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１－１ 管 理 物 件

１ 市民会館

名   称 高槻市立文化会館市民会館

所 在 地 高槻市野見町２番３３号
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物

 
 

 
 

 
 

概 
 

 
 

要

構  造 鉄骨鉄筋コンクリート造り地上５階一部６階建て

敷地面積 ８，９０２.３３㎡

建築面積 ４，２２７．４６㎡

延床面積 １０，０３２．０５㎡

施  設

集会室等

１階：警備室・案内窓口・待合室

２階：集会室７室

３階：集会室６室、事務室

４階：集会室３室

５階：廊下・階段

大ホール １,５６４席（１階９９６席、２階５６８席）

屋外便所

行政財産（別紙１－９） 他団体に使用許可をしているが､管理の範囲に含

む。

設  備
電気設備、空調設備、消防設備、給排水衛生設備、ガス設備、エレベータ

ー、舞台設備、音響設備、照明設備、映写設備、その他備品

附帯施設
駐車場、ごみ置場（いずれも文化ホールと共用）

外構及び植栽

そ の 他 市民会館南側会議室（市総務課所管）の清掃･警備

設置年月日 昭和３９年１０月１日

今後の予定

令和４年７月末に一般利用終了。だだし、９月末までの間にイベントを開催

（予定）

令和４年１０月以降に閉鎖（予定）
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２ 文化ホール

名    称

高槻市立文化会館文化ホール

（令和４年度の南館の開館時に名称を高槻城公園 芸術文化劇場 北

館に改める。）

所 在 地 高槻市野見町２番３３号

建

物

の

概

要

構  造 鉄骨鉄筋コンクリート造り 地上３階地下３階建て

敷地面積 ３，９１３．６６㎡

建築面積 １，７５７．２０㎡

延床面積 ７，８６７．２７㎡

施  設

会議室等

地下１・２階：リハーサル室３室

１階：防災センター・案内窓口、旧喫茶コーナー

２階：展示室

３階：会議室、応接室、和室２室

中ホール ６０２席

設  備
電気設備、空調設備、消防設備、給排水衛生設備、ガス設備、エレベー

ター（４基）、舞台設備、音響設備、照明設備、映写設備、その他備品等

附帯施設

駐輪場、駐車場

・市民会館解体まで：現在の駐輪場、駐車場を使用

・市民会館解体及び跡地整備中：工事期間中は、別途仮設予定

外構及び植栽

設置年月日 平成４年４月１日
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３ 高槻城公園（北エリア・中央エリア）

名    称 高槻城公園

所 在 地 高槻市野見町地内

公

園

の

概

要

敷地面積

北エリア  ８，９０２．３３㎡

（市事業で市民会館解体除却後、高槻城公園として再整備）

中央エリア １９，０７５．８０㎡

（芸術文化劇場南館の建築面積を含む。）

施  設
北エリア：未定（令和５年度の実施設計で詳細を決定する。）

中央エリア：芸術文化劇場南館

設  備 照明設備ほか

附帯施設
北エリア：未定

中央エリア：地上駐輪場

今後の予定
北エリア：令和７年４月開園（予定）

中央エリア：令和４年１２月竣工、令和５年３月開園（予定）

   既存の高槻城公園南エリア（城内町）は管理対象外。
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４ 高槻城公園 芸術文化劇場 南館

名    称 高槻城公園 芸術文化劇場 南館

所 在 地 高槻市野見町 6 番 8 号（高槻城公園内）

建

   

物

の

概

要

構  造 鉄骨鉄筋コンクリート造り 地上３階地下２階建て

敷地面積 １９，０７５㎡（高槻城公園中央エリア全体の面積）

建築面積 ５，４４２㎡

延床面積 １７，２６１㎡

施  設

ホール

大ホール（１，５１２席）、小ホール（２０６席）、大スタジオ

スタジオ等

中スタジオ４室、小スタジオ６室

カフェ

（市が公募により選定する他団体に都市公園法第５条による管理許可を

行い、運営する予定。）

設  備

電気設備、空調設備、消防設備、給排水衛生設備、ガス設備、エレベー

ター（３基）、車両管制設備、舞台設備、音響設備、照明設備、映写設備、

その他備品等

附帯施設
駐輪場１５０台（地下１階）、駐車場１５０台（地下２階）

外構及び植栽

今後の予定
令和４年８月末竣工（予定）

令和５年３月開館（予定）
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５ 総合市民交流センター

名    称 高槻市立総合市民交流センター（愛称：クロスパル高槻）

所 在 地 高槻市紺屋町１番２号

建

   

物

の

概

要

構  造 鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造 地上９階地下２階

敷地面積 ２０８６．５５㎡

建築面積 １４４７．５９㎡

延床面積 ７６３７．１２㎡（管理範囲のみ）

施  設

地下１階・２階：紺屋町自転車駐車場※１

１階：事務室、パスポートセンター※２、駅前図書コーナー※２

２階：消費生活センター※２、２０１会議室

３階：遊の工房、創の工房、食の工房、音の工房、３０１～３０３会議室

４ 階 ： 男 女 共 同 参 画 セ ン タ ー ※ ２ 、 ４ ０ １ ～ ４ ０ ３ 会 議 室 、 印 刷     

室、保育室

５階：ワークサポートたかつき※２、ハローワークマザーズコーナー※２、

視聴覚室、和室

６階：青少年センター※２、多目的スタジオ、軽音楽室Ａ・Ｂ

７階：ギャラリーはなみずき、囲碁・将棋コーナー、７０１～７０２会議室

８階：イベントホール

９階：イベントホール控室

高槻駅南立体駐車場※１

設  備

電気設備、空調設備、消防設備、給排水衛生設備、ガス設備、エレベー

ター（３基）、舞台設備、音響設備、照明設備、映写設備、その他備品等

設置年月日 平成８年６月１日

※１ 管理対象外（別途市が指定する指定管理業者が運営）

※２ 管理対象外（ただし、設備の維持管理は含む）
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建物名 部屋名 主な仕様・備考 椅子・机の設置

