
 

徳島市新ホール整備基本計画（素案）に係る 

パブリックコメント手続の意見取扱結果 

 

 

意見提出期間  平成３１年３月１２日（火）から平成３１年４月１８日（木）まで 

 

意見提出者数  ３３人 

 

提出意見 数  １１０件 

 

計画の修 正  提出いただいた御意見に対する市の考え方は別紙のとおりであり、今回、

御意見に基づく大きな修正はありません。 

なお、いただいた御意見につきましては、本計画を推進していく上での参

考とさせていただきます。 
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提出された意見の概要と市の考え方 

 

１「基本計画策定の背景と経緯」に関する意見（12件） 

No 区分 提出された意見の概要 市の考え方 

1 

⑴国等の文

化芸術振

興に関す

る状況 

P2 「文化芸術に関する法的な整

備」を、もっと全面に大きく掲げる

ことで、ホールの必要性をアピール

できると思う。 

いただいた御意見は、今後、本計

画を推進していく上での参考とさせ

ていただきます。 

2 

⑷建設予定

地 

旧文化センター跡地での新ホール

建設は、駐車場が不足しているとい

う問題に加え、平日夜のイベントで

は、観客の来館時間と帰宅ラッシュ

の時間が重なり、近隣道路の渋滞が

懸念されるので反対である。近くに

は消防署や警察署があり、緊急車両

の交通の妨げにもなりかねない。 

新ホールの整備にあたり、旧文化

センターが休館・閉館して４年が経

過し、文化団体の発表の場や市民の

鑑賞の機会が失われていること、特

に子どもたちにとっては、舞台に立

つ機会や文化芸術に接する機会が失

われていることから、このような現

状を速やかに解消するため、早期の

整備が期待できる旧文化センター跡

地での整備を進めてまいります。 

単にホールを建てればよいという

ことではなく、本計画（素案）の基

本理念である「市民の芸術文化の創

造拠点」にふさわしい品質を確保し

た、より良いホールとなるよう、要

求水準書をとりまとめていきたいと

考えています。 

3 

現在の建設予定地では、舞台や舞

台裏のスペースが狭くなってしまう

ことが懸念されるので、もっと広い

敷地に建設してほしい。 

4 

徳島東環状道路沿いなどの郊外に

建設地を探す方が望ましいのではな

いか。 

5 

新ホールは、今後、50年は使用す

る施設なので「早期に整備するため

には、狭いが仕方ない。」という考え

方はやめて、じっくりと考えるべき

である。 

6 

敷地が狭いので、小ホールもなく、

必要な機能が削られているように思

う。 

7 
狭い敷地での計画を強引に進める

ことはやめてもらいたい。 

8 

慌ててにわか仕立てのホールを造

るのではなく、じっくり腰を据えて、

市民みんな協力し、それなりの場所

によいホールができるよう、実現に

向けて力を合わせることが必要では

ないか。 

 

 

別 紙 
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No 区分 提出された意見の概要 市の考え方 

9 

⑷建設予定

地 

旧文化センター跡地に、市役所側

から徒歩で行く場合、跨線橋やアン

ダーパス脇の階段を通るしかなく、

長い行列ができたときや足の不自由

な方は大変である。新ホールは、平

面を徒歩で容易に行ける場所に建設

すべきである。 

敷地形状や立地条件を踏まえ、施

設利用者が安全で快適にアクセスで

きる動線を検討していきます。 

10 

新ホールは、旧動物園跡地に建設

してはどうか。駅から徒歩圏内で、

駐車場も広く確保でき、国道からす

ぐに侵入可能で、帰路も複数方向で

確保することができる。また、川と

一体化したホールを建設すること

で、「水都とくしま」を推進し、ひょ

うたん島周遊船からもアクセスする

ことができる。 

旧動物園跡地については、都市計

画法に基づく都市計画公園及び第一

種住居地域に指定されており、新ホ

ールを建設するためには、これらの

解除に時間を要することが見込まれ

ることから、早期の整備が期待でき

る旧文化センター跡地での整備を進

めてまいります。 

11 

大きなホールは、体育館の敷地に

造ればよいのではないか。徳島駅か

らも近くてよいと思う。 

市立体育館の敷地については、国

有地であることや、建て替えの時期

も未定で、早期の整備は困難な状態

であることから、早期の整備が期待

できる旧文化センター跡地での整備

を進めてまいります。 

12 

新ホールの建設地について、市民

アンケートを行ってはどうか。 

新ホールの建設地については、で

きる限り早く整備するために敷地で

の課題が少ない市有地を軸に検討を

進めてきました。その結果、早期の

整備が期待できる旧文化センター跡

地での整備を進めてまいります。 

 

