民間団体等との契約により、市の施設に愛称を付与させる代わりに、当該団体等（以下

「ネーミングライツパートナー」という。）からその対価を得るものです。ネーミングライツ

により、市が得た対価については、基本的に当該施設の運営・管理に役立てることとします。 
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２ 事業計画 
（１）事業計画について 
 
  管理運営方針においては、基本計画で示した 3 つの事業方針と 6 つの事業内容を展

開していく方向性を示していました。 
  本計画においては、それぞれの事業への事業費の配分や、想定する年間事業モデル

を示します。 
 
①検討経緯 

  これまでの検討経緯は以下のとおりです。 
基本計画（平成27年（2015年）2月策定）  管理運営方針（平成 28 年(2016 年)2 月策定） 

事業方針   

１ 誰もが文化芸術に親しめる機会の充実 

２ 高槻の魅力となる文化芸術の創造・発信 

３ 文化芸術活動を通じた地域のにぎわい創出 

 

事業内容  事業展開の方向性 

（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 

⇒ 

●高槻現代劇場での事業を継続的に展開 

●潜在的なニーズ等を発掘するため柔軟な事

業展開 

（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 

⇒ 

●実演家育成、独自作品の制作を検討 

●様々なジャンルでの事業展開に向けた情報

収集、ネットワーク構築 

（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 

⇒ 

●施設内だけでなく、積極的に施設外 

でも活動する 

●社会包摂型事業の充実、人材育成事業の展

開 

（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 

⇒ 

●高槻現代劇場での事業を継続的に展開する

ほか、様々なジャンルでの展開を検討 

●地域イベント、周辺商店街等との連携 

（５）情報発信事業 

①文化芸術情報の収集・蓄積と提供  

②情報拠点としての機能の充実 

⇒ 

●市民、地域、学校、団体、企業等への 

働きかけ 

●気軽に相談できる施設を目指す 

（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 

⇒ 

●専門性を活かした利用者サポート 

●興行事業者等の利用促進 
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②事業計画の考え方について 

  新文化施設は、本市の文化施策を実現する場として機能することが求められます。 

このため、新文化施設においては、本市の文化施策の方向性を示す「高槻市文化振

興ビジョン」（以下「文化振興ビジョン」という。）の考え方を踏まえた事業展開をす

る必要があります。 

平成 29 年（2017 年）3 月に策定した文化振興ビジョン後期実施計画においては、

「普及育成」をソフト関係の重点施策として設定していることから、「普及育成事業」

に力を入れた事業展開を検討することとします。 

 

（新文化施設の事業費の想定と考え方） 

No. 名称 概要 

現在の 

支出割合※ 

（過去 3 年

平均） 

新文化施設 

の方向性 

 事業費の

想定 
考え方 

(１) 鑑賞事業 
コンサートなどの公

演、鑑賞講座等 
46.5％ 拡充 

ホール施設の

効果的な活用 

(２) 創造事業 
独自作品の制作、 

アーティスト支援等 
6.6％ 継続 

中長期的に 

拡充する項目 

(３) 普及育成事業 
施設外への事業展開、 

人材育成事業等 
11.8％ 拡充 重点的に充実 

(４) 交流連携事業 
市民、アーティスト、 

地域、企業等との連携 
28.3％ 継続 

中長期的に 

拡充する項目 

(５) 情報発信事業 
文化関係の情報集約

と活用・発信 
6.4％ 継続 手法の見直し 

(６) 施設提供事業 
貸館（市民向け、興行

事業者向け） 
0.4％ 継続 制度の見直し 

※ 現在の高槻現代劇場で指定管理者が実施した平成 26 年度（2014 年度）から平成 28 年度

（2016 年度）までの文化事業の総支出額に対する各事業の支出額の割合。 
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③年間事業モデル 

  新文化施設では、先述の検討を踏まえ、下記の事業を想定しています。今後、開館

に向けて事業内容、場所、実施回数等の検討を行います。 

 

事  業 内  容 実施場所 

（１）鑑賞事業 

 音楽系公演 

（大規模） 

オーケストラ、ポップスなど大型の音楽公演

の鑑賞機会を提供する。 
大ホール 

音楽系公演 

（中規模） 

オーケストラ、ポップスなど中規模の音楽公

演の鑑賞機会を提供する。 
中ホール※ 

音楽系公演 

（小規模） 

ソロ演奏や室内楽など小規模の音楽公演の鑑

賞機会を提供する。 
小ホール 

舞台芸術系公演 

（大規模） 

比較的大規模の演劇、バレエ、ミュージカル、

ダンス、伝統芸能などの鑑賞機会を提供する。 
大ホール 

舞台芸術系公演 

（中規模） 

比較的中規模の演劇、バレエ、ミュージカル、

ダンス、伝統芸能などの鑑賞機会を提供する。 
中ホール※ 

舞台芸術系公演 

（小規模） 

比較的小規模の演劇、ダンス、伝統芸能など

の鑑賞機会を提供する。 

小ホール、 

大スタジオ 

鑑賞講座 
公演に合わせ、鑑賞をより深めるための関連

講座を実施する。 

小ホール、 

大スタジオ 

共催・提携・後援事業 

新聞社、放送局などマスメディアや、民間の

興行会社などと連携して鑑賞機会を提供す

る。 

大ホール、 

中ホール※ 

（２）創造事業 

 
市民参加型創造事業 

アーティストと市民によるワークショップ等

の継続的な実施により、文化芸術を創造する。 
スタジオ 

 （記念の年等） 

オリジナル作品制作事業 

プロ等による高槻オリジナル作品を制作す

る。 

大ホール 

中ホール※ 

※  文化ホール内の中ホールです。このほか、実施場所は文化ホール内の施設を含めて検討

します。 
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事  業 内  容 実施場所 

（３）普及育成事業 

 

普及型・体験型事業 

社会包摂の趣旨を踏まえ、子育て世代や高齢

者、障がい者など様々な立場の人が、文化芸

術にふれることができるように、幅広い事業

を展開する。 

小ホール、 

スタジオ 

 

地域密着型事業 

（アウトリーチ等） 

社会包摂の趣旨を踏まえ、身近な場所で、子

育て世代や高齢者、障がい者など様々な立場

の人が、文化芸術にふれることができるよう

に、施設外へのアウトリーチに取り組む。 

病院、福祉施

設、コミュニ

ティ施 設な

ど 

 
地域密着型事業 

（地域子育て型） 

子育て世帯等に自主公演のチケットを配布

し、劇場へ招待する。 

チケット代は、企業等からの寄附等で賄う。 

― 

 

文化活動相談窓口事業 

文化芸術活動を行っている個人・団体に対し

て、各種相談への対応、広報活動支援などを

行い、活動のさらなる活性化や普及を図る。 

施設窓口等 

 

