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１ 調査の目的 

京都堀川音楽高等学校（以下「音楽高校」）は、過去には佐渡裕氏や葉加瀬太郎氏をはじ

め、世界で活躍する音楽家を輩出する日本有数の音楽教育専科の公立高等学校です。 

平成元年、旧音楽高校（京都市西京区大枝沓掛町）の敷地の一部が、京都第二外環状道路

の側道（府道・大山崎大枝線）として都市計画決定されたことにより、運動場のほとんどが

道路予定地となること、また道路工事及び道路完成後の通行車両による騒音等、教育環境へ

の影響を受けることから移転を検討、中京区の城巽自治連合会からの音楽高校誘致の要望

もあり、元城巽中学校跡地に新校舎等を移転整備することとなりました。 

移転整備事業では、市街の恵まれた立地条件を活用し、音楽高校、京都市立芸術大学（以

下「芸術大学」）、銅駝美術工芸高校が連携し、音楽・美術活動の中核施設として「芸術創造

都市・京都」創生の―翼を担い、市⺠が音楽や芸術に広く触れ親しむことができる環境づく

りを PFI方式で進めることとし、施設内には、下記方針により音響性能が国内最高水準の音

楽ホールや、芸術大学サテライト施設「@KCUA（アクア)」、市民開放型ギャラリー「堀川御

池ギャラリー」を整備しました。 

① 地域と歩む開かれた学校づくりの歴史を承継し、音楽高校の発展、創造性に寄与し、

次代の教育に対応する機能性の高い施設 

② 子どもたち、また市民にとっても魅力ある空間と音楽的にも優れた環境と音響を実現

する施設  

③ 「新景観政策 時を超え光り輝く京都の景観づくり」の先導的な役割を担い、都市景

観の保全及び形成の向上に寄与する優れたデザイン性を有する施設 

④ 優れた文化芸術やかけがえのない文化財を育み引き継ぎながら、日本文化の中心とし

て築き上げてきた京都の文化芸術を新しく創造する施設 

その後、市民の方々のご利用も着実に増え続け、音楽・美術活動の中核施設としての役割

を果たして参りましたが、PFI事業が令和７年３月末をもって終了することから、以降の施

設の発展的な活用について議論していくこととなっております。 

文化による社会の活性化や地方創生、国際交流への貢献を⽬指し、文化を基軸とした施策

の融合及び文化政策の更なる推進を図る「文化首都・京都」の理念に基づく重要な施設の運

営、維持管理を検討するに当たって、芸術活動の拠点としての機能が高まるような魅力的な

コンテンツ等を充実させていくことが必要であり、そのためには、民間事業者の皆様のノウ

ハウや経営能力が不可欠であると考えています。 

そこで、提供コンテンツとその市場性、採算性などについて、民間事業者の皆様からの自

由な提案、アイデアを幅広く求めることにより、 本市芸術文化事業の更なる発展につなが

るような施設の有効活用の検討に向けた、サウンディング型市場調査（※）を実施します。 

知恵と工夫に満ちた御提案をお待ちしております。 

 

（※）サウンディング型市場調査 

公有財産の活用や民間活力導入の検討などを行う際、事業発案や事業化検討段階にお

いて、事業者等との対話を通じ、アイデアの収集や市場性の有無、実現可能性の把握を行

うもの 。 
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２ 対象施設概要 

施設名 京都市立京都堀川音楽高等学校内施設 

所在・地番 京都市中京区油小路通御池押油小路町２３８－１ 

位置 ・京都市営地下鉄東西線 二条城前駅 ２番出口より、徒歩２分 

・バス停「堀川御池」より、徒歩１〜３分 

京都駅より、９系統、５０系統 

三条京阪より、１５系統 

地積 8,467.98㎡ 

公法上の 

規制等 

・商業地域（指定建ぺい率８０％、指定容積率７００％） 

・１５ｍ第４種高度地区 

・御池通沿道特別商業地区 

・歴史遺産型美観地区 一般地区 

 

施 設 名 建物構造、面積等 

音楽高校・音楽ホール 

・レッスン室棟 

鉄筋コンクリート造 3階建て  

建築面積 4129.54㎡ 延床面積 3976.55㎡ 

堀川御池ギャラリー棟 鉄筋コンクリート造 2階建て 

建築面積 848.33㎡ 延床面積 1477.46㎡ 

その他 ゴミ置場、ポンプ室、駐輪場（音楽高校専用） 

 