２「新ホールの基本コンセプト」に関する意見（1件） 

No 区分 提出された意見の概要 市の考え方 

13 

⑴基本理念 

⑵基本方針 

⑶施設の使  

 命 

P7 「新ホールの基本コンセプト」

は、よくできていると思う。 

本計画の実現に向けて、着実に進

めてまいります。 

 

 

 

 

 



3 

３「事業展開について」に関する御意見（6件） 

No 区分 提出された意見の概要 市の考え方 

14 

⑴事業展開

方針 

P9 「ホール専属市民グループ」に

期待したいと思う。 

本計画の実現に向けて、着実に進

めてまいります。 

15 

ホール主催の事業を重視して、県

外からも聴きに来てもらえるような

魅力ある事業（コンサート等）を企

画提供してもらいたい。 

今後、管理運営計画において、御

意見を踏まえながら検討してまいり

ます。 

16 

「ホール専属市民グループの育

成」など、市やホールが主体となっ

て行うものは、裏付けとなる予算の

面などで市民が分りにくいところが

心配である。新ホールの「創造事業」

は、市民の自由な創造活動の支援に

徹すべきだと思う。 

17 

立地を生かし、徳島城公園側から、

外壁にプロジェクターマッピングで

宣伝動画などを流せるようにすべき

である。 

いただいた御意見は、今後、本計

画を推進していく上での参考とさせ

ていただきます。 

18 

⑵連携・協

働の方針 

小ホールは設置できないので、近

隣施設と連携するとのことだが、本

当に可能なのか。使用目的が異なる

施設に機能分担を求めているが、承

諾は得ているのか。 

既存の小ホールについては、本市

のシビックセンターさくらホールや

ふれあい健康館のホールのほか、あ

わぎんホールの小ホール、アスティ

とくしまの小ホール、21世紀館のイ

ベントホールなどがあり、現在でも、

団体の発表や興行も行われているこ

とから、施設の有効活用の観点から

も引き続きこちらの施設の活用もお

願いしたいと考えております。 

周辺施設との連携については、今

後、管理運営計画において、御意見

を踏まえながら検討していきます。 

19 

小ホールこそ、市民にとって使い

勝手がよい施設なのにそれがない。

周辺施設と連携とあるが、具体的な

策が示されていない。 

今回の検討では、十分な機能を持

つ小ホールの整備は難しいと判断し

ましたが、本計画（素案）では、多

目的室（リハーサル室）を小規模な

発表会や鑑賞事業等に利用できるよ

う、機能や設備の充実を検討してま

いります。 

周辺施設との連携については、今

後、管理運営計画において、御意見

を踏まえながら検討していきます。 
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４「施設整備について」に関する意見（81件） 