人材育成事業 

アートマネジメント講座や広報・事業企画に

関する講座を開催し、地域で活動する人材育

成を図る。 

スタジオ 

 

施設体験事業 

バックステージツアーや、舞台技術体験、影

アナ体験、チラシ作成体験など、文化芸術に

興味・関心を持つきっかけを幅広い方法で提

供する。 

施設全体 

 

次世代育成事業 

子どもを対象に、文化芸術に関心を持つ人を

増やすための入門型のワークショップ、親子

で気軽に参加できる公演等を行う。 

スタジオ、 

大ホール、 

中ホール※ 

 
教育機関連携事業 

（学校アウトリーチ事業） 

幼稚園・保育所、学校等と連携し、鑑賞機会

の提供やワークショップによる表現力・コミ

ュニケーション力向上を図る。 

各学校 
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事  業 内  容 実施場所 

（４）交流連携事業 

 

参加型公演事業 

地域のサークル等が参加できるフェスティバ

ル型公演や、市民がプロのアーティストと共

演する公演などを開催する。 

大ホール 

 

受託事業 
高槻市文化祭、高槻市美術展覧会等の市等の

事業を受託し、実施する。 

費用負 担や

実施体 制は

別途検討 

 

地域イベント連携事業 

市内の各イベント、商業施設、しろあと歴史

館等と連携するほか、屋外空間や公園を活用

したイベントを開催するなど、地域の賑わい

づくりを図る。 

スタジオ、 

ロビー空間、 

屋外空間 

 

共同制作事業 

他自治体の類似施設等と連携した作品制作な

ど人材交流を促進し、ネットワーク構築を図

る。 

― 

（５）情報発信事業 

 

情報誌発行・ホームページ

等活用 

事業の周知や活動参加者を増やすことを目的

に、情報誌、ホームページ、メールマガジン、

SNS 等によりホールの活動について広報を行

う。 

― 

 

会員制度運営事業 

チケット割引や優先予約など利用しやすい会

員制度を構築し、新文化施設のファンの獲得

を図る。 

― 

 

情報コーナー運営事業 

近隣や全国の文化芸術に関する情報の収集と

提供を行う。また、広く本市に関する情報の

収集を行い、市外からの来訪者に本市の情報

を提供し、市の魅力発信につなげる。 

― 

（６）施設提供事業 

 施設提供事業 ホール・各室の貸出しを行う。 ― 

 

市民企画連携事業 

地元や近隣の楽団、劇団、文化団体等が企画・

制作した公演に、共催・提携・後援を行い、

支援する。 

― 

 

利用促進の営業活動 

興行事業者等の利用に対する割引・先行予約

などの制度設計や、施設の空き情報の提供な

ど継続的な協力関係が出来るように検討す

る。 

― 
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（２）中長期の事業計画 
 

中長期事業計画は、新文化施設の継続的な活動において指針となるものです。 

社会状況の変化に対応できるよう、本市の文化振興ビジョンなどの文化施策の方向性

に応じた計画としていきます。 

また、新文化施設の事業展開及びその成果にあわせて修正できるよう、弾力的な計画

とし、指定管理期間に合わせ、概ね 5 ヵ年ごとに事業の成果を評価し、目標設定や予算

配分等の見直しを図ります。 

 
【管理運営方針で示した中長期の事業展開の考え方】 

開館前 

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 

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、新文化施設を市内外へ積極的に発信

します。 

中長期 

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。 

 
  

 

通年事業 

 

開館記念

事業 

プレ 

事業 
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（３）プレ事業・開館記念事業の実施計画 
 
管理運営方針で示したプレ事業及び開館記念事業の考え方や目的を踏まえ、以下に

想定する事業を示します。それぞれの事業内容・予算等の詳細については、引き続き

検討します。 

実施体制としては、市が直接実施する事業のほか、現在の高槻現代劇場の指定管理

者や、新文化施設の指定管理者に実施を求める事業、市民と共同して実施する事業な

ど役割分担を行い、効果的な事業展開を図ります。 

 
 ①プレ事業 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【想定される事業】 

◎･･･中心的な役割 
事業名称 広報宣伝事業 

実施時期 現在～平成 34 年度（2022 年度） 

実施場所 ― 

事業概要 

●市広報誌への記事掲載 

●新文化施設の特設ホームページの開設 

●建設の進捗状況の公開、現場説明会 

●広報用の動画、チラシ、ポスターなど広報ツールの作成 

実施主体 ◎市、指定管理者 

 
 

【管理運営方針で示した考え方】 

 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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事業名称 市民企画事業 

実施時期 平成 32 年度（2020 年度）～開館以降も継続 

実施場所 未定 

事業概要 
ワークショップなどを通して、市民が企画したプレ事業の開催を支援

する。 

実施主体 ◎市、◎指定管理者、◎市民等 

 
事業名称 アウトリーチ事業 

実施時期 現在～開館以降も継続 

実施場所 学校、コミュニティ施設、福祉施設、医療機関など 

事業概要 
学校や病院等へアーティストを派遣し、鑑賞機会の提供やワークショ

ップの開催などアウトリーチ事業を展開し、広報・宣伝を行う。 

実施主体 ◎指定管理者 

 
事業名称 市民参加型事業 

実施時期 平成 33 年度（2021 年度）～開館記念事業 

実施場所 新文化施設大ホール 

事業概要 

音楽や舞台芸術公演の参加者を市民から募集し、プロによる複数回の

ワークショップを通して練習を行い、新文化施設の開館記念事業とし

て大ホールで公演を行う。 

実施主体 ◎指定管理者、◎市民等 

 
事業名称 施設体験事業 

実施時期 竣工～開館前の習熟訓練期間 

実施場所 新文化施設 

事業概要 

スタッフの習熟（トレーニング）が必要な開館前の時期において、テ

ストコンサートやテスト避難訓練、お試し利用など、様々な利用状況

をシミュレーションし、利用した方々の意見を聞くことで、備品や貸

出ルール等の開館後の質の高いサービスの提供につなげる。 

実施主体 市、◎指定管理者 

 
事業名称 市民会館クロージング記念事業 

実施時期 平成 33 年度（2021 年度）～平成 34 年度（2022 年度） 

実施場所 市民会館ほか 

事業概要 

新文化施設の開館を周知するため、50 年以上多くの市民に利用されて

きた市民会館のクロージングイベントを実施する。企画する際には、

文化事業だけでなく、結婚式場や成人祭など多くの市民が利用してき

たこと等を踏まえた事業内容の検討を行う。 

実施主体 ◎市、指定管理者 
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②開館記念事業 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【想定される事業】 