市民会館 大ホール プロセニアム形式／可動音響反射板／舞台吊物、音響、照明設備／楽屋6室 ー

集会室201号室 34.4 ㎡ ／ 16 人 会議室形式 常時セット

集会室202号室 34.8 ㎡ ／ 16 人 会議室形式 常時セット

集会室203号室 42.96 ㎡ ／ 24 人 会議室形式 常時セット

集会室204号室 157.92 ㎡ ／ 40 人 和室、大ホールと併せて利用する場合、楽屋７として無料貸出 ー

集会室205号室 157.92 ㎡ ／ 48 人 会議室形式 常時セット

集会室206号室 70.5 ㎡ ／ 52 人 会議室形式、音響設備 常時セット

集会室207号室 126.75 ㎡ ／ 70 人 会議室形式、音響設備 常時セット

集会室301号室 178.75 ㎡ ／ 20 人 会議室形式 常時セット

集会室302号室 42 ㎡ ／ 10 人 会議室形式 常時セット

集会室303号室 47.65 ㎡ ／ 40 人 和室 ー

集会室304号室 70.5 ㎡ ／ 40 人 和室 ー

集会室305号室 70.5 ㎡ ／ 200 人
舞台、グランドピアノ、音響設備
会議室形式への変更も可

倉庫等

集会室306号室 151.25 ㎡ ／ 56 人 会議室形式、アップライトピアノ、音響設備 常時セット

集会室401号室 95 ㎡ ／ 20 人 会議室形式 常時セット

集会室402号室 53.25 ㎡ ／ 250 人
舞台、グランドピアノ、音響設備
会議室形式への変更も可

倉庫等

集会室403号室 189.6 ㎡ ／ 20 人 会議室形式 常時セット

高槻城公園 芸術
文化劇場 北館
（文化ホール）

中ホール
プロセニアム形式／可動音響反射板／舞台吊物、音響、照明設備／楽屋3室／親
子室1室

ー

第1展示室 108 ㎡ ／ 100 人

第2展示室 130 ㎡ ／ 100 人

応接室 28 ㎡ ／ 8 人 応接セット 常時セット

会議室（レセプションルー
ム）

413 ㎡ ／ 400 人
仮設舞台、グランドピアノ、音響設備
レセプション向け内装
控え室1室

倉庫等

第1和室 51 ㎡ ／ 30 人

第2和室 25 ㎡ ／ 10 人

第1リハーサル室 26 ㎡ ／ 25 人

第2リハーサル室 69 ㎡ ／ 50 人

第3リハーサル室 45 ㎡ ／ 30 人

高槻城公園 芸術
文化劇場 南館
（新文化施設）

大ホール
プロセニアム形式／可動音響反射板／舞台吊物、音響、照明設備／楽屋8室・楽屋
事務室・主催者控え室／多目的室2室

ー

小ホール オープン形式／舞台吊物、音響、照明／楽屋3室・楽屋事務室／多目的室1室 ー

大スタジオ 318 ㎡ ／
キャットウォーク、技術ギャラリー／舞台吊物、音響、照明／仮設舞台、仮設ひな壇
客席を設置可／楽屋なし

中スタジオ１ 140 ㎡ ／ 技術ギャラリー、天井グリッドパイプ

中スタジオ３ 66 ㎡ ／ 設計時の想定は、身体表現（ビニール床、天井高等）

中スタジオ２ 76 ㎡ ／ 設計時の想定は、音楽（板張り、音響設計）

中スタジオ４ 66 ㎡ ／ 設計時の想定は、ワークショップ、会議（板張り）

小スタジオ２ 26 ㎡ ／ 設計時の想定は、音楽（板張り、音響設計）

小スタジオ１ 32 ㎡ ／ 設計時の想定は、身体表現（ビニール床、天井高等）

小スタジオ３ 38 ㎡ ／ 設計時の想定は、ワークショップ、会議（板張り）

小スタジオ４ 33 ㎡ ／ 設計時の想定は、身体表現（ビニール床、天井高等）

小スタジオ５ 30 ㎡ ／ 設計時の想定は、音楽（板張り、音響設計）

小スタジオ６ 40 ㎡ ／ 設計時の想定は、ワークショップ、会議（板張り）

クロスパル高槻 201会議室 67 ㎡ ／ 50 人 会議室形式　（椅子利用時は定員42人） 常時セット

301会議室 52 ㎡ ／ 40 人 会議室形式 常時セット

未定

未定

未定

未定

未定

未定

未定

未定

未定

206席
（車椅子席含む、その他立見席あり）

1512席
（1階席990席、2階席522席、車椅子席含む）

未定

未定

未定

１－２　貸　出　施　設

1,564席
（1階996席うち車椅子席6席、2階568席、そ

の他立見席）

面積／定員

倉庫等

倉庫等

602席
（固定席508席、可動席80席、車椅子席8席、

その他立見席）

可動展示パネル有、間仕切りを外すことで一室として利用可
会議室形式への変更も可
アップライトピアノ、音響設備

茶釜・茶道具等あり 倉庫等

中ホール利用者のみ利用可能
第２、第３はアップライトピアノあり
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建物名 部屋名 主な仕様・備考 椅子・机の設置面積／定員