No 区分 提出された意見の概要 市の考え方 

20 

⑴施設整備

方針 

P11 「４ 施設整備について」に

ついては、(1)、(2)ともよいと思う。 

本計画の実現に向けて、着実に進

めてまいります。 

21 

子ども達のためにも、よいホール

で文化が生まれる環境整備をお願い

したい。 

22 

むやみにお金をかけるのではな

く、音楽家や有識者の意見を取り入

れて、市民の自由な創造活動を発展

させる様な場所、ホールにしてもら

いたい。 

今後、管理運営計画において、御

意見を踏まえながら検討していきま

す。 

23 

新ホールは、先例を参考に検討す

べきである。また、どの施設を先例

とするかを検討する段階で、市民有

識者を加えるべきである。 

新ホールの検討にあたっては、近

年における複数のホール整備事例を

参考とし、有識者等で構成する新ホ

ール整備検討会議においても、さま

ざまな観点から御意見を伺っており

ます。また、本計画（素案）の策定

及び要求水準書の作成にあたって

は、文化団体や興行主のほか、使い

勝手や機能的な面について、舞台関

係者（舞台監督、音響、照明）やホ

ール担当者などにも御意見を伺って

まいりました。 

24 

県外からも利用してもらえるよう

なレベルのホールにすれば、にぎわ

いづくりにもなると思う。 

本計画（素案）では、「多様な演目

に対応できる質の高いホール」を施

設整備方針として掲げています。 

本計画の実現に向けて、着実に進

めてまいります。 

25 

「あそこに行きたい！」という感

情が生まれるように、低コストでも、

デザイン性の高いホールにすべきで

ある。 

本計画（素案）では、「徳島のまち

の顔となるホール」を施設整備方針

として掲げています。 

本計画の実現に向けて、着実に進

めてまいります。 

26 

何時でも、誰でもが、使用しやす

いホールにしてもらいたい。 

本計画（素案）では、「誰もが快適

に舞台芸術を鑑賞できるホール」、

「練習や発表の場として市民が使い

やすいホール」を施設整備方針とし

て掲げています。 

本計画の実現に向けて、着実に進

めてまいります。 
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No 区分 提出された意見の概要 市の考え方 

27 

⑴施設整備

方針 

“観やすく、演じやすく、使いや

すいホール”となるよう、文化・芸

術団体はもちろん、照明や音響など

についても専門の人や業者などから

意見を聞くべきだと思う。 

本計画（素案）の策定及び要求水

準書の作成にあたっては、文化団体

や興行主のほか、使い勝手や機能的

な面について、舞台関係者（舞台監

督、音響、照明）やホール担当者な

どから御意見を伺ってまいりまし

た。 

限られた条件の中ではあります

が、いただいた御意見を参考に、可

能なものは取り入れていきたいと考

えています。 

28 

新ホールは、一部の学識経験者だ

けではなく、県外の方も含めて、真

の有識者の方に、広く識見を求めて

建ててもらいたい。 

29 

⑵ホールの

機能と施

設構成 

多目的室（リハーサル室）に小ホ

ールのような機能も持たせるようだ

が、大ホール使用時には使えないの

ではないか。大ホールよりも小ホー

ルの需要は多いので、単独の小ホー

ルが必要である。 

大ホール利用者と多目的室利用者

の同時利用については、それぞれ主

催者や観客・利用者にとって利用し

やすく交錯しない配置、動線計画や

同時使用を想定した防音・防振性能

を要求水準書で求めることとしてい

ます。 

30 

小ホールは、大ホールと併設する

ことによって同じ技術スタッフが管

理することができるし、備品も共有

することができる。別の建物となる

と、それらが別々に必要となり、ラ

ンニングコストが高くなるのではな

いか。 

小ホールについては、今回整備し

ない方針としており、既存施設を有

効活用していただきたいと考えてい

ます。既存施設の活用にあたり、運

営上の課題や施設の改修等が必要な

場合は、今後、適宜検討したいと考

えています。 

31 小ホールは必須であると思う。 

32 

大ホールと多目的室（リハーサル

室）を充実させるために、小ホール

は別の建物にした方がよい。 

33 

有名なアーティストや、オーケス

トラ等が使用する大ホールより、市

民が自由に文化活動に使うことがで

きる小ホールや会議室を多くとるこ

とを望んでいる。 

本計画（素案）では、「練習や発表

の場として市民が使いやすいホー

ル」を施設整備方針として掲げてい

ます。 

いただいた御意見は、要求水準書

取りまとめの参考とさせていただき

ます。 

34 

徳島には、コーラス、バレエ、ダ

ンス、日本舞踊など、多くの文化団

体があるが、それらの団体が、発表

する場が失われている。 

大きな催しで、集客することも必

要だと思うが、こうした一般の市民

が、思いきり発表できるようなホー

ルがほしいと思う。 
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No 区分 提出された意見の概要 市の考え方 