◎･･･中心的な役割 

事業名称 開館記念式典 

実施時期 平成 34 年度（2022 年度） 

実施場所 新文化施設大ホール 

事業概要 

テープカットをはじめ、コンサート等も交えた新たな施設の開設を記念

する式典を実施する。招待者としては、関係者に加えて、市民が出席で

きるよう広く出席者を公募することも検討する。式典後、施設の見学会

等を実施する。 

実施主体 ◎市、指定管理者 

 
事業名称 こけら落とし公演 

実施時期 平成 34 年度（2022 年度） 

実施場所 新文化施設大ホール 

事業概要 

舞台開きとして祝祭性のある公演を開催する。演目の選定、出演者との

交渉など指定管理者と綿密な協力体制で実施する。本市出身のアーティ

ストなど、本市にゆかりのある出演者による公演についても検討する。 

実施主体 ◎市、◎指定管理者 

 
  

【管理運営方針で示した考え方】 

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。 
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事業名称 オープニング記念事業 

実施時期 平成 34 年度（2022 年度）～平成 35 年度（2023 年度） 

実施場所 新文化施設大ホール、小ホール、大スタジオほか 

事業概要 

短期間の集中的な実施ではなく、1年間をかけて実施する。また、期間

については、平成 35 年（2023 年）に本市が中核市移行 20 周年・市制

施行 80 周年を迎えるため、市の周年事業と調整をして開催する。 

●プレ事業の市民参加型事業の成果発表の公演 

●通常年度に比べ、充実した高質な公演、コンサートなど 

●小ホールや大スタジオなどの機能を最大限に活用した事業 

実施主体 市、◎指定管理者、市民等 

 
 
 
（４）市民参加の検討 
 

管理運営方針に基づき、開館までの期間を利用して、市民参加をより広げていくため

の手法を検討します。プレ事業や開館記念事業において、指定管理者と連携しながら市

民参加の場を広げていくことができるよう検討を重ねます。 

 

 
  

【管理運営方針で示した考え方】 

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、事業機会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。 
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（５）広報宣伝・マーケティングの計画 
 
①基本的な考え方 

管理運営方針で示した方向性を実現するために、広報宣伝に関する基本的な考え方

を次のとおり定めます。 

 

□ 顔が見える周知活動から始める 

高槻市域に限らず、広域圏からの集客や利用を目指していきますが、まずは市民へ

の確実な周知に重点的に取り組みます。市広報誌への掲載や市内の公共施設や文化施

設での周知に加え、地域住民や商業施設、商店街などに協力を依頼し、市域全体に拡

散していくような活動を展開することで、認知度の向上を目指します。 

 

□ 事業後の広報に力を入れる 

広報宣伝活動にあたっては、事前の開催告知だけでなく、自主事業開催後の報告記

事に力を入れることとします。実際に開催された写真記事などを通じて、「何か面白

いことをやっている」ということが伝わり広まることを目指します。 

 

□ イメージを伝えるシンボルとしての広報宣伝 

発行物を見ると「新文化施設のものだ」とすぐに伝わり、手にとってもらえるよう

に、デザイン、ロゴ等の統一性を図り、新文化施設のイメージを伝えるツールとして

象徴的な役割を担えるよう取り組みます。 

 

□ 周辺施設等と連携する 

新文化施設は公共施設が多数立地するエリアに位置し、最寄駅には商業施設が集積

していることから、周辺の公共施設や商業施設、商店街等との連携を密に図り、広報

ツールでの連携や、イベントでの協力など相互の特性を活かし、賑わいを創出するこ

とを目指します。 

 

□ 広報宣伝活動の記録・集積を事業の発展につなげる 

公演情報を広めるだけでなく、チラシ、ポスター、記録写真、掲載記事などを集積・

保存し、広報に活用することで、新文化施設への取組の周知を図ります。また、運営

スタッフが参照し、今後の事業の参考にできるようなデータベースとしての活用も目

指します。 

 

□ 業務向上のための評価を広報へつなげる 

事業評価をより積極的な広報ツールとして捉え、自主事業の写真等を使用し、デザ

イン性の優れた年次報告書を作成し、公開します。市民・来館者・利用者へのアンケ

ート結果や、内部評価等を広く公開し、新文化施設の理念や、事業活動とその成果を

広く知ってもらうことで、市民からの認知・評価を高めます。 
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②広報の具体的な取組事例 

 先述の基本的な考え方を踏まえ、新文化施設で実施する広報の具体的な取組は、以

下のとおりです。なお、現在の高槻現代劇場の広報媒体からの移行等を含めて、実施

時期等については検討します。 

 
目的 媒体 概要 

開
館
の
周
知
・
施
設
情
報
の
周
知 

市広報誌、市ホームページ、高槻

現代劇場ホームページ、ケーブル

テレビ等での告知 

最新の情報を発信する。 

愛称募集 広く愛称の募集を検討する。 

ロゴマーク 
愛称の決定に伴い、ロゴマーク等のデザイン

を検討する。 

仮パンフレット 
パースやイラスト等で施設の構成などが分か

るパンフレットを作成する。 

ふるさと寄附金、公募債など 

寄附募集 
広く寄附を募集し、機運の醸成につなげる。 

ＰＲ動画 

短時間のＰＲ動画を作成し、高槻現代劇場の

自主事業のほか、貸館事業や市内の様々なイ

ベント等と連携し、上映を行う。 

独自ドメインのホームページ 
情報量の増加に伴い、独自のホームページを

作成する。 

メールマガジンやＳＮＳの 

積極的な活用 

様々なターゲットに広報するため、メールマ

ガジンやＳＮＳを積極的に活用し、定期的に

発行する。 

本パンフレット 
建物の外装、内装、備品の写真を撮影し、開

館後に配布するパンフレットを作成する。 

チラシ・ポスター等の作成 
開館を伝えるチラシ、ポスター、パンフレッ

ト等を作成する。 

情報誌の発行 情報誌を作成し、広く配布する。 

事
業
の
周
知 

年間事業スケジュール 

事業の年間スケジュールを一覧できる印刷物

などを作成し、様々な場所やイベントで配布

する。 

チラシ・ポスター等の作成 

事業の内容に合わせて、適切な広報媒体や手

法を選び、広報宣伝を行う。 

新文化施設ホームページへの掲載 

周辺商店街・公共施設等との連携 

テレビ、新聞等のメディアへの 

広告依頼 

事業報告書の作成と公開 

事業報告書を積極的な広報ツールとして捉

え、分かりやすくデザイン性の優れた報告書

を作成し、公開する。 
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③マーケティングに関する取組について 

 限られた予算の中で経営的な観点から効率的な事業展開を図るとともに、自主事業

への来場者や、新文化施設の利用者を増加させ、ファンやリピーターなど施設の支援

者を獲得するため、新文化施設では下記の項目を実施します。 

 

１）施設利用状況・自主事業来場者の分析 

  施設の稼働率を向上させるため、詳細な利用状況の分析を行うことで、料金設定

や利用ルール、営業等への活用を行うこととします。 

  自主事業の来場者については、属性等を分析することで、事業展開の検討やチケ

ット販売の売上げ向上につなげていきます。 

 