３ 現在の PFI事業概要 

事業名 京都市立音楽高等学校移転整備事業 

事業期間 平成 20年 6月～令和 7年 3月 

（設計・建設 2年、維持管理 15年） 

契約相手方 堀川アート株式会社（特別目的会社） 

代表企業：吉村建設工業㈱ 

構成企業：㈱類設計、㈱ミラノ工務店、オリックス・ファシリティーズ

㈱、三菱 UFJリース㈱ 

事業費 約 40億円（うち維持管理費約 5億円） 

維持管理業務 建築物・建築設備保守点検、清掃、廃棄物処理、環境衛生、保安業務、植

栽管理、舞台設備保守点検、光熱水費計量、湿度管理 

（貸館運営業務は市の直営で実施、本市職員 4名で対応。） 

 

４ 調査対象エリア 

音楽ホール、レッスン室、堀川御池ギャラリースペース 

（別添図面をご参照ください。） 
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５ 施設の現状と課題 

  音楽高校内の音楽ホールは国内最高水準の音響性能を有しており、大小様々なレッス

ン室については、ピアノ練習, コーラス・合唱練習，声楽，管弦楽アンサンブル等の多様

な練習利用に適したものとなっています。また、堀川御池ギャラリーについては御池通に

面し，建物に入りやすく，気軽に芸術に触れることができます。 

  加えて、対象施設は、京都市営地下鉄東西線二条城前駅から徒歩 2分の場所にあり、近

辺には世界遺産である元離宮二条城があるなど、立地条件に恵まれております。 

一方、施設建設から長期間が経過し、以下のような課題も生じております。 

⑴ 学校教育活動の充実 

プレゼンテーション能力の向上など、より一層生徒の豊かな感性を育むための取組が

求められている。 

⑵ 市民開放型施設の利用向上 

交通の便も非常に良いこと、施設が充実していることから、利用者が年々増加している

が、まだ空き状況がある。 

⑶ 老朽化 

PFI 事業者により適切に維持管理されているが、照明（未 LED 化）、空調（耐用年数経

過）等、設備類の老朽化が進んでいる。 

⑷ 専門性が高い施設の維持管理 

音楽ホールの音響設備をはじめとする高度な専門技術を要する施設設備の維持管理が

難しい。 

 

６ 検討に当たっての条件 

上記課題も踏まえ、調査対象エリアを活用した、本市芸術文化事業の発展、ひとづくり

まちづくりの拠点となる施設に向けたアイデア等について、下記条件を踏まえた上でご

検討をお願いします。 

⑴ 音楽高校の教育活動に支障が生じないようにする 

学校運営は音楽学校が行います。音楽ホール、レッスン室は音楽高校の施設であり、現

在の市民開放も教育活動時間外のみの利用となっております。 

また、調査対象エリアについて拡大はできません。（ただし、ＰＦＩ等により調査対象

エリアを超えて音楽高校施設全体の維持管理業務を行うことは可能です） 

上記をはじめ、音楽高校の教育活動に支障が出ないようにする必要があります。 

⑵ 市民開放型施設としての機能を継続する 

移転後、調査対象エリアについては市民の方々のご利用も着実に増え続け、音楽・美術

活動の中核施設としての役割を果たして参りました。今後も、市民の皆様の期待に応える

べく、市民開放型施設としての機能を継続する必要があります。ただし、学校他への支障

が出ない範囲での利用時間の拡大は可能ですが、料金設定には上限設定が必要です。（別

添の現時点での料金程度を目安としてください。） 

また、調査対象エリアについては、現在、少年合唱団や銅駝美術工芸高等学校等の関係

団体が定例的に使用していますが、今後もこの定例使用は継続されますのでご留意くだ
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さい。 

⑶ 城巽自治連合会の活動に支障が生じないようにする 

調査対象エリア外ですが、体育館（城巽ホール）やグラウンドでは城巽自治連合会をは

じめとする地域活動が行われますので、支障が出ないように配慮する必要があります。 

⑷ 維持管理では専門的な見地から配慮する 

維持管理においては、音楽ホールの音響、空調管理等をはじめ、専門的な見地からの配

慮が必要です。 

⑸ 老朽化対策が必要 

照明、空調をはじめとした建築設備については、現事業者により適切に維持管理されて

おりますが、法定耐用年数に照らし大規模改修が必要です。 

⑹ 発展的な活用 

一例として堀川御池ギャラリー内への賑わい施設展開、SDGｓ、DX、スマート化に配慮

した取組など、本市芸術文化事業の発展やひとづくりまちづくりの拠点とするための活

用をご検討いただきますようお願いします。 

 

次のいずれかに該当する提案は除きます。 

・暴力団の利益になるもの 

・法令等に違反するもの、又はその恐れがあるもの 

・公序良俗に反するもの、又はその恐れがあるもの 

・人権侵害となるもの、又はその恐れがあるもの 

・政治性、宗教性のあるもの 

・公衆に著しく迷惑をかけるもの、又は危害を与えるもの それらの恐れがあるものを含 

む） 

 