35 

⑵ホールの 

 機能と施

設構成 

以前は、多目的ホールが全国各地

に建設され、市民は満足していたが、

現在は、「多目的ホールは、無目的ホ

ール」と言われる時代である。目的

のない多目的ホールを造るのは税金

の無駄遣いなので、造らないでほし

い。 

本計画（素案）においては、「市民

の芸術文化の創造拠点」を基本理念

とし、様々な文化芸術に対応したホ

ールを目指すこととしています。 

なお、ホール主催事業など、新ホ

ールの運営方法の詳細については、

今後、管理運営計画において、御意

見を踏まえながら検討していきま

す。 

36 

敷地が狭いにも関わらず、1,000

席規模の大ホールにこだわっていて

は、他の設備がお粗末になってしま

い、よいホールはできないと思う。 

今回の計画では、広く鑑賞活動を

支える多目的に利用できるホールと

し、市民の文化活動の発表の場とし

て、また民間の興行にも対応できる

規模を想定し、1,500 席程度の席数

を確保した大ホールを中心とする新

ホールの整備を進めるものです。 

限られた条件の中ではあります

が、よいホールとなるよう、要求水

準書をとりまとめていきたいと考え

ています。 

37 

⑶各エリア

の内容 

舞台の奥行が 9 間程度となってい

るが、近県のホールは 10間である。

巡回して行われる興行のセットが使

えないという理由で、徳島市に来て

くれないのではないか。 

本計画（素案）では、客席前部に、

前舞台としても使用することができ

る電動のオーケストラピット迫りを

設けることとしており、主舞台と一

体的に活用することで、10間以上の

奥行のある広い舞台として使用する

ことも想定しています。 

限られた条件の中ではあります

が、よいホールとなるよう、要求水

準書をとりまとめていきたいと考え

ています。 

38 

1,500 席の音楽向きのホールであ

れば、残響時間は、1.8～1.9 秒が適

当である。 

いただいた御意見は、要求水準書

取りまとめの参考とさせていただき

ます。 

39 

大ホールは、音楽を主目的とする

多目的ホールとし、残響時間は、1.5

秒程度にするとよいと思う。 

40 

ピアノは、2 台は必要であり、年

間を通じて恒温、恒湿を保てる収納

庫に保管するべきである。 

41 

多目的室（リハーサル室）を小ホ

ール的に利用する場合、舞台がよく

見えるように、平面の客席は避けて

もらいたい。平面にする場合は、舞

台を高くしてもらいたい。 
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No 区分 提出された意見の概要 市の考え方 