302会議室 52 ㎡ ／ 40 人 会議室形式 常時セット

303会議室 50 ㎡ ／ 30 人 会議室形式 常時セット

401会議室 67 ㎡ ／ 50 人 会議室形式　（椅子利用時は定員42人） 常時セット

402会議室 67 ㎡ ／ 50 人 会議室形式　（椅子利用時は定員42人） 常時セット

403会議室 22 ㎡ ／ 8 人 会議室形式 常時セット

701会議室 22 ㎡ ／ 10 人 会議室形式 常時セット

702会議室 181 ㎡ ／ 130 人 板張り、鏡、音響設備　（椅子利用時は定員96人） 倉庫等

遊の工房 49 ㎡ ／ 20 人 会議室形式 常時セット

創の工房 64 ㎡ ／ 20 人 陶芸・木工等の作業用机・水場、別室に陶芸用の電気釜 常時セット

食の工房 67 ㎡ ／ 30 人 調理設備 －

音の工房 53 ㎡ ／ 40 人 アップライトピアノ、音響設備 室内

印刷室 20 ㎡ ／ 8 人 印刷機、作業台等 常時セット

視聴覚室 135 ㎡ ／ 100 人 会議室形式、音響設備　（椅子利用時は定員54人） 常時セット

和室 69 ㎡ ／ 25 人 茶釜・茶道具等 －

多目的スタジオ 141 ㎡ ／ 100 人 板張り、鏡、バレエバー、音響設備 －

軽音楽室A 23 ㎡ ／ 8 人 バンド練習用機材・ドラムセット －

軽音楽室B 25 ㎡ ／ 8 人 バンド練習用機材・ドラムセット －

イベントホール 230 ㎡ ／ 150 人 簡易舞台、音響、照明機材、グランドピアノ 倉庫等

ギャラリーはなみずき 90 ㎡ ／ － 人 －

保育室 55 ㎡ ／ 20 人 施設利用者の保育用貸室、子ども用トイレ等 －

囲碁将棋コーナー － ㎡ ／ － 人 囲碁、将棋セット 常時セット

※本表には共有スペース、屋外スペースは含みません。
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施設分類 専用・共用 フロア 施設名称 床材
面積（㎡）・

数量等
摘　　要

市民会館 専用 1階 守衛室（Ａ） 塩化ビニール 15.83

守衛室（Ｂ） 絨毯 14.63

2階 倉庫兼書庫 絨毯 55.5

集会室２０１ 塩化ビニール 34.4

集会室２０２ 塩化ビニール 34.8

集会室２０３ 塩化ビニール 42.96

集会室２０４・楽屋７ 畳・絨毯 157.92

集会室２０５ 絨毯 70.5

集会室２０６ 絨毯 126.75

集会室２０７ 絨毯 178.75

授乳室 畳 6.6

3階 集会室３０１ 塩化ビニール 42

集会室３０２ 絨毯 47.65

集会室３０３ 畳 70.5

集会室３０４ 畳 70.5

集会室３０５ リノリューム 151.25

集会室３０６ リノリューム 95

事務室 塩化ビニール 126

湯沸室 リノリューム 3.98

4階 集会室４０１ 塩化ビニール 53.75

集会室４０２ 塩化ビニール 252

集会室４０３ 塩化ビニール 43.8

湯沸室 モザイクタイル 7

専用（大ホール） 1階 楽屋４ ビニールシート 17

楽屋５ ビニールシート 44

楽屋６ ビニールシート 60

廊下 ビニールシート 47

湯沸・シャワー ビニールシート 24

便所 モザイクタイル 20

客席 布シート（1F 990席） 864

2階 便所 Ｎタイル 45

切符売場 モルタル 4.45

客室 ビニールシート・ジュータン 687.74

通路 ビニールシート 27

楽屋１ ビニールシート 16

楽屋２ ビニールシート 27

楽屋３ ビニールシート 60

舞台・舞台脇 フローリング 498

玄関ロビー廊下 火造り洗い出し・Ｎタイル 577.39

クローク Ａ造り洗い出し 18.9

便所（ユニットバス） モザイクタイル・立上り・５㎝角タイル ２か所

映写室 モルタル 36.75

音響室 モルタル 16.97

照明室 モルタル 96.77

客席 モルタル・Ｎタイル 24.09

3階 ロビー便所 Ｎタイル・モザイクタイル 78.58

4階 照明室 モルタル 3.5

バルコニー モルタル 125

ロビー便所 Ｎタイル・モザイクタイル 330.54

5階 客席 モルタル・Ｎタイル 153

１－３　清掃対象施設
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施設分類 専用・共用 フロア 施設名称 床材
面積（㎡）・

