


 

 

 

あり方の基本方針 

 美濃加茂市の文化の創造・継承そして市民の文化・芸術活動の振興のために、さらには、生涯学習の 

推進のために、文化会館の果たす役割は大きい。速やかに市民が安心して利用できるように必要な改修 

を行うとともに、運営面、事業展開についても抜本的な改善を図り、市民の多様な要求に応え、夢を与 

えられる拠点として機能するよう求めます。 

なお、具体的な今後のあり方については、以下のとおりとします。 

（１）施設改修について 

   利用者が安心して使用できるよう、耐震補強、特定天井改修について、必要な工事を早急に施工 

するよう求めます。 

   なお、当該改修工事においては、現在のホール規模やその機能を維持した上で、費用対効果や、 

利用者のニーズに応えられるよう、工法についても、十分な検討が必要です。  

   また、附属棟を含め市民が望む機能や利便性を向上させるために、必要な施設改修を実施するよ 

う求めます。 

（２）運営について 

   文化会館の役割を果たすためには、専門的な知識や経験を持つ者が、運営に携わることが必要で 

す。短期間で一般行政職職員が定期的に異動するという現在の職員配置には、見直しが必要と思わ 

れます。 

   専門的な知識や経験がある職員を配置したり、職員を専門職として育成するために長期間配置し 

たりすることも必要です。あるいは、文化会館の使命を委ねるにふさわしい個人・団体に運営を委

嘱するなどの方策もあります。 

   館の運営や事業展開については、市民参画を積極的に図り、市民がより身近に感じる取り組みが 

必要です。 

（３）機能と設備について 

   幅広い多くの方の多様な利用を促進するために、様々な機能と設備の改善を図ることが必要です。

具体的には、飲食設備、開放的な交流スペース及びロビーギャラリーなどの設置が望まれます。 

また、木曽川沿いに立地する景観を活かした施設整備、堤防道路からのアクセスの利便性を向上 

させることも利用促進に効果的です。 

文化・芸術に限らず、市民が気軽に立ち寄ることができる居心地の良い空間づくりに努め「市民 

に開かれた交流の場」となることを望みます。 

（４）周辺施設との連携について 

   市内外の生涯学習施設や文化施設との棲み分け、あるいは木曽川沿いに立地する中山道会館や中 

之島公園などの施設との連携を図りながら、美濃加茂市文化会館の特色を活かした効果的な利用促

進を求めます。 
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１．検討経緯 

 

（１）第１回検討委員会（平成２７年９月２日 文化会館） 

    市長から諮問書を受理し、その内容についての趣旨説明を受けた後、事務局から資料に基づく

文化会館の概要説明があった。また、文化会館のホール棟（特定天井部分を含む）及び附属棟等

の現場を見学した。 

   〔事務局からの提示資料〕 

①文化会館の稼働率の変遷 ②文化会館の主な利用状況 ③自主事業の実施状況 

    ④利用者数と市の人口 ⑤職員体制と人件費 ⑥施設管理費用（決算） 

    ⑦市民一人当たり及び利用者一人当たりのコスト ⑧近隣自治体との使用料金比較 

    ⑨文化会館施設整備状況表 ⑩文化会館関係例規 

 

（２）第２回検討委員会（１０月１５日 文化会館） 

    第１回検討委員会で求めた資料説明を事務局から受けた後、検討委員の文化会館に対する各自

の思い（希望、理想など）を述べ、次回以降の進め方について、協議を行った。 

   〔各委員の主な思い（意見）〕 

    ①運営面：ソフトを重視し、運営方法と方針を明確にする必要がある。 

         専門的な知識を備えた者が館長を務めた方がよい。（公募など） 

         市民が来館しやすい環境づくりに取り組むべき。 

    ②施設面：川沿いである素晴らしい立地を活かした改修が必要。 

         ロビーやホワイエをもっと開放的にするとともに、喫茶店やくつろぎスペースを設

置するとよい。 

         市内外の関連施設との繋がりと連携を意識した改修が必要。 

         もっとも適当なホールの規模（席数）を検討すべき。 

         予算に見合った改修計画が必要。 

    ③その他：利用者及び利用されない方の意見を聞くことも必要。 

         文化があっても、それを育む施設がないと絶えてしまう。 

         周辺文化的施設との棲み分けをはかって、効果的な活用をすべき。 

   〔事務局からの提示資料〕 

    ①文化会館に係る減免規定等について ②県内文化ホールの「特定天井」落下防止対策の現況 

    ③市内公共施設の概要と役割 ④周辺公共施設等の概要と役割 

 