42 

⑶各エリア

の内容 

原語によるオペラ公演の際に、日

本語字幕が付けられるように工夫し

てもらいたい。 

いただいた御意見は、要求水準書

取りまとめの参考とさせていただき

ます。 

43 
観客席の通路は階段ではなく、ス

ロープの方が安全でよい。 

44 

ゆとりのある席の配置にすると、

遅れてきた観客が席に座るときに他

の観客は座ったままで、前を通れる

のでよいのではないか。 

45 
多目的室（リハーサル室）の壁に

設置する鏡は、舞台と同じ幅がよい。 

46 

演劇公演を行う際には、舞台上、

下手に花道が必要になるので設置し

てもらいたい。 

47 
親子室は、できれば 2 か所に設置

してもらいたい。 

48 

歌舞伎公演の際に、定式幕を吊る

せるように、舞台前方にワイヤーロ

ープを設置してほしい。 

49 

バレエなどで利用する場合、舞台

の床や多目的室（リハーサル室）の

床は、体に負担の少ない、やわらか

い床がよい。各国の有名なホールの

床を参考にしてはどうか。 

50 
大ホールの車いす席は、前方と後

方の 2 か所に設置してほしい。 

51 

音響がよく、鑑賞しやすい席のホ

ールにしてもらいたい。「アーティス

トが来たい！」と思うような、すば

らしい環境のホールとなるよう、多

くの実績がある事業者に音響設計を

依頼してはどうか。 

新ホールの整備手法については、

「設計・施工一括発注方式」で整備

することとしており、また、事業者

の募集にあたっては、独自の技術や

ノウハウを踏まえた提案を幅広く募

ることが期待できる「公募型プロポ

ーザル方式」とし、十分なホールの

設計・施工実績を有することを募集

要件とするとともに、質の高い音響

を確保するため、音響シミュレーシ

ョンなどの要求をしていきたいと考

えています。 

52 

音楽ホールの命は“音響”である。

事業費にとらわれず、音響設計は実

績と定評のある設計者に依頼すべき

である。 

53 

楽屋の収容人数が少ないのに、小

楽屋にまで、トイレ、シャワーを設

けるのは、スペースの無駄だと思う。

必要であれば１か所にまとめてはど

うか。 

小楽屋については、主演級の役者、

ソリスト、コンサートマスターなど

の特別楽屋としての利用も想定して

いるため、トイレ、シャワー、洗面

化粧台を個別に設けることとしてい

ます。 
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No 区分 提出された意見の概要 市の考え方 

54 

⑶各エリア

の内容 

ホールの大きさにふさわしい楽屋

スペースを確保してほしい。具体的

には、計画の中で舞台と同じ階にあ

る事務室は、楽屋としても利用でき

る広い会議室にするべきである。事

務室を舞台と同じ階にする必要はな

いと思う。 

本計画（素案）では、楽屋の合計

定員は 80 人以上とすることとして

おり、出演者が多い行事の場合は、

多目的室（リハーサル室）、活動室及

び会議室を一時的な楽屋として利用

することを想定しています。 

いただいた御意見は、要求水準書

取りまとめの参考とさせていただき

ます。 

55 

楽屋の合計定員が 80 人では狭す

ぎる。学生の音楽会や選抜阿波おど

りなど、大人数が出演する行事に対

応できないので、150 人分は確保し

てほしい。 

56 

主催者用の駐車場と楽屋が少なす

ぎる。バレエの発表会などでは、出

演者が衣装を着たまま、近隣の駐車

場から歩くことになるのではない

か。 

本計画（素案）では、楽屋の合計

定員は 80 人以上とすることとして

おり、出演者が多い行事の場合は、

多目的室（リハーサル室）、活動室及

び会議室を一時的な楽屋として利用

することを想定しています。 

駐車場の確保については、引き続

き周辺の公有地等を検討していきま

す。 

57 

駐車場が 60台と少なく、阿波おど

り等の行事では、出演者分だけで満

車になることが予測される。阿波お

どりの本場と言われる徳島の新ホー

ルがこんなことでは、市民、踊り手

の不満が上積みになるだけである。

徳島市にふさわしい、全国に胸をは

って自慢できるホールを作ってもら

いたい。 

駐車場の確保については、引き続

き周辺の公有地等を検討していきま

す。 

58 

徳島ホールを解体して、大型の立

体駐車場を整備すべきである。津波

発生時には、一時避難場所になるし、

市役所の利用者のほか、徳島駅周辺

や徳島城公園を散策する利用者も有

効に活用することができるのではな

いか。 

59 

主催者用の駐車場が少ないと思

う。 
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No 区分 提出された意見の概要 市の考え方 

60 

⑶各エリア

の内容 

駐車場の不足や周辺の渋滞など、

ネガティブな影響が最小限となるよ

うにしてもらいたい。新ホールの敷

地に車寄せを作るなどして、路上に

止まり乗降させる迷惑な人々の対策

も十分にしてもらいたい。 

駐車場の確保については、引き続

き周辺の公有地等を検討していきま

す。 

61 

駐車場不足の対策として、移転後

の徳島中央警察署跡地及び北隣の寺

島公園に立体駐車場を建設し、地下

通路にて新ホール及び県青少年セン

ター（トモニプラザ）・市中央公民館

と結び、3 施設共用の駐車場とすれ

ばよいのではないか。 

62 

駐車場が少ないが、徳島市内の人

が鉄道をどれだけ使用すると考えて

いるのか。また、バスがどれだけの

人を運べるというのか。これからバ

スの路線と便数が増えると考えてい

るのか。 

63 

現在、ほとんどの人は、自家用車

で出かけるのに、駐車場のないホー

ルなどありえない。時代に逆行する

考え方はやめるべきである。 