数量等
摘　　要

廊下・ロビー階段 Ｎタイル 380

1～5階 非常階段 モルタル 204

共用 1階 待合 塩化ビニール 179.3

便所・ロビー 塩化ビニール・ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ 94.2

2階 便所・廊下・階段 塩化ビニール・ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ・絨毯 235.88

3階 便所・廊下・階段 塩化ビニール・ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ 162.21

4階 便所・廊下・階段 塩化ビニール・ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ 124.3

5階 廊下・階段 塩化ビニール 35.75

屋外 屋外便所 モザイクタイル 23

駐輪場 100.8

ごみ置き場 8.98

エレベーター １台

市民会館南会議室 専用 小会議室 塩ビタイル 30 市総務課所管

中会議室 塩ビタイル 54

大会議室 塩ビタイル 122

共用 便所 モザイクタイル 16

湯沸室 塩ビタイル 4

廊下 テラゾタイル・塩ビタイル 43

玄関 テラゾタイル 9

非常階段外周空調用室外機外構 15

文化ホール 3階 会議室 絨毯 428

(芸術文化劇場 北館) 控室 絨毯 23

前室 塩ビシート 23

応接室 絨毯 22

和室 畳 88

湯沸室 塩ビシート 3

便所 タイル 41

空調機械室 コンクリート 31

Ａ階段 絨毯 25

Ｂ階段 塩ビシート 25

ロビー 絨毯 258

廊下 タイル 14

2階 展示室 絨毯 249

倉庫 絨毯 55

文化情報コーナー 絨毯 37

前室 塩ビシート 23

空調機械室 コンクリート 36

空調機械室 コンクリート 25

Ａ階段 絨毯 25

Ｂ階段 塩ビシート 25

ＥＶ機械室 コンクリート 28

倉庫 コンクリート 11

便所 タイル 27

湯沸室 塩ビシート 4

ロビー 絨毯 224

廊下 塩ビシート 17

1階 防災センター 塩ビシート 37

エントランスホール 石 124

喫茶コーナー 水 56

１階荷さばき場 コンクリート 85

Ａ階段 絨毯 25

Ｂ階段 塩ビシート 34

便所 タイル 11

リフト コンクリート 23
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施設分類 専用・共用 フロア 施設名称 床材
面積（㎡）・

数量等
摘　　要

Ｆ階段 絨毯 12

Ｅ階段 塩ビシート 12

Ｄ階段 コンクリート 29

舞台事務所 塩ビシート 10

前室 塩ビシート 23

前室 塩ビシート 23

シーリング 絨毯 68

Ｃ階段 絨毯 14

エレベーター ４台

B1階 Ｃ階段 絨毯 46

コインロッカー 絨毯 24

控室 絨毯 21

Ｄ階段 コンクリート 23

Ｅ階段 塩ビシート 12

第２リハーサル室 木 63

第３リハーサル室 塩ビシート 42

Ａ階段 絨毯 25

Ｆ階段 絨毯 14

ＥＶホール・廊下 絨毯 44

ＥＶホール 塩ビシート 15

附室 塩ビシート 17

Ｂ階段 塩ビシート 28

便所 タイル １か所

空調機械室 コンクリート 31

Ｂ１階音響調整室 絨毯 28

映写室 絨毯 22

調光室 絨毯 21

主幹盤室 絨毯 27

B2階 楽屋３ 塩ビシート 61

湯沸室 塩ビシート 4

便所 タイル 4

Ｅ階段 塩ビシート 10

Ｄ階段 コンクリート 22

第１リハーサル室 塩ビシート 23

Ａ階段 絨毯 25

Ｆ階段 絨毯 13

ＥＶホール 塩ビシート 33

Ｇ階段 絨毯 26

エントランスＣ階段 絨毯・石 143

客席 絨毯 386

ロビー 絨毯 311

附室 塩ビシート 17

Ｂ階段 塩ビシート 25

チケット売場 塩ビシート 2

通路 塩ビシート 43

身障者用便所 塩ビシート 3

親子室 絨毯 13

B3階 客席 絨毯 133

ロビー 絨毯 338

便所 タイル 141

舞台 木 356

前室 絨毯 19

前室 絨毯 8

附室 塩ビシート 31
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施設分類 専用・共用 フロア 施設名称 床材
面積（㎡）・

数量等
摘　　要

Ｂ階段 塩ビシート 7

通路 絨毯 12

Ｈ階段 絨毯 10

Ｆ階段 絨毯 8

Ａ階段 絨毯 30

ＥＶホール 絨毯 28

楽屋２ 畳・塩ビシート 28

楽屋１ 畳・塩ビシート 29

便所 タイル 3

ＥＶホール 塩ビシート 61

Ｅ階段 塩ビシート 7

Ｄ階段 コンクリート 21

電気室 コンクリート 69

バッテリー室 コンクリート 22

空調機械室 コンクリート 293

芸術文化劇場南館 B2階 空調機械室1(大ホール) 塗床（水性アクリル樹脂系） 445.5

空調機械室2(小ホール) 塗床（水性アクリル樹脂系）

階段13 塗床（水性アクリル樹脂系）

受水槽室 塗床（水性アクリル樹脂系） 31.98

空調機械室3(大ｽﾀｼﾞｵ1･2) 塗床（水性アクリル樹脂系） 217.89

消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室･ｱﾗｰﾑ弁 塗床（水性アクリル樹脂系） 43.86