７ ご提案いただきたい内容 

⑴ 公民連携手法を用いた事業提案 

【事業参画の可能性がある場合】 

① 公民連携手法として、「指定管理」「貸付」「PFI」等が考えられますが、事業期間、費用

対効果も勘案し、事業者として最も効果的と考える手法、事業内容、事業期間等をご提

案ください。参考までに、各々の手法の基本となる事業期間を例示します。 

【基本となる手法別事業期間】 

手 法 指定管理 貸付 PFI 

期 間 原則 4年※ 10年から 20年 15年 

※指定管理者制度による指定管理期間については、本市では原則4年としていますが、

施設の性格、サービス提供の安定性等の観点から必要な場合、他都市の事例を踏まえ、

10年を限度とした設定の提案を可能とします。 

 また、PFI事業としたときに、PFI事業者が指定管理者を兼ねる場合、その指定管理

期間は 15年とします。 
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② 調査対象エリア毎に手法を区分することが効果的と考える場合は、その内容をご提案

ください。（例：ギャラリー〇〇スペースはカフェとして「貸付」、その他は音楽高校の

維持管理も含めて「指定管理」 など） 

③ 貸付料については未定ですが、 仮に京都市公有財産及び物品条例に基づく行政財産の

目的外使用許可により利用される場合の使用料として試算した場合、１月あたり約７，

１５０円／坪です。なお、調査対象エリアのうち、廊下などの共用部は賃貸範囲に含め

ない場合があります。 

④ 令和 7年 4月 1日から事業化する想定で提案してください。 

⑤ 活用目的や事業効果について具体的に記載してください。 

⑥ 可能な範囲で下記内容についてもご教示ください。 

・事業スケジュール 

・事業費、投資予定額（建設単価、維持管理費、金利、地域経済動向を踏まえ） 

・想定賃料 

・改修期間 

・収益施設を想定されている場合は収益構造、投資回収に必要な事業期間 等 

 ※改修等の必要経費については、提案者の負担として提案してください。 

 ※過去の使用実績や光熱水使用量、改修が必要と考えている項目に関する資料を添付

しておりますので、参考としてください。 

※用途変更を行う場合は現行法令（建築基準法、消防法等）に適合する構造上の変更

が必要となる場合がありますので、可能な限りでそれらも反映した上でご提案くだ

さい。 

※提案に当たり、課題となる事項や、その他施設全体に影響を与える事項（音楽高校

の教育活動時間の変更が必要な場合等）がある場合は併せてご教示ください。 

【現時点では事業参画の可能性が無い場合】 

可能であれば、どのような条件であれば参画を検討する対象となるかをご教示いただ

けると幸いです。（事業規模、事業スキーム、内容（運営、維持管理、大規模改修等）、範

囲、立場等） 

 

以下⑵⑶については、事業参画の可能性がない場合もご教示いただけると幸いです。 

⑵ PFI事業について 

PFI事業についてご意見をお願いします。 

（例： SPC設立など手間が掛かるが、PFI事業には興味がある。リスク分担が不明瞭なた

め実施予定はない。既に PFI事業に携わったことがあり、今回も興味がある。 など） 

⑶ 本事業へのご懸念、課題等 

本事業に対してご懸念される内容について、ご教示ください。 

（例：既存施設の状況、官民リスク分担、教育活動・市民開放事業の担保（事業自由度）、

収益性 ほか） 

⑷ その他 

公募時に開示が必要な情報がございましたらご相談ください。 
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８ 提出について 