 ２）利用しやすいチケット販売システムの構築 

   自主事業の来場者を増加させるとともに幅広い層の集客を目的に、例えば、若年

層への割引や、複数名での購入に対する割引、複数公演をパッケージにしたチケッ

トなど、他事例を参考にしながら、柔軟なチケット販売システムを構築します。 

 

 ３）会員制度の在り方の検討 

   新文化施設においても文化事業の会員制度を整備します。現在の高槻現代劇場の

会員制度を元に、他事例を参考にしながら、サービス等を再検討し、新文化施設の

ファンを増やします。  
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（６）文化事業への評価の在り方 

   

①評価方法 

  本市における指定管理者の施設運営に対する評価については、指定管理者の施設運

営状況のモニタリングや、年度毎の評価を基本としています。 

新文化施設についても同様の手法を基本としますが、本施設が実施する文化事業は、

本市の文化施策において大きな役割を果たすことから、指定管理者による自己評価や

市による評価に加え、市が意見を求めることができ、文化施策や文化施設に関する専

門的見地から評価ができる外部組織による評価を行うことが望まれます。 

外部組織による評価については、本市の文化施策の方向性を示す「文化振興ビジョ

ン」の年度別の進捗状況報告と合わせ、指定管理者による文化事業についても、高槻

市文化振興審議会に意見を求めることとします。 

 

②評価指標 

評価指標については、事業本数や観客数、会員獲得数などの定量的な評価指標のほ

か、文化事業による効果を示す満足度や施設の設置目的への貢献度など、定性的な評

価指標等を設定することとします。 

 

③評価結果の活用 

評価結果に基づき、指定管理者に必要な指導、指示を行うほか、事業計画の見直し

を図り、効果的な事業展開につなげます。 

 

④評価結果の公表 

市民に対する説明責任を果たすため、評価の結果は、市ホームページ等で公表しま

す。 
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３ 組織計画 
（１）運営母体 
 
①指定管理者制度の運用について 

 新文化施設には指定管理者制度を導入します。以下に指定管理者制度の運用にあた

っての検討項目を示します。 

 
１）指定期間 

「指定管理者制度に関する基本方針（平成 16年(2004 年)12 月策定）」に基づき、5

年間を基本とします。 

1 期目の指定期間の開始は、貸館受付等の円滑な準備を進めるため、開館前年度の

平成 33 年度（2021 年度）とすることを検討します。 

ただし、1 期目の指定期間は、平成 37 年度（2025 年度）に全面開園する城跡公園

との一体管理の可能性があることや、新文化施設の維持管理経費や稼働率等の不確定

要素が多いことから、調整を行います。 

 

２）指定管理の範囲  

新文化施設（地下駐車場含む）、文化ホール、城跡公園の中央エリアを基本としま

す。 

ただし、平成 37 年度（2025 年度）の城跡公園の全面開園に向けて、城跡公園の南

北エリアを含めた効率的な運営手法を再検討します。（P.32「公園位置図」参照） 

 

３）利用料金制の導入について 

  公の施設の使用料を指定管理者の収入として収受させる利用料金制は、一般的に、

収入確保や経費削減など指定管理者の経営努力の促進や会計事務の効率化に効果的

であるとされています。 

利用料金制度の趣旨は、指定管理者の効率的な事業実施や努力によって、指定管理

者にインセンティブを与え、より効率的で質の高い市民サービス実現の効果が期待で

きることにあります。また、利用者の利便性の向上の観点からも導入効果が高いと考

えられます。 

  このため、新文化施設、地下駐車場、文化ホールを対象に利用料金制の導入を検討

します。 
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②運営母体について 

  平成 28 年（2016 年）2 月に策定した管理運営方針では、基本計画を踏まえ、新文

化施設の運営母体として（公財）高槻市文化振興事業団の活用を基本に検討すること

としています。 

  その後、今後の市の役割や取組の方向性を明確にすることを目的に、平成 29 年

（2017 年）9 月に「『高槻市みらいのための経営革新』に向けた改革方針」を策定し

ました。本方針において、公営企業・外郭団体改革として、外郭団体の在り方につい

て見直すこととしています。 

 新文化施設の運営母体については、今後の外郭団体の見直しの方向性と整合を図り、

検討することとします。 

 

【これまでの検討経過】 

■基本計画（平成 27 年（2015 年）2月策定） 

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） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

■管理運営方針（平成 28 年（2016 年）2 月策定）での運営母体の方針 

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。 
 

「『高槻市みらいのための経営革新』に向けた改革方針」（平成 29 年（2017 年）2 月） 

⇒外郭団体の在り方について見直しを行う。 



 

21 

③市内文化施設との一体管理について 

  新文化施設は、基本理念である「ひと・まち・未来が輝く 文化芸術の創造・発信

拠点」として、市民の文化芸術活動の裾野を広げる取組や、まちのにぎわい創出や都

市イメージの向上など、本市の文化振興施策における中心的な役割が期待されます。 

  このため、新文化施設では、市内の他の文化施設の規範となるような施設運営を行

うとともに、文化事業のノウハウや高い専門性を活かし、他の文化施設との一体的な

事業展開や広報等を行うことで、文化施策による効果を高めていくことが期待されま

す。 

  今後、本管理運営計画を踏まえ、市内の拠点文化施設である生涯学習センターやク

ロスパル高槻（総合市民交流センター）などとの役割分担を明確にするとともに、そ

れらの施設との一体的な管理運営についても検討することとします。 
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（２）組織体制 
 

管理運営方針で示した事業部門、技術部門、総務部門の組織体制の考え方を踏まえ、

本管理運営計画で示す事業計画及び施設運営計画を基にした、必要とする職能と人員配

置の考え方を示します。 

 

①専門性の確保について 

管理運営方針においては、事業部門や技術部門に専門家の配置を検討することとし

ていました。以下に検討内容を踏まえた各部門の考え方を示します。 

 

１）事業部門（広報・営業含む） 

 

 

 

 

 

 

管理運営計画において、事業計画や広報計画、施設運営計画等が明らかになるにつ

れ、新文化施設の効用を最大限に活用するためには、専門性を有した施設の管理運営

責任者を配置した施設運営が必要であることが顕在化してきました。 

このため、施設の管理運営の責任者として、他の劇場等でのアートマネジメントの

経験を十分に有する専門家や、事業の企画・実施の責任者を経験した者など、専門的

な人材を配置することとし、指定管理者への要求事項として明確に定めます。 

 

２）舞台技術部門 

 

 

 

 

 

 