排煙･排気ファン室 塗床（水性アクリル樹脂系） 36.78

排気ファン室 塗床（水性アクリル樹脂系） 14.59

倉庫B2-1 ビニル床タイル 30.6

倉庫B2-2 ビニル床タイル 31.06

倉庫B2-3 ビニル床タイル 18.01

倉庫B2-4 ビニル床タイル 22.96

前室B2-1 コンクリート鏡面仕上 7.68

EVホールB2-1 コンクリート鏡面仕上 23.08

駐車場 アスファルト舗装 4,133.73

B1階 EVホールB1-1 コンクリート鏡面仕上 38.43

EVホールB1-1 コンクリート鏡面仕上 4.93

HWC B1-1 ビニル床シート 5.64

HWC B1-2 ビニル床シート 7.31

HWC B1-3 コンクリート鏡面仕上 5.09

MDF室 塗床（水性アクリル樹脂系） 14.02

MWC B1-1 ビニル床シート 24.62

MWC B1-2 ビニル床シート 14.56

MWC B1-3 コンクリート鏡面仕上 34.79

MWC B1-4 ビニル床シート 15.67

WWC B1-1 ビニル床シート 24.62

WWC B1-2 ビニル床シート 14.31

WWC B1-3 コンクリート鏡面仕上 44.57

WWC B1-4 ビニル床シート 12.52

ゴミ庫 塗床（水性アクリル樹脂系） 15.81

シャワー1 ビニル床シート 14.47

シャワー2 ビニル床シート 14.46

ピアノ庫 ビニル床シート 31.27

会議室 タイルカーペット 24.49

楽屋事務1 タイルカーペット 15.71

楽屋事務2 タイルカーペット 11.32

館長室 タイルカーペット 34.33

執務室 B1-1 タイルカーペット 186.16

女子更衣室 タイルカーペット 8.92

95.29
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施設分類 専用・共用 フロア 施設名称 床材
面積（㎡）・

数量等
摘　　要

男子更衣室 タイルカーペット 12.74

小スタジオ1 フローリング 36.43

小スタジオ2 ビニル床シート 37.16

小スタジオ3 フローリング 44.06

小ホール舞台 フローリング 74.18

小ホール舞台袖1 ビニル床シート 28.99

小ホール舞台袖2 ビニル床シート 10.46

小ホール舞台袖3 ビニル床シート 26.11

小楽屋1 タイルカーペット 34.15

小楽屋2 タイルカーペット 24.43

小楽屋3 タイルカーペット 17.67

小楽屋4 タイルカーペット 17.67

小楽屋5 タイルカーペット 14.02

小楽屋6 タイルカーペット 14.58

清掃員控室 ビニル床シート 21.24

前室 B1-1 コンクリート鏡面仕上 18.18

前室 B1-2 コンクリート鏡面仕上 16.56

前室 B1-3 コンクリート鏡面仕上 5.52

前室 B1-4 コンクリート鏡面仕上 5.91

前室 B1-5 コンクリート鏡面仕上 3.73

前室 B1-6 ビニル床シート 5.05

倉庫 B1-1 ビニル床シート 15.62

倉庫 B1-2 ビニル床シート 7.5

倉庫 B1-3 ビニル床シート 15.62

倉庫 B1-4 ビニル床タイル 5.89

倉庫 B1-5 ビニル床タイル 5.17

倉庫 B1-7 ビニル床タイル 58.87

倉庫 B1-8 ビニル床タイル 49.53

倉庫 B1-9 ビニル床タイル 40.54

倉庫 B1-11 ビニル床タイル 33.45

多目的室 タイルカーペット 11.04

大スタジオ1 フローリング 343.23

大スタジオ2 フローリング 166.63

大ホール舞台 フローリング

大ホール舞台袖 ビニル床シート

大楽屋1 ビニル床シート 45.36

大楽屋2 ビニル床シート 45.36

中スタジオ1 ビニル床シート 80.9

中スタジオ2 フローリング 88.64

中楽屋1 ビニル床シート 34.02

中楽屋2 ビニル床シート 34.02

中楽屋3 ビニル床シート 18.39

鳥屋口1 ビニル床シート 16.96

鳥屋口2 ビニル床シート 17.86

鳥屋口前室 ビニル床シート 5.52

通路 B1-1 ビニル床シート 270.83

通路 B1-2 ビニル床シート 94.29

通路 B1-3 コンクリート鏡面仕上 328.54

通路 B1-4 ビニル床シート 58.41

通路 B1-5 ビニル床シート 329.82

湯沸3 コンクリート鏡面仕上 9.31

搬入口 コンクリート

荷捌き 塗床（水性アクリル樹脂系）

舞台倉庫1 ビニル床シート 102.06

816.48

636.43
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施設分類 専用・共用 フロア 施設名称 床材
面積（㎡）・