64 

主催者用の駐車場が 10 台では少

ない。車寄せもないのであれば、発

表会などの開催は難しいのではない

か。 

65 

観客用の駐車場が 50 台では少な

すぎる。アスティとくしまには約

500 台、鳴門市文化会館には 250 台

の駐車場があるが、開園前には、満

車になっている。少なくとも 250 台

くらいの無料駐車場が必要である。 

66 

新ホールの東側に隣接する道路や

徳島地方裁判所の地下に駐車場を設

置すればよいのではないか。 

67 

鉄道高架用地の駐車場は遠いの

で、徳島中央警察署の移転地を新ホ

ールの駐車場にする方がよいのでは

ないか。 

徳島中央警察署については、既に

建設工事に着手しており、計画の変

更は困難であると考えられます。 

駐車場の確保については、引き続

き周辺の公有地等を検討していきま

す。 
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No 区分 提出された意見の概要 市の考え方 

68 

⑶各エリア

の内容 

鉄道高架用地の駐車場から車いす

等で、新ホールまで移動するのは不

可能である。新ホールの敷地内の駐

車場はハンディキャップのある方専

用の駐車場とするなどの工夫が必要

ではないか。 

本計画（素案）において、「車いす

使用者駐車場」については、敷地内

で確保することを計画しています。 

69 

業者用トラックの駐車スペース

が、敷地内の 2台では不足している。

最低でもあと 3 台分は、近隣で確保

する必要があるのではないか。主催

者用の駐車場を他の駐車場で確保で

きれば、敷地内に業務用トラックの

駐車スペースを追加することもでき

るのではないか。 

本計画（素案）において、11ｔト

ラックの駐車場スペースは、搬入口

以外の敷地内で、1 台分以上のスペ

ースを確保することとしています。

敷地以外の駐車場の確保について

は、引き続き周辺の公有地等を検討

していきます。 

70 

機材等の搬入・搬出については、

地域の催し物でも、舞台・照明・音

響それぞれに 2ｔか 4ｔのトラック

が 1 台ずつ必要になる。搬入時は、

時間をずらすこともできるが、搬出

時は、3 台同時にトラックを着けた

いところである。 

71 

計画には、11ｔトラックから荷下

ろし可能と書いてあるが、同時に着

けられる台数が少なければ、搬入・

搬出に無駄な時間がかかってしまう

と思う。 

72 

有名ミュージシャンのライブコン

サートでは、装飾された搬入用トラ

ックの前で、観客が撮影することが

できるよう、搬入後のトラックを数

台駐車できるスペースがホールの近

くに必要である。 

73 

鉄道高架事業を考慮して、大型車

両の進入路などを確保できるように

設計しておけば便利である。また、

国道 192 号線も平面になると思うの

で、それに対応できるように、設計

にしておくべきである。 

 

鉄道高架事業については、長期の

事業期間を要する事業になりますの

で、設計については、現状の線路及

び道路形状を基本として検討したい

と考えています。 
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No 区分 提出された意見の概要 市の考え方 

74 

⑶各エリア

の内容 

本当にきちんとしたものに費用を

かけるのは構わないが、中途半端な

ものに税金を投じることはどうかと

思うので、音響、照明、コンピュー

タシステム、映像関係などが、充実

したホールにしてほしい。 

本計画（素案）では、「多様な演目

に対応できる質の高いホール」を施

設整備方針として掲げています。 

いただいた御意見は、要求水準書

取りまとめの参考とさせていただき

ます。 

75 

新しいホールを造るのであれば、

その時代にあった水準で、将来を見

据えたホールというものを考慮して

造ってもらいたい。 

地方でも設備の整ったホールがあ

れば、来演される演奏者にもそれな

りの意味があり、これからの時代を

担う子ども達や若者にとっても励み

になると思う。 

76 

旧文化センターは、もともと小さ

いホールだったので、大きいホール

を造ることはないと思う。新ホール

は、市民が使いやすい規模がよい。 

本計画（素案）では、「練習や発表

の場として市民が使いやすいホー

ル」を施設整備方針として掲げてい

ます。 

いただいた御意見は、要求水準書

取りまとめの参考とさせていただき

ます。 

77 

大阪ステーションシティの「風の

広場」や神戸国際会館の「そらガー

デン」などを参考にして、イベント

がなくても、市民が日常的に利用で

きる「憩い」や「賑わい」の場所（自

然のある屋上広場など）を造っても

らいたい。 

本計画（素案）では、交流エリア

として、開放的ですべての市民がい

つでも気軽に立ち寄れる、くつろぎ

と交流の機能を担うこととしていま

す。 

いただいた御意見は、要求水準書

取りまとめの参考とさせていただき

ます。 

78 
 最後列の席でも、舞台が見やすい

ホールにしてもらいたい。 

本計画（素案）では、大ホールの

客席は、どの客席からも舞台を良好

に視認できるサイトラインを確保す

ることとしています。 

いただいた御意見は、要求水準書

取りまとめの参考とさせていただき

ます。 

79 

どの座席からも舞台が見やすいよ

うにしてもらいたい。前方中央の席

は「千鳥配置」がよいと思う。見え

づらい見切り席はない方がよい。 

80 

前席の人の頭で視界が遮られるこ

とがないように、座席の配置を考慮

してほしい。 
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No 区分 提出された意見の概要 市の考え方 