（３）第３回検討委員会（１１月１８日 文化会館） 

    事務局から追加資料の説明を受けた後、前回の各委員の思いを「総じて市の文化活動の育成と

継承には、文化会館は必要であり、建替えか改修かの選択については、予算計画に基づき現実的

に判断し、より市民に有効活用してもらえるよう必要な施設改修と運営面の改善を図るべき」と

まとめ、確認した。よって、今回はアンケートの中間報告も踏まえて、ホールの規模等施設改修

絞って検討した。 

   〔各委員の主な意見〕 

    ①運営面：市の文化行政のあり方を、文化の森の役割と併せて見直すべき。 

    ②ホール：小学校音楽祭や各種大会などの開催を考えると適当なホール規模と考える。 

         アーラくらいの規模でないと大きな催しは困難。 
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         実際良く使用されている規模としては、３００から５００席である。 

    ③その他：木曽川沿いにある中之島公園、中山道会館などの施設を繋ぐ施設としてのあり方を

考えるべき。 

         文化（会館）のない町には住みたくないし、住ませたくない。 

         この立地で施設の稼働率が低迷している原因究明をするべき。 

〔事務局からの提示資料〕 

    ①利用者・市民アンケート（様式） ②近隣文化ホール調査結果報告について 

    ③第２回委員会での委員意見について ④文化の森、生涯学習センターの機能について 

    ⑤かわまちづくり事業の概要について（中之島公園～中山道会館） 

 

（４）第４回検討委員会（１２月２２日 文化会館） 

    事務局から資料の説明を受けた後、前回の検討委員会で出された意見を確認した。 

    今回は、自主事業等のソフト事業と運営面について協議を実施した。 

   〔各委員の主な意見〕 

    ①自主事業：自主事業は多くの市民が参加するようＰＲに工夫が必要。 

          企画の段階から市民を巻き込んで展開することが大切。 

          市の規模に対し予算が他自治体と比較して少額であり、限界がある。 

    ②運営面 ：企業協賛、広告収入、ネーミングライツの活用を検討するとよい。 

          あらゆる分野に精通した専門職による運営が望ましい。 

          文化を取り込んだ広い定義での生涯学習施設として、多くの市民が立ち寄れる施

設運営がよい。 

〔事務局からの提示資料〕 

    ①第３回委員会での委員意見について ②文化会館のあり方検討委員会の検討経緯 

    ③自主事業及び貸館に係るホール来場者数調べについて 

 

（５）第５回検討委員会（平成２８年１月２２日 生涯学習センター） 

    前回協議したソフト事業と運営面について、さらに深く議論を行い、答申に繋げていくことを

確認した。 

   〔議論の概要〕 

    ・企画でも運営でも市民が関われる体制が必要であり、それが利用者の増加にも繋がる。 

    ・文化・芸術活動をないがしろにすることなく、生涯学習や健康、スポーツ、レジャー等にも

利用できる多機能施設として、地域住民や市民に広く活用してもらえるとよい。 

    ・文化会館を拠点として市民に様々な関わりを提供し、利用を促進していくには、専門的な仕

掛けが必要であり、そのような経験、知識、実績のある者や団体が継続して運営していく体

制が必要である。 

    ・利用者にとっては、催物に参加するのみでなく、居心地のよい空間・施設であることが大切

であり、開放感のあるロビーや事務室といった雰囲気づくりも必要である。 

   ・稼働率の低い施設は、ライブラリーや喫茶室にするなど新たな利用を検討すべきであるし、

ロケーションのいい堤防道路からのアクセス整備や駐車場から正面玄関までのアプローチも

改修すると利用促進に繋がる。 
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・現在は、ホール内飲食禁止であるが、特定のイベントに限ってはそれを許可するなど、もっ

と規制を緩和し、利用しやすくすることも必要である。 

    ・愛称を募集し、ネーミングを変えることも市民に親しみを感じてもらえる。 

   〔事務局からの提示資料〕 

    ①これまでの検討経緯及び今後のあり方検討の概要について  

    ②利用者及び市民アンケート集計結果について 

 