数量等
摘　　要

舞台倉庫2 ビニル床シート 46.17

防災センター タイルカーペット 49.51

駐輪場 塗床（ウレタン樹脂系） 360.51

1階 HWC 1-1 コンクリート鏡面仕上 6.52

HWC 1-2 コンクリート鏡面仕上 5.55

HWC 1-3 コンクリート鏡面仕上 7.14

MWC 1-1 コンクリート鏡面仕上 53.55

MWC 1-2 コンクリート鏡面仕上 62.56

WWC 1-1 コンクリート鏡面仕上 56.38

WWC 1-2 コンクリート鏡面仕上 128.42

WC前室 1-1 コンクリート鏡面仕上 26

WC前室 1-2 コンクリート鏡面仕上 6.14

エントランスロビー コンクリート鏡面仕上 602.36

ロッカールーム コンクリート鏡面仕上 14.93

映写室 タイルカーペット 6.77

音響調整室 タイルカーペット 20.2

調光室 タイルカーペット 20.2

執務室 1-1 タイルカーペット 81.24

主催者控室 タイルカーペット 10.48

小スタジオ4 ビニル床シート 37.16

小スタジオ5 フローリング 35.98

小スタジオ6 フローリング 44.06

中スタジオ3 フローリング 94.22

小ホールホワイエ コンクリート鏡面仕上 102.32

小ホール客席 コンクリート鏡面仕上 215.63

前室 1-1 コンクリート鏡面仕上 19.25

前室 1-2 コンクリート鏡面仕上 19.25

前室 1-3 コンクリート鏡面仕上 8.48

前室 1-4 コンクリート鏡面仕上 8.48

多目的室 ビニル床シート 16.54

多目的室1 タイルカーペット 5.69

多目的室2 タイルカーペット 5.69

多目的室3 タイルカーペット 5.11

大ホールホワイエ コンクリート鏡面仕上 499.49

大ホール客席 コンクリート鏡面仕上 724.46

厨房 フローリング 36.67

倉庫 1-1 ビニル床タイル 10.25

倉庫 1-2 ビニル床タイル 12.42

通路 1-1 コンクリート鏡面仕上 172.59

電気室1 塗床（水性アクリル樹脂系） 174.06

防災倉庫 ビニル床シート 41.64

2階 HWC 2-1 コンクリート鏡面仕上 4.93

MWC 2-1 コンクリート鏡面仕上 34.37

WWC 2-1 コンクリート鏡面仕上 57.68

大ホールホワイエ2 コンクリート鏡面仕上 453.75

大ホール客席 コンクリート鏡面仕上 385.38

前室 2-1 コンクリート鏡面仕上 5.39

前室 2-2 コンクリート鏡面仕上 5.39

アンプ室2 タイルカーペット 12.52

調整室 タイルカーペット 16.82

電気室2 塗床（水性アクリル樹脂系） 114.64

前室 塗床（水性アクリル樹脂系） 18.85

3階 アンプ室1 塗床（水性アクリル樹脂系） 25.79

フォロースポット置場 ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ 23.36
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施設分類 専用・共用 フロア 施設名称 床材
面積（㎡）・

数量等
摘　　要

第1ｼｰﾘﾝｸﾞｽﾎﾟｯﾄ置場 ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ 58.26

調光器盤置場 塗床（水性アクリル樹脂系） 31.84

PH1階 EVホール PH1-2 塗床（水性アクリル樹脂系） 5.4

電気室3 塗床（水性アクリル樹脂系） 126.09

非常用発電機室 塗床（水性アクリル樹脂系） 77.72

PH2階 EVホール PH2-2 塗床（水性アクリル樹脂系） 5.71

空調機械室4 塗床（水性アクリル樹脂系） 179.28

排煙機械室 塗床（水性アクリル樹脂系） 56.7

PH3階 EVホール PH3-2 塗床（水性アクリル樹脂系） 5.71

共通 階段1 コンクリート鏡面仕上 64.92

階段2 コンクリート鏡面仕上 14.26

階段3 コンクリート鏡面仕上 14.26

階段4 コンクリート鏡面仕上 64.92

階段5 タイルカーペット 10.48

階段6 ビニル床シート 15.6

階段7 ビニル床タイル 6

階段8 コンクリート鏡面仕上 17.76

階段9 コンクリート鏡面仕上 9.46

階段10 ビニル床シート 15.47

階段12 ビニル床タイル 4.12

階段14 ビニル床シート 58.32

総合市民交流セン
ター

共用 B2階 廊下 Pタイル 12.8

便所 塩ビシート 7.0

階段A Pタイル 22.1

階段B 塗り床 19.2

階段C 塗り床 24.9

エレベーターホール Pタイル 26.7

B1階 廊下 Pタイル 12.8

便所 塩ビシート 7.0

階段A Pタイル 22.1

階段B 塗り床 19.2

階段C 塗り床 24.9

エレベーターホール Pタイル 26.7

1階 風除室 御影石 19.6

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 御影石 73.1

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ 御影石 31.1

荷揚場 塗り床 59.1

廊下 Pタイル 59.6

湯沸し室 Pタイル 6.9

便所 塩ビシート 38.0

階段A Pタイル 30.0

階段B 塗り床 30.7

階段C 塗り床 20.5

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ Pタイル 26.3

2階 北西コーナー Pタイル 21.3

廊下 Pタイル 64.9

湯沸し室 Pタイル 6.9

便所 塩ビシート 38.0

階段A Pタイル 28.4

階段B 塗り床 31.1

階段C 塗り床 21.3

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ Pタイル 26.3

3階 北西コーナー Pタイル 21.3

廊下 Pタイル 138.3

湯沸し室 Pタイル 6.9
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施設分類 専用・共用 フロア 施設名称 床材
面積（㎡）・