⑴ 提案者（参加資格） 

提案内容の実施主体となる意向を有する法人は又は複数の法人で構成される法人のグル

ープとしますが、次のいずれかに該当する場合は応募できません 。 

ア  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

イ 地方自治法施行令第 １６７ 条の４第２項各号のいずれかに該当し，３ 

年を経過しない者及びその者を代理人，支配人その他の使用人として使 

用する者 

ウ 京都市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団並びに同条第４ 

号に規定する暴力団員等及び同条第５号に規定する暴力団密接関係者並 

びにこれらの者の依頼を受けて調査対象施設を活用しようとする者 

エ 調査対象施設を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２ 

条第２号に規定する暴力団の事務所及び公の秩序又は善良な風俗に反す 

る目的その他社会通念上不適切と認められるものの用に供しようとする 

者並びにこれらの者の依頼を受けて調査対象施設を活用しようとする者 

※  個人の方は応募できません。 

※  グループの場合、グループの中から代表となる法人（以下「代表法人」という。）を

定め、代表法人が本市への質疑や書類の提出などの手続きを行うこととします。 

⑵ 提出書類 

提出期限までに、参加申込書（様式１）、提案概要（様式２）及び提案書（任意様式で

すが、原則としてＡ４サイズで作成してください ）を電子メールにより「９ 問合せ先及

び提出先」に定めるメールアドレスへ送信してください。 

また、電子メールの件名は「提案書（京都堀川音楽高校）」としてください。 

⑶ 提出期限 

令和５年１月２０日（金）午後５時（必着） 

⑷ 質疑の受付 

(ア)受付期限 

令和４年１２月９日（金）午後５時（必着） 

(イ)受付方法 

上に定める受付期限までに、質問票（様式３を電子メールにより「９問合せ先及び

提出先」に定めるメールアドレスへ送信してください。 

また、電子メールの件名は「質疑（京都堀川音楽高校）」としてください。 

応募に関係のない質問には回答できません。 

(ウ)回答方法 

原則として、令和４年１２月１６日（金）までに、京都市情報館の当該調査の募集

ページに回答を掲載します。 

なお、回答は本要項と一体のものとして、要項と同等の効力を有するものとします。 
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⑸ 現地見学会 

以下の日程 （施設の休館日に現地見学会を実施します。現地見学を希望する場合は、 

希望する日の３ 開庁日前までに、現地見学会参加申込書（様式５）を電子メールにより 

「９ 問合せ先及び提出先」に定めるメールアドレスへ送信してください。メール受領後、

当日のスケジュールについてメールさせていただきます。 

また、電子メールの件名は「現地見学（京都堀川音楽高校）」としてください。 

なお、現地見学会以外の時期に各自で外観やロビーなどの共用部分を見学していただ

くことは可能ですが、利用中の調査対象エリアの閲覧など施設利用者の妨げとなるよう

なことはご遠慮ください。 

 

（現地見学会日程） 

第１回 令和４年１２月１日（木）午後４時から６時まで 

第２回 令和４年１２月２日（金）午後４時から６時まで 

  

 

⑹ 対話の実施 

応募期間にかかわらず、提案内容及び質疑内容に応じ、対話（ヒアリング等）を実施す

る場合があります。対話を実施する場合は個別に連絡し、ノウハウ等の保護のため非公開

で行います。 

なお、対話を行わず書類での調査のみとさせていただく場合があります。 

⑺ 調査結果の公表 

調査結果については、提案内容を概要として取りまとめ、ホームページ等で公表します。

ただし、公表に当たっては、提案者の名称及び知的財産権に関する内容は原則非公開と

します。 

⑻ 留意事項 

① 本調査は、あくまでアイデアの収集や市場性の有無、実現可能性の把握を行うために

実施するものであり、この結果をもって、活用方針の決定や活用する事業者の選定を

行うものではありません。 

② 提案内容は、今後公募等を行う場合、募集要項等に活用させていただく場合がありま

す。 

③ 本調査への応募の有無は、今後の事業化等の公募を行う場合の評価対象にはなりませ

ん。 

④ 提出書類の返却はできません。 

⑤ 本調査に要する費用は、提案者の負担とします。 

⑥ 必要に応じて、追加調査やアンケート等を行うことがありますので、ご協力をお願い 

します。 
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９ 問合せ先及び提出先 

京都市教育委員会事務局教育環境整備室（担当：田中、菅野） 

〒６０４－８１６１ 

京都市中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町５９５－３ 大同生命京都ビル 7階 

TEL：０７５－２２２－３７９６ FAX：０７５－２５６－３９４７ 

メールアドレス：kyouikukankyo@edu.city.kyoto.jp 

 
 
 
 

■スケジュール（再掲） 

募集要項の公表 令和４年１１月１７日（木） 

現地見学会 
令和４年１２月１日（木）午後４時から６時まで 

令和４年１２月２日（金）午後４時から６時まで 

質疑の受付期限 令和４年１２月９日（金）午後５時 

質疑への回答 令和４年１２月１６日（金）（予定） 

提出書類の提出期限 令和５年１月２０日（金）午後５時 

 

■提出書類 

様式１ 参加申込書 

様式２ 提案概要 

様式３ 質問票 

様式４ 図面提供依頼書 

様式５ 現地見学会参加申込書 

 

 ■関連資料 

施設図面 

（詳細図面は別途、データでお渡しします。必要な方は様式４にて、

本市問合せ先にご依頼ください。） 

施設概要（パンフレット） 

利用料金一覧（開設以来、利用料金は改定していない） 

過去使用実績 

過去光熱水使用量 

改修が必要と考えている主な項目一覧 

 

 