（６）第６回検討委員会（２月１０日 生涯学習センター） 

    前回の協議に続き、まとめに入る議論を実施した。 

    次回は、答申の概要について検討を行うこととした。 

   〔議論の概要〕 

    ・文化会館自体は存続が前提であり、全面改修か耐震改修のみかの協議が継続して必要。 

    ・稼働率の低い附属棟３階にある和室や展示室の利用方法や市民への提供方法の改善が必要。 

    ・人と人との交流と活動が活性化される改修や改善が必要。 

    ・文化の拠点から交流の拠点へのシフト。 

    ・芸術・文化の知識がある者が長期間文化会館で活動を促進し、人を育てる体制が必要。 

   〔事務局からの提示資料〕 

    ・他団体のボランティアの関わり方の事例紹介 

 

（７）第７回検討委員会（３月１６日 文化会館） 

    答申の内容について協議を行う。 

    次回４月に答申内容の最終確認をして、５月に市長に答申することを確認。 

   〔議論の概要〕 

    ・答申書の形式について協議し、答申の概要（基本方針）を述べてから、項目毎に具体的な内

容を記すこととした。 

    ・答申に併せて、検討委員会での検討経緯及び利用者・市民アンケート結果の概要も掲載する

こととした。 

    ・市民アンケート結果の主なデータをグラフ化して掲載することとした。 

   〔事務局からの提示資料〕 

    ・文化会館に関するアンケート結果【来館者＋市民向け ※美濃加茂市民のみ】 

 

（８）第８回検討委員会（４月２８日 文化会館） 

    答申内容について、最終確認を行う。 

    市長への答申を平成２８年５月１１日（水）午後１時３０分から市役所本庁舎公室で行うこと

を決定。  
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２．利用者・市民アンケート結果について 

 

（１）利用者（来館者）アンケート 

   ■回答数：１，０３８件 ■男女比：男性４４％、女性５５％  

   ■年齢：２０歳未満９％、２０代７％、３０代１１％、４０代１５％、５０代２１％、 

６０代２２％、７０歳以上１４％ 

   ■住所：市内５８％、加茂郡内１７％，県内１８％、県外５％ 

   ○利用者の目的は、ホールでの参観が大多数。 

   ○年に１、２回程度の利用が３５％と最も割合が高い。 

   ○現在の文化会館の機能で十分であるとの回答が２７％と最も多く、映像を映すことが可能な視

聴覚室や音楽・歌の練習ができる部屋が各１４％、ダンスやヨガができる部屋が１１％であっ

た。 

   ○附属機能としては、喫茶店、レストランが２６％と最も多く、次いで木曽川を眺めながらのく

つろぎスペースが１９％、売店が１４％、図書コーナーが８％であった。 

  ○望ましいホール規模については、現在の８００席程度が３０％と最も多く、次いで１，０００ 

   席程度が２７％であり、５００席程度又は３００席程度はいずれも６％以下であった。 

  ○今後期待する催しとしては、ミュージカル、演劇が各約１４％であり、クラシックが１２％、 

お笑いが１０％、Ｊポップ・歌謡ショーが９％、落語、映画が各８％であった。 

   ○文化会館が市の文化振興・文化活動の拠点施設として必要かについては、大いにそう思うが３ 

８．６％、そう思うが３２．２％であり、合計７０．８％であった。 

   ○文化会館に求める役割は、文化振興・創造の拠点が３３．２％、次いで日常生活の中で多様に 

利用できる施設が１８．６％、幅広い生涯学習拠点が１６．９％、市民交流の場が１６．６％ 

であった。 

 

文化会館を実際に利用している人、または来館した人を対象としたアンケート結果である。 

文化会館が文化に関する拠点施設としての必要性を多くの人が感じ、期待する施設や機能また

は主催事業についても具体的に把握ができた。ホールの規模は、現在の約８００席を希望される

人やそれ以上の規模を求める声が多く、小・中規模ホールに対するニーズは少数であった。 

 

（２）市民アンケート 

   ■回答数：３４５件 ■男女比：男性２１％、女性７８％  

   ■年齢：２０歳未満０．１％、２０代８％、３０代３２％、４０代７％、５０代８％、 

６０代２１％、７０歳以上２３％ 

   ■住所：市内９７％ 

   ○文化会館の利用頻度は、数年に１回程度が３８％、年に１，２回程度が２８％、利用していな

いが１５％であった。 

   ○利用したことがない理由は、興味のある催しがないが２７％、利用したい設備・施設がないが

２１％、文化会館があることを知らなかったが１６％であった。 

  ○利用したことがある者の目的は、ホールでの参観が５２％、ホールでの発表（出演）が１６％、 

    附属棟の利用が１３％であった。 

   ○現在の文化会館の機能で十分であるとの回答が２３％、ダンスやヨガができる部屋が２２％、

映像を映すことが可能な視聴覚室や音楽・歌の練習ができる部屋が各約１４％であった。 
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   ○附属機能としては、喫茶店、レストランが２８％と最も多く、次いで木曽川を眺めながらのく