数量等
摘　　要

便所 塩ビシート 38.0

階段A Pタイル 28.4

階段B 塗り床 31.1

階段C 塗り床 22.1

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ Pタイル 30.1

4階 北西コーナー Pタイル 21.3

廊下 Pタイル 89.1

湯沸し室 Pタイル 6.9

便所 塩ビシート 38.0

階段A Pタイル 28.4

階段B 塗り床 31.1

階段C 塗り床 22.1

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ Pタイル 29.4

5階 北西コーナー Pタイル 21.2

廊下 Pタイル 127.4

湯沸し室 Pタイル 6.9

便所 塩ビシート 38.0

階段A Pタイル 28.3

階段B 塗り床 31.1

階段C 塗り床 22.1

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ Pタイル 26.3

6階 北西コーナー Pタイル 21.2

廊下 Pタイル 140.1

湯沸し室 Pタイル 6.9

便所 塩ビシート 38.0

階段A Pタイル 28.3

階段B 塗り床 31.1

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ Pタイル 26.3

7階 北西コーナー Pタイル 21.2

廊下 Pタイル 68.6

湯沸し室 Pタイル 6.9

便所 塩ビシート 38.0

階段A Pタイル 28.3

階段B 塗り床 31.1

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ Pタイル 28.7

8階 北西コーナー タイルカーペット 21.0

廊下 Pタイル 118.0

便所 塩ビシート 46.6

階段A Pタイル 28.2

階段B 塗り床 34.2

エレベーターホール タイルカーペット 26.3

9階 廊下 Pタイル 86.8

便所 塩ビシート 14.3

階段B 塗り床 34.2

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ Pタイル 10.0

R階 階段B 塗り床 37.0

エレベーター ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ（No1・No2） Pタイル 4.8

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ（荷揚用） Pタイル 3.2

専用 B2階 更衣室 Pタイル 27.1

B1階 防災センター Pタイル 43.0

1階 総合事務室 Pタイル 87.5

駅前図書コーナー Pタイル 18.2

相談室 Pタイル 24.0

パスポートセンター フローリング 35.6

管理人室 Pタイル 15.3

2階 事務室・情報ｺｰﾅｰ Pタイル 252.8
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施設分類 専用・共用 フロア 施設名称 床材
面積（㎡）・

数量等
摘　　要

テスト室 塩ビシート 21.6

２０１会議室 Pタイル 83.7

相談室１・２ Pタイル 16.4

更衣室１・２ Pタイル 8.7

3階 遊の工房 Pタイル 49.9

創の工房 塩ビシート 64.6

食の工房 塩ビシート 67.8

音の工房 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 53.9

３０１会議室 Pタイル 52.5

３０２会議室 Pタイル 52.5

３０３会議室 塩ビシート 50.0

4階 情報・図書ｺｰﾅｰ Pタイル 157.5

スタッフルーム Pタイル 44.5

応接室 Pタイル 22.8

相談室 Pタイル 20.0

４０１会議室 Pタイル 67.8

４０２会議室 Pタイル 67.8

４０３会議室 タイルカーペット 22.3

印刷室 Pタイル 22.0

保育室 Pタイル 55.4

5階 地域職業相談室 Pタイル 89.2

視聴覚室 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 135.6

視聴覚室 Pタイル 26.9

ハローワークマザーズコー
ナー

Pタイル 52.6

和室 畳 69.3

警備控室 Pタイル 14.0

6階 街角ユース Pタイル 133.8

ｽﾀｯﾌﾙｰﾑ・受付 Pタイル 53.7

軽音楽室A ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 23.7

軽音楽室B ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 25.7

多目的スタジオ フローリング 141.6

多目的スタジオ控室 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 13.5

7階 ７０２会議室 フローリング 181.7

囲碁・将棋コーナー ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 146.5

701会議室 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 22.0

ギャラリー ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 90.0

8階 イベントホール フローリング 230.0

イベントホール倉庫 Pタイル 50.0

ロビー ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 162.7

9階 控室 Pタイル 44.3
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市民会館 文化ホール
公園中央エリア

（予定）
芸術文化劇場

（予定）
公園北エリア

落葉高木 ニレ　4本
ハナミズキ6本
ケヤキ3本

55本 0

常緑高木
シラカシ・キンモクセ
イ　22本

クス14本
モチ1本

ヒイラギモクセイ1本
37本 0

中木（2.5m以下） ― 143本 55本 19本

低木・生垣 ― 403 573.7㎡ 24本、混植41.5㎡

低木・地被類混植 ― ― 1,473.4㎡ 48.5㎡

芝生 ― ― 3,065.9㎡ ﾀﾏﾘｭｳ7.3㎡

１－４　植栽管理数量

項目

数量

未定
（整備後業務範囲に
含みますが、費用は
別途協議します。）
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１　市民会館・文化ホール