  舞台技術に要する専門性を確保するためには、特定の施設のみの経験だけでなく、 

他の施設での豊富な経験や、継続的に最新の設備に精通していることなどが望まれま

す。 

 このため、指定管理者の組織内への舞台技術責任者の配置を求め、特定の施設での

職務内容に人材を固定化するよりは、指定管理者の組織全体での対応を求めることで、

サービスの継続性を担保しつつ専門性を確保することとします。 

  ただし、新文化施設は、新設の施設であり舞台関連設備についてもノウハウがない

ため、開館初期については、安全に貸出ができるように引き続き検討を行うこととし

ます。 

【管理運営方針より抜粋】 

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。 

【管理運営方針より抜粋】 

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。 
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 ②人員配置の考え方 

新文化施設は、大・小ホールのほか上演機能を持つ大スタジオなど、現在の市民会

館に比べ、より専門的な設備を有した施設となります。 

また、現在の市民会館については管理運営のノウハウが蓄積されていますが、新文

化施設の開館直後は運用していく中で管理運営体制を構築せざるを得ず、安全管理の

観点からも施設利用時の誘導人員等を十分に確保することが必要となります。また、

新たに、夜間を含めた開館時間に対応したローテーション勤務を想定しています。 

さらに、一体管理を行う文化ホールとの距離が物理的に離れるため、文化ホールの

安全管理体制を構築するとともに、地下駐車場や新文化施設の位置する城跡公園中央

エリアの管理を含めた人員配置が必要となります。 

以上の要素のほか、事業展開の更なる充実を図ることから、管理運営方針で示した

下記表の職能に基づき、必要となる人員を配置します。 

 

■想定する職能 

 

 
  

職 能 担う役割 

統括（館長） 業務統括 

総
務
部
門 

総務責任者 施設運営における経営的責任者 

庶 務 庶務担当業務 

経 理 経理担当業務 

施設管理 
施設、駐車場、外構の維持管理に関する業務 

舞台技術の管理に関する業務 

事
業
部
門 

事業責任者 事業における責任者 

企画制作 

自主事業の企画制作から実施に至る業務 

チケットの配券、予約、発券、代金管理を行う 

票券業務も担う 

普及育成 普及育成関連事業の企画制作から実施に至る業務 

広報・情報 
施設広報及び事業の広報に関する業務 

情報関連事業の企画・推進に関する業務 

営 業 チケットセールス及び貸館利用の促進を図る 

友の会 友の会、ボランティア組織などの運営業務 

施設提供 貸館の受付調整業務、会議室などの管理業務 

受付・チケット販売 チケット販売、施設貸出し等の窓口業務 
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４ 施設運営計画 
（１）利用規則 

 

管理運営方針を踏まえ、利用規則の基本的な考え方を定めます。今後、この考え方を

より具現化して設置条例等において規定するものとします。 

また、新文化施設と一体管理する文化ホールのほか、市内の拠点文化施設である生涯

学習センターやクロスパル高槻（総合市民交流センター）についても、新文化施設の整

備に併せて見直すこととします。 

 

 

①－１休館日、開館時間 

休館日については、施設の長寿命化のほか、利用者の利便性と光熱水費や人件費等

の運営経費とのバランスを考慮し、定期休館日を検討します。 

ただし、公園利用者の利便性を高めるため、休館日にもカフェやトイレ等の一部施

設が利用できるよう検討します。 

 

開館時間 

開館時間 午前 9時～午後 10 時 

※準備や延長利用に柔軟に対応するため開館時間外の対応も検討 

受付時間 午前 9時～午後 5時 15 分 

休館日 年末年始／臨時休館／定期休館日を検討 

 

【参考：文化会館】 

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）／臨時休館 12 日 
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①－２駐車場 

新文化施設の地下に整備する駐車場は、新文化施設及び文化ホールの利用者に加え、

城跡公園の利用者も使用できるため、公園利用に配慮した入退場時間を検討します。 

使用料については、本施設が中心市街地に位置し、比較的利便性が高いことや、周

辺の市営・民営駐車場が有料であることから、新文化施設駐車場についても有料とし

ます。 

また、指定管理者による利用料金制の導入を基本とします。  

 

新文化施設駐車場 

休所日 通年営業を基本とします。 

入退場時間 午前 7時～午後 11 時を基本として検討します。 

警備体制 無人（但し、大規模催しの際は臨時警備を検討します。） 

料 金 

・有料を基本とし、周辺駐車場及び市内市営駐車場を踏まえて金額

設定を行います。 

・周辺道路の渋滞を防ぐために、休日料金の設定を検討します。ま

た、夜間については、防犯上の観点から入退場時間と併せて検討

します。 

・支払いについては、機械での自動精算を基本とします。 

割 引 

サービス等 

・ホール主催者用に台数の確保、割引等を検討します。 

・事前精算機設置などによる混雑緩和方法を検討します。 

 

【参考：文化会館・城跡公園駐車場】 

 文化会館駐車場 城跡公園駐車場 

休所日 休館日による なし 

入退場時間 午前 9時～午後 10 時 午前 7時～午後 11 時 

警備体制 有人 無人（問合せ等は業務委託） 

料 金 無料 
普通自動車 30 分ごとに 100 円 

（4時間 30分を超える場合は 1,000 円） 
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②利用申込時期、方法 

これまでの利用申込時期・方法を基本とした上で、他事例等を参考に、より利便性

の高い方法を検討します。 

利用申込時期については、以下を基本とし、市内の文化施設全体での稼働率向上を

目指し、それぞれの施設の利用申込時期を検討します。 

 

利用申込

時期 

 

【ホール】 

 ・文化芸術活動を目的とする利用等は優先的に申し込めるようにするこ

ことを検討します。 

・小ホールについては、生涯学習センター多目的ホール等との相互利用

を図るため、申込開始時期を検討します。 

・使用日の 30 日前を経過した利用についても可能な範囲で対応できる

よう検討します。 

【スタジオ】 

・ホールと同時に使用する場合は、ホール受付時に予約可能とします。 

・規模に応じて申込開始時期の検討をします。 

・大スタジオの公演利用については別途申込期間を検討します。 

ホール スタジオ 

使用日 12ヶ月前～30日前 使用日 6ヶ月前～当日 

申込方法 

申込受付期間に、窓口、電話、インターネットでの予約を行い、使用料

を納付します。 

【ホール】 

・舞台機構や附属設備等、様々な確認が必要となること等からインター

ネット予約の対象の可能性についても今後検討します。 

・予約から 14 日以内に窓口等にて利用申込と使用料の納付を行います。 

【スタジオ】 

・大スタジオの公演利用については別途申込方法を検討します。 

支払方法 
現金、指定の預金口座から引き落しのほか、銀行振込やクレジットカード

決済についても検討します。 

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館相互受付を行います。 
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【参考：文化会館】 

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7日前

まで 

※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 

申込方法 

【申込方法】 

・文化施設予約システムに登録後、インターネット、窓口、電

話にて予約を行い、使用料を納付。 

・使用料は、現金を窓口に持参する又は使用後翌月に指定の預

金口座から引き落し 

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 

 

 