つろぎスペースが１７％、売店が１４％、図書コーナー、授乳室が各１０％であった。 

  ○望ましいホール規模については、１，０００席程度が３７％、次いで現在の８００席程度が３

０％であり、５００席程度が４％、３００席程度は１％であった。 

  ○今後期待する催しとしては、ミュージカルが１６％、次いで親子向けが１４％、映画、お笑い 

が各１０％であり、Ｊポップ・歌謡ショーが８％、クラシックが７％、落語が６％であった。 

   ○文化会館が市の文化振興・文化活動の拠点施設として必要かについては、大いにそう思うが３ 

１．３％、そう思うが４１．１％であり、合計７２．４％であった。 

   ○文化会館に求める役割は、文化振興・創造の拠点が２６．６％、次いで日常生活の中で多様に 

利用できる施設が２６．４％、市民交流の場が２１．１％、幅広い生涯学習拠点が１６．７％、 

であった。 

 

    アンケート回答者に子育て中の女性の比率が高いため、若干結果にその影響が感じられるが、

文化会館存続については、多くの方が必要と答え、催しへの期待も把握できた。 

 

（３）美濃加茂市民の回答から 

   ■美濃加茂市民のみを抽出 ■回答者数：９３６人 

   ○文化会館は、美濃加茂市の文化振興・文化活動の拠点として必要な施設であるかについては、

大いにそう思うとそう思うが７３．８％を占め、あまり思わない、まったく思わないが５．６％

であり、各年代にわたり市民にとって文化会館の果たす役割や期待は大きいことがうかがえる。 

   ○文化会館に求める（期待する）役割については、文化振興・創造の拠点が３０．３％、次いで

日常生活の中で多様に利用できる施設が２１．６％、市民交流の場が１９．０％、幅広い生涯

学習拠点が１７．３％であった。 

 

    ４０代以上の市民は、文化振興・創造の拠点としての役割を望む声が多く、日常生活の中で多 

様に利用できる施設を望む声は３０代より若い世代でその比率が高い。また、幅広い生涯学習拠 

点や市民交流の場を望む声は、どの世代でも一定の割合を占めていた。 

    イベントや事業がなくても、居心地の良い空間として、自らが活動できる場所としての機能を 

市民が望んでいると思われる。   

 

【集計①】文化会館は、美濃加茂市の文化振興・文化活動を拠点として必要な施設だと思われますか。 

 

  項目 回答数   項目 回答数 

ａ. 大いにそう思う 364 ｄ. まったく思わない 6 

ｂ. そう思う 327 ｅ. わからない 41 

ｃ. あまり思わない 47   未回答 151 
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【集計②】文化会館に求める(期待する)役割はなんですか。 

 

  項目 回答数 

ａ. 文化振興・創造の拠点 467 

ｂ. 幅広い生涯学習拠点 266 

ｃ. 日常生活の中で多様に利用できる施設 333 

ｄ. 市民交流の場 293 

ｅ. その他 22 

  未回答       159 
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         【年代別集計】 
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文化会館あり方検討委員会委員名簿 
 

    

役 職 氏   名   所 属 等  ※選任時点 
選出 

区分 

会 長  高野 春廣  東海学園大学教授 学
識
経
験
者    山口 淳一郎 

 NHKプラネット中部支社 

 開発事業部ディレクター 

副会長  中島 伸一  文化団体連盟 会長 

関
係
団
体
代
表 

    長谷部 晶子  文化団体連盟 副会長 

   福田 美津枝  生涯学習審議会 会長 

   渡邉 和代  ＨＡＰＰＹ ＮＥＴみのかも 代表 

   安江 ちか子  教育委員会委員 

   渡邉 須美樹  教育委員会委員 

   佐光 重廣  NPO法人 宿木 代表 

   座間 由子  成人式応援隊みのっち 代表 

    
  任期：平成２７年９月２日から答申日（平成２８年５月１１日）まで 

 
 

 