相手方 使用物件・面積 種別 許可期間

建物（市民会館）
7.05㎡

建物（文化ホール）
4.70㎡

土地（市民会館）
2.90㎡

日本郵便高槻支店
土地（市民会館）
0.27㎡

許可
平成30年4月1日から
令和5年3月31日まで

株式会社 ジェイコムウエスト 高
槻局

土地（市民会館）
共架ケーブル89m

許可
平成29年4月1日から
令和4年3月31日まで

株式会社　ケイ・オプティコム
その他（文化会館）
光ファイバーケーブル延長L＝３２．０
ｍ

許可
平成30年12月1日から
令和5年3月31日まで

関西電力株式会社　大阪支社
土地（文化会館）
電柱２本（支線２本を含む）2㎡

許可
令和2年4月1日から
令和7年3月31日まで

西日本電信電話株式会社　大阪
支店

建物（市民会館）
0.81㎡

許可
令和2年4月1日から
令和7年3月31日まで

株式会社 ジェイコムウエスト 高
槻局

建物1994平方cm(モデム)
建物3169平方cm(ポイント）

許可
平成29年4月1日から
令和4年3月31日まで

株式会社 ジェイコムウエスト 高
槻局

建物2269平方cm(モデム)
建物3802平方cm(ポイント）

許可
平成29年4月1日から
令和4年3月31日まで

エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプ
ラットフォーム株式会社

建物1652平方cm(ポイント) 許可
平成31年4月1日から
令和6年3月31日まで

宗教法人　野見神社 土地103㎡ 許可
平成29年9月13日から
令和4年3月31日まで

市民生活環境部コミュニティ推進
室

建物（市民会館）
77.28㎡

承認
令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

教育委員会事務局地域教育青少
年課

建物（市民会館）
130.42㎡

承認
令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

総務部総務課
土地（市民会館）
239.60㎡

承認
令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

教育委員会事務局文化財課
土地（市民会館）
0.08㎡

承認
平成30年4月1日から
令和5年3月31日まで

総務部危機管理室
建物（市民会館）
約0.03㎡

承認
令和2年4月1日から
令和7年3月31日まで

総務部危機管理室
建物（文化ホール）
約0.03㎡

承認
令和2年4月1日から
令和7年3月31日まで

１－５　行政機関等使用許可

地域教育青少年課分室

(公財)高槻市文化振興事業団 清涼飲料自動販売機

公衆電話機

光ファイバーケーブル

docomo　Ｗｉ-Ｆｉ　モデム・ポ
イント

戸別受信機

許可

許可･申請･承認物件の用途

郵便差出箱

共架ケーブル

歩行者・車両等の通行

コミュニティ推進室分室

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

｢高槻　まちかど遺産」説明
板

au Wi-Fi モデム・ポイント

au Wi-Fi モデム・ポイント

電柱・電線

戸別受信機

市民会館南側会議室

18



街にぎわい部歴史にぎわい推進
課

建物（市民会館）
2.25㎡

承認
（通知）

令和2年2月13日から
令和4年8月31日まで

２　総合市民交流センター

相手方 使用物件・面積 種別 許可期間

市民生活環境部人権・男女共同
参画課

建物1.02㎡ 承認
令和３年４月１日から
令和７年３月３１日まで

市民生活環境部市民生活相談課 建物466.96㎡ 承認
令和３年４月１日から
令和７年３月３１日まで

建物45.98㎡ 承認
令和３年４月１日から
令和７年３月３１日まで

建物24.00㎡ 承認
令和３年４月１日から
令和７年３月３１日まで

建物1.84㎡ 承認
令和３年４月１日から
令和７年３月３１日まで

建物2.16㎡ 承認
令和３年４月１日から
令和７年３月３１日まで

都市創造部管理課 建物0.92㎡ 承認
令和３年４月１日から
令和７年３月３１日まで

建物18.18㎡ 承認
令和３年４月１日から
令和７年３月３１日まで

建物1.08㎡ 承認
令和３年４月１日から
令和７年３月３１日まで

(公財)高槻市文化振興事業団 建物5.6㎡ 承認
令和３年４月１日から
令和４年３月３１日まで

その他（建物前看板）
H600mm×W750mm（印刷されたシー
ト）

承認
令和２年４月１日から
令和７年３月３１日まで

建物1㎡ 承認
令和２年４月１日から
令和７年３月３１日まで

建物0.03㎡ 承認
令和２年４月１日から
令和７年３月３１日まで

高槻市営高槻駅南立体駐
車場の入場表示板

教育委員会中央図書館

駅前図書コーナー

図書返却ポスト

総務部危機管理室

避難所表示看板

無線放送用屋外拡声器
（鋼管柱H=14m）

無線放送用戸別受信機
（壁面設置）

消費生活センター

市民生活環境部市民課

パスポートセンター

パスポートセンター相談室

申請書記載スペース

証明写真自動撮影機

許可･申請･承認物件の用途

ロッカー

清涼飲料自動販売機

定点カメラ
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株式会社 ジェイコムウエスト 高
槻局

建物4553.1㎠
モデム15.5㎝×12.2㎝=189.1㎠
189.1㎠×9個＝1701.9㎠
アクセスポイント17.8㎝×17.8㎝＝
316.84㎠≒316.8㎠
316.8㎠×9個＝2851.2㎠
合計　1701.9㎠＋2851.2㎠＝4553.1
㎠

許可
平成３０年４月１日から
令和５年３月３１日まで

エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプ
ラットフォーム株式会社

建物0.1652㎡
0.07×0.295＝0.02065㎡
0.02065×8個＝0.1652㎡

許可
平成３１年４月１日から
令和６年３月３１日まで

au Wi-Fi
アクセスポイント

docomo　Wi-Fi
アクセスポイント
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