③利用区分の設定 

ホール施設はこれまでと同様、午前・午後・夜間の 3区分とします。 

スタジオは、利用者ニーズや利用実態を分析し、部屋の規模に応じて、区分単位と時

間単位の利用を検討します。 

また、現在は集会室の利用後に、部屋の状態確認等の空き時間（30 分間）を設け

ていますが、稼働率の向上に向けて、廃止を検討します。 

 

【参考：文化会館】 

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 

 
 
④連続利用日数の上限 

これまでと同様に、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。 

ただし、指定管理者が自主事業を行う場合は、内容に応じて対応ができるよう検討

します。 

  



 

28 

 

⑤還付期間の設定 

現在、市内の文化施設の利用申込後の一定期間に取消の申し出があった際には、以

下のとおり施設使用料の一部を還付しています。 

ただし、天災等やむを得ない場合を除き、還付されない使用料が 3 割（以下、「取

消料」という）となるため、ホールや大規模な集会室などを取消した際に、利用者の

負担が大きい状況にあります。 

新文化施設では、利用者の利便性を考慮し、段階的な還付受付期間や取消料の設定

を行うことを検討します。 

ただし、設定することによる稼働率の向上見込みや、使用料収入の増減を含めて検

討することとします。 

また、制度の詳細は、施設使用料の金額や各部屋の規模等も踏まえて検討します。 

 

【参考：文化会館】 

還付理由・期間 還付割合 

天災その他使用者の責めによらない理由により使用すること

ができない場合 
全額 

（大ホール・中ホール） 

使用日の 30 日前までに使用者が取消を行った場合 
7 割 

（集会室） 

使用日の 7日前までに使用者が取消を行った場合 
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⑥使用料の検討 

 
１）使用料を設定する施設 

ホールやスタジオだけでなく、ロビーなどの共有スペースのほか、イベント時にお

ける公園との一体的な利用などを想定し、それらの施設を含めた使用料を設定します。 

 

施設名 料金の考え方 

大ホール 

（約 1,500 席） 

・3区分（午前・午後・夜間）のほか、午前～午後、午後～夜間、

全日の設定も行います。 

・開館時間外に準備を行う場合の料金設定を行います。 

・控室、楽屋は大ホールの料金に含みます。 

・練習や準備利用の場合の料金設定を行います。 

・客席の利用状況に応じた段階的な料金設定を検討します。 

小ホール 

（約 200 席） 

・3区分（午前・午後・夜間）のほか、午前～午後、午後～夜間、

全日の設定も行います。 

・開館時間外に準備を行う場合の料金設定を行います。 

・控室、楽屋は小ホールの料金に含みます。 

・練習や準備利用の場合の料金設定を行います。 

スタジオ 
・面積や機能等に応じた料金設定を検討します。 

・大スタジオは利用形態に応じた料金設定を検討します。 

屋内共用スペース 

（ホワイエ、ロビー等） 

・1㎡あたりの貸出料金の設定、または利便性を考慮し、あらかじ

め定めた貸出面積に応じた定額料金を検討します。 

城跡公園部分 

（新文化施設の建物外） 
・都市公園条例に基づいた料金設定により貸出を行います。 
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２）使用料の考え方 

管理運営方針で示した考え方や、「施設使用料の見直しに関する指針」（平成 29

年（2017 年）2月策定）に基づき、近隣などの類似施設の事例を参考に使用料の設

定を行います。 

また、市民の文化芸術活動に配慮する一方、施設の稼働率向上や歳入確保の観点

からも、施設の稼働状況に応じた料金体系を検討します。 

このほか、利便性を高めるため、以下の加算・減額等を検討します。 

 

内容 方向性 

市外加算 
引き続き加算を実施しますが、割合については、検

討します。 

入場料加算 

近隣の類似施設を参考に、市民の文化活動の支えと

なる程度の入場料については、基本使用料で使用で

きるような段階的な加算ルールを検討します。 

休日料金の設定 

歳入の確保のため、平日に比べて稼働率の高い休日

については、基本使用料を平日に比べて高く設定す

ることを検討します。 

直前予約割引 
施設の稼働率を向上させるため、使用日の直前の割

引を検討します。 

附属設備のセット料金 
利用者の利便性向上及び施設管理者の在庫管理の観

点から、附属設備のセット料金を設定します。 
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（２）公園との関連性の検討 
 

新文化施設は、城跡公園内に設置されることから、「高槻市城跡公園再整備基本計

画」（平成 28年（2016 年）3月策定）に基づく各エリアの設計との整合を図り、効率

的な運営手法を検討します。 

 

①公園利用者に対する新文化施設の活用方法 

新文化施設が位置する城跡公園は、本市の中心市街地に位置し、公民館や歴史博物

館、学校等の公共施設に隣接している公園です。 

新文化施設の整備に合わせて、城跡公園全域の魅力向上を図るため、公園位置図

（P.32）及び再整備スケジュール（P.33）のとおり北・中央・南エリアに分けて順に

整備する予定です。 

城跡公園と新文化施設が一体となることで、本エリアの魅力を高めていくため、ソ

フト面及びハード面において新文化施設の機能を活用することとします。 

 

【公園利用者と一体的に利用できる新文化施設の機能】 

トイレ（男・女・多目的） 建物 1階 

授乳室、おむつ交換台 建物 1階 

駐輪場・駐車場 駐車場：地下 2階、駐輪場：地下 1階 

飲食施設、自動販売機 建物 1階ほか 

 
 
②城跡公園の管理運営方法 

公園と建物の一体管理の観点から、中央エリアについては、新文化施設の指定管理

者による管理を基本とします。ただし、平成 37年度（2025 年度）の城跡公園の全面

開園に向けて、城跡公園の南北エリアを含めた効率的な運営手法を再検討します。 

また、広く市民等を対象としたイベントや発表の場として、新文化施設の建物周辺

等が利用しやすくなるよう、新文化施設の指定管理者に公園内行為使用許可の権限を

与えることを検討します。 
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【城跡公園位置図】 
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【城跡公園再整備スケジュール】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （平成 28 年（2016 年）3 月策定「高槻市城跡公園再整備基本計画」から抜粋） 
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（３）飲食施設の在り方の検討 
 

新文化施設の設計において、飲食施設は、新文化施設のメインエントランス付近に

設置し、大ホール、小ホール、スタジオエリアなどを見渡すことができるロビー部分

に客席を配置することとしています。また、公園に面することから、公園部分にも客

席を設置可能で、新文化施設への来館者はもちろん、公園利用者の往来が見込まれる

位置としています。 

 一方、文化施設への来場者は、催しの有無に応じて増減が大きいため、飲食施設を

運営する事業者にとって、収支見込が立てづらく、近隣の類似施設においても撤退す

る事例が見受けられます。 

  新文化施設は、施設のにぎわいに加え、城跡公園エリア、中心市街地の活性化に大

きな役割を果たすため、メインエントランスに位置する飲食施設が安定的に経営され

るように、業務形態を含めた運営手法を検討する必要があります。 

今後、民間事業者に対するヒアリング等により、業務形態や営業条件等を検討する

こととします。 

検討事項 内容 

業務形態 カフェなど様々な業種形態を検討します。 

整備関係 

・営業に必要な面積（売場、客席、事務室、倉庫ほか） 

・設備関係（電気、ガス、水道等の引き込み） 

・営業時間の設定、セキュリティや動線等 

契約方法 
・公募による選定を基本に検討 

・都市公園法第 5条に基づく公園施設の管理許可を検討 

営業条件 
・運営期間、賃料の設定 

・サービス内容、ホールや公園との連携方法 

 
 
（４）維持管理計画 
 

「高槻市公共施設等総合管理計画」に基づき、施設保全計画を作成し、点検による

不具合の早期発見や予防保全による施設の長寿命化を図るとともに、修繕や改修につ

いても計画的・効率的に実施することで、トータルコストの縮減と維持管理費等の平

準化を目指します。 

なお、新文化施設開館時には築後 30 年が経過する文化ホールとの一体的な管理と

なることから、施設全体として効率的・効果的な維持管理を行います。 

また、公園の維持管理についても、公園管理者と連携を図りながら取り組みます。 
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（５）利用者サービス 
 

利用者にとって使いやすい施設となるためには、次のようなサービスの提供が期待さ

れます。今後、各サービスの提供に要する経費や人員、市民ニーズを踏まえて、実施の

可能性を検討していきます。 

また、バリアフリーやユニバーサルデザインに配慮し、全ての利用者が使いやすい施

設を目指します。 

 

〔具体例〕 

名称 内容 

コインロッカー 

公演などを行う際に、大きな荷物や衣類などを預かるコインロッ

カーを設置します。また、スタジオ利用者の定期利用も含めて検

討します。 

情報コーナー 

●書籍、CD、DVD、催し物のチラシ、その他必要な情報を閲覧・検

索できるサービスの構築を検討します。 

●各種情報提供を行うサービスを充実します。 

（例） 

・各種届出先の掲載 

・市内業者を掲載（写真・ビデオ撮影、花屋、タクシー等） 

・駐車場の混雑予想を掲載 

カフェ 飲食物及び飲食・交流などが可能な場所を提供するサービス 

ケータリング レセプション等の催しで飲食物を提供するサービス 

駐車場料金 

事前精算機 

大規模な催しの際に駐車場が混雑することから事前精算機の設置 

コピー機 会議等で使用する資料を印刷作成するサービス 

利用者相談サービス 事業企画や舞台演出等の相談を受け付けるサービス 
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５ 収支計画 
 

本計画では、管理運営方針で示した収支の考え方に基づき試算した、新文化施設の年

間収支の概算を示します。 

なお、新文化施設は文化ホールとあわせて運営を行っていくため、文化ホールを含め

て試算しています。 

 

【管理運営方針で示した考え方】 

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）収入の概算 
 

【管理運営方針で示した考え方】 

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。 

 

 

費目 
試算額 

（億円） 
内容 

事業収入 0.3～0.4 事業計画から入場料収入を概算 

使用料収入 1.4 １）新文化施設 

全国統計※では、維持管理費に対する利用料収入の割合は、

約 50％程度となっていることから、新文化施設で想定して

いる維持管理費1億 8,000万円の50％である9,000万円程

度の使用料収入を見込む。 

1 億 8,000 万円×50％＝9,000 万円 

２）文化ホール 

平成 26 年度（2014 年度）～平成 28 年度（2016 年度）の

平均収入である 4,500 万円程度（現在の指定管理者が実施
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する文化事業の施設使用料を除く。）を見込む。 

※「劇場、音楽堂等の活動状況に関する調査研究報告書」 

平成 26 年度（2014 年度）（公社）全国公立文化施設協会発行から引用 

駐車場収入 0.4～0.6 実績に基づく見込みが困難であることから、以下の試算によ

り概算する。 

ただし、今後の変動要素が大きいことから、実際の収入は大

幅に変動することが想定されるため、開館当初は市で仮設定

した収入額に基づき、精算することが望ましいと考える。 

【前提条件】 

料金設定 

下限 
城跡公園駐車場の料金を採用 

（1時間につき 200 円） 

上限 
平日・休日別料金を採用 

（休日は上記の倍額） 

利用可能時間 午前 9時～午後 10 時 

駐車可能台数 140 台（主催者用 10 台は含まず。） 

【算定式】 

高槻現代劇場の各施設の利用時間と入場予定者数（平成 28

年度（2016 年度）実績）を元に、年間の日別時間帯別の利用

人数及び駐車台数を算出（ただし、大・中ホールは本番時間

のみを対象とする） 

日別時間別利用人数×乗用車率※1（34.6%）÷同乗者数※1

（2.2 人/台）＝日別時間別利用台数※2 

※1 「城跡公園再整備基本計画」（平成 28 年（2016 年）3 月策定）から

引用 

※2 1 時間あたりの上限を 140 台に補正 

市負担額 3.5 指定管理料等 

その他収入 
― チケット販売委託による収入、自動販売機による収入等。 

上記の収入額と比較して軽微なため、概算には見込まない。 

計 5.6～5.9  
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（２）支出の概算 
 

 【管理運営方針で示した考え方】 

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。 

 

 

費目 
試算額 

（概算） 
内容 

事業費 0.6～0.7 事業計画から事業にかかる経費を概算する。 

人件費 1.2～1.4 組織計画から人件費を概算する。 

維持管理費 3.8 １）新文化施設 

維持管理費として、全国の類似施設の統計※から 1 ㎡当たり

15,000 円を採用する。新文化施設の延べ床面積として 12,000

㎡を想定し、概算する。 

   12,000 ㎡ × 15,000 円 ＝ 1 億 8 千万円 

   ※公園管理分は含まない 

２）文化ホール 

平成 26 年度（2014 年度）から平成 28年度（2016 年度）実績

の平均値として 8,600 万円程度を採用する。 

３）駐車場維持管理経費 

専用の警備員の常駐をせず、機械での出入庫を想定し、管理

委託料や光熱水費等、同条件の文化施設から、1,000 万円程

度を見込む。 

４）舞台技術 

舞台技術の委託費として、新文化施設の大ホール、小ホール、

大スタジオに加え文化ホールの中ホールに対応するため、類

似施設から 9,600 万円程度を見込む。 

※「公共ホールの計画づくりに関する調査研究」平成 12 年度（2000 年度）

財団法人地域創造、「空間創造研究所調査」平成 25 年度（2013 年度）から引

用 

計 5.6～5.9  
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（３）収支計画 
 

以上の概算から、1年間に市の負担する金額として 3.5 億円程度が見込まれます。 

ただし、これは文化ホールを含めた概算であることに留意が必要です。 

（単位：億円） 

支  出 収  入 

事業費 0.6～0.7 事業収入 0.3～0.4 

人件費 1.2～1.4 使用料収入  1.4 

維持管理費 3.8 駐車場収入 0.4～0.6 

  
市負担額 

（指定管理料等） 
 3.5 

合  計 5.6～5.9 合  計 5.6～5.9 

※収支は多くの変動要素があるため、あくまで現時点での概算です。 

 

 

 

（４）寄附、寄贈の検討 
  

新文化施設の開館に向けて、施設整備の情報発信を積極的に行い、市内での期待感の

醸成を図るため、市民や団体、企業等からの寄附・寄贈について様々な手法を検討する

こととします。 

 実施手法等の詳細は、整備スケジュールとの整合を図るとともに、他の事例を参考に

しながら検討します。 
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◆想定される実施手法 

実施手法 内容 

ふるさと寄附金 「ふるさと寄附金制度」は、生まれ故郷や応援したいと思う

自治体に対し、「寄附金」という形で応援をしていただくと、

今お住まいになっている自治体に納める住民税や所得税が一

定額まで控除される制度です。 

新文化施設の整備にあたっては、本市が平成 27 年度（2015

年度）から実施している「高槻市ふるさと寄附金」を活用す

ることを基本に検討します。 

返礼内容としては、新文化施設内へのネームプレートの設置

などのほか、学校への芸術家の派遣費用としての活用など、

期待感の醸成につながる方法を検討します。 

地方創生応援税制 

（企業版ふるさと納税） 

 

平成 28 年度（2016 年度）税改正に伴い、地方公共団体による

地方創生のプロジェクトに対し寄附をした企業に、税額控除

の措置を行う地方創生応援税制（企業版ふるさと税制）が創

設されました。 

本市では、平成 29 年（2017 年）10 月時点において未活用の

制度ですが、新文化施設整備事業について本制度の活用を検

討することとします。 

住民参加型市場公募地方

債（ミニ公募債） 

地方公共団体が債券発行によって資金を調達する「市場公募

地方債」の一類型で、住民の行政参加意識の高揚という観点

から、購入者を債券の発行団体内に居住する個人・法人に限

定する銘柄が多い点が特徴です。 

購入者に対して各種イベントのチケットや施設招待券など、

得点を付与している銘柄もあり、新文化施設においても施策

のＰＲの点から発行を検討します。 

ただし、事務に要する経費や、取扱金融機関に対する手数料

などのコスト面や、昨今の事例等も含め、実施の有無を検討

します。 

物品の寄贈 

 

ホール施設を整備する際には、地方公共団体内に所在する企

業・団体等から、ホールの開館を祝して緞帳やピアノなどの

物品を寄贈していただく事例があります。 

本市においても市民会館や隣接する文化ホール建設の際に、

緞帳やピアノなどを寄贈いただき、現在も多くの市民にご利

用いただいています。 

新文化施設においても、地域に根ざした施設とするため、市

民・団体・企業等から広く寄贈を募ることを検討します。 
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６ その他の検討項目 
 
（１）開館までの全体スケジュール 
 

 
 
 
開館準備業務には、施設備品の発注購入等のハード面の業務、プレイベントから開館

記念事業、また通年の事業計画の立案などのソフト面の業務を行うだけでなく、施設設

置条例の制定、指定管理者の選定、開館に向けた印刷物の作成など非常に大量かつ多岐

に渡るものがあります。 
指定管理者を指定する前の開館準備業務は市が行いますが、指定管理者を指定してか

らの開館準備業務は、設置主体としての市と、開館後の管理運営を担う指定管理者が協

力しながら行っていく必要があり、指定管理者に開館準備業務の一部を委託することと

します。 
  

平成29年度 平成30年度

（2017年度） （2018年度）

● ●

市

指
定
管
理
者

指定管理者
の選定

開
館
準
備
業
務
体
制

市民会館

平成31年度

本体工事

管理運営
全体

平成32年度 平成33年度 平成34年度

▼

開
　
館

（2019年度） （2020年度） （2021年度） （2022年度）

建設工事設計・各種申請

施設設置条例検討

（使用料・利用規則等の詳細検討）

貸館利用受付

管理運営

計画策定

指定管理者選定準備

（募集要項、業務の基準、仕様書等の作成）

指定管理者

選定

指定管理者の

指定の議決

協定締結

開館に向けた検討

継続利用 解体工事
閉館（時期は検討）

竣工

▼

市が行う開館準備業務  

・施設名称、ロゴ等公募 

・プレイベントの企画／実施 

・開館記念式典の企画・準備 

・開館記念事業の企画・交渉 

・竣工式、内覧会の企画／実施 

・市民会館クロージング事業の企画／実施 

・予約システムの構築 

など 

 

指定管理者が行う開館準備業務 

・貸館利用受付 

・竣工から開館までの維持管理 

・習熟訓練 

・プレイベントへの協力 

・開館以降の事業実施のための 

企画・交渉・広報 

など 
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（２）開館までの業務内容・準備体制 
 

 
 
 
 

市が行う開館準備業務 指定管理者が行う開館準備業務 

●平成 30年度（2018 年度） 

・実施設計、各種申請 

・備品購入計画の作成 

・施設設置条例検討 

・指定管理者選定準備 

●平成 31年度（2019 年度） 

・施設設置条例上程・議決 

・施設設置条例規則検討 

・プレイベントの企画 

・施設名称、ロゴ等公募 

●平成 32年度（2020 年度） 

・指定管理者の選定 

・備品内容の確定・予算要求・発注資料作成 

・プレイベントの企画、実施 

・開館記念事業の企画、交渉 

・施設予約システムの構築 

・飲食施設の公募 

●平成 33年度（2021 年度） 

・プレイベントの企画、実施 

・開館記念事業、式典の企画・準備 

 

 

 

 

 

●平成 34年度（2022 年度） 

・竣工式 

・内覧会 

・開館に向けたプレス発表、プレス対応 

・開館記念事業、式典の実施 

・備品納入・据付  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●平成 32年度（2020 年度） 

・市と指定管理業務の協定の締結 

・備品内容の確定・予算要求・発注資料 

作成への協力 

・プレイベントの企画、実施への協力 

・開館記念事業の企画、交渉への協力 

 

●平成 33年度（2021 年度） 

・プレイベントへの協力 

・開館準備業務の体制づくり 

・貸館受付 

・各種マニュアルの作成 

・ホームページの開設、施設パンフレット

等作成 

・市民参加の企画 

●平成 34年度（2022 年度） 

・開館に向けた体制づくり    

・開館以降の事業実施のための企画、交渉、

広報 

・市が実施する開館記念事業等への協力 

・竣工から開館までの維持管理  

・習熟訓練 



 

 

  



 

 

 