81 

⑶各エリア

の内容 

多目的室（リハーサル室）に、グ

ランドピアノと仮設の舞台を設置し

てほしい。 

本計画（素案）では、多目的室（リ

ハーサル室）を発表会等に利用する

ことを想定し、仮設の舞台や客席が

設置できる設計とすることとしてい

ます。 

いただいた御意見は、要求水準書

取りまとめの参考とさせていただき

ます。 

82 

徳島市には、音楽向きのホールが

ないので、オペラを上演できるよう

なオーケストラピットを備えたホー

ルを造るべきである。 

本計画（素案）では、電動のオー

ケストラピット迫を設けることとし

ています。 

83 

オペラやバレエ公演の際には、前

方の客席を取り外して、オーケスト

ラピットができるようにしてほし

い。 

84 

会議室や活動室は全て防音にし

て、ライブハウスのような仕様にす

べきである。そうすれば、音楽、演

劇、ダンス等にかかわる人が増え、

楽器等の売上拡大や各種教室等の活

動が盛んになり、文化・経済面でも

徳島市が潤うのではないか。 

本計画（素案）においては、活動

室や会議室などの創造支援エリアの

各室は、隣接する室の同時利用に配

慮するとともに、大ホールに音や振

動が伝搬しないような構造として計

画することとしています。 

いただいた御意見は、要求水準書

取りまとめの参考とさせていただき

ます。 

85 

大ホールに音が漏れることがない

ように、多目的室（リハーサル室）

の遮音は完璧にしなければならな

い。 

本計画（素案）においては、活動

室や会議室などの創造支援エリアの

各室は、隣接する室の同時利用に配

慮するとともに、大ホールに音や振

動が伝搬しないような構造として計

画することとしています。 86 

多目的室（リハーサル室）を地下

に設置する場合でも遮音できるの

か。 

87 

客席数にこだわらず、演者や裏方

さんが使いやすいホールにしてほし

い。 

空白の 3 年を取戻し、取り返せる

ようなホールをお願いしたい。 

今回の計画では、広く鑑賞活動を

支える多目的に利用できるホールと

し、市民の文化活動の発表の場とし

て、また民間の興行にも対応できる

規模を想定し、1,500 席程度の席数

を確保した大ホールを中心とする新

ホールの整備を進めるものです。 

いただいた御意見は、要求水準書

取りまとめの参考とさせていただき

ます。 
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No 区分 提出された意見の概要 市の考え方 

88 

⑶各エリア

の内容 

近隣のホールに負けない質の確保

をお願いしたい。 

本計画の実現に向けて、着実に進

めてまいります。 

89 

P12 「客席」の多層式、高品質な

音響空間と「舞台一般」の音響反射

板は賛成である。 

90 

スロープを付けたり、車いす席を

設置することは当然で、障がいのあ

る方の意見を聞き、利用してよかっ

たと言える様なホールにしてもらい

たい。 

徳島県ユニバーサルデザインによ

るまちづくりの推進に関する条例に

基づき、誰もが気軽に来館し、芸術

文化に親しむことができる施設とな

るよう配慮するとともに、障がいの

ある方々の御意見も参考にしていき

たいと考えています。 
91 

⑷施設整備

における

留意事項 

歩行困難者や弱視、難聴などのハ

ンディキャップのある方々や外国人

訪問者も違和感なく利用できるよう

な工夫を期待している。 

92 

P16 「④ ユニバーサルデザイン

への配慮」について、障害は持ちた

くて持つものではないので、「障がい

を持つ人」から「障がいのある人」

などの表現に変更するべきではない

か。 

 いただいた御意見を参考に、文章

の表現を変更します。 

93 

⑹施設配置

の考え方 

搬入、搬出がしやすいように動線

を確保すれば、出演者やスタッフも

使いやすいホールになると思う。 

いただいた御意見は、要求水準書

取りまとめの参考とさせていただき

ます。 

94 

ステージから楽屋までの距離が近

ければ、出演者も衣装替えなどがス

ムーズにできるのではないか。 

95 
もぎり前のスペースは、200 人程

が並べる広さが必要である。 

96 

出演者の待機場所がほとんど無い

ことは致命的である。このスペース

では、阿波おどり等の出演者が多い

行事に利用する場合、スムーズな出

演準備、待機、入れ替りが出来ると

は思えない。 

本計画（素案）において、出演者

が多い行事の場合は、多目的室（リ

ハーサル室）、活動室及び会議室を一

時的な楽屋として利用することを想

定しています。 

いただいた御意見は、要求水準書

取りまとめの参考とさせていただき

ます。 
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No 区分 提出された意見の概要 市の考え方 

97 

⑺施設整備

に関する

概算事業

費及び財

源 

以前は、156 億円のホールが高す

ぎると白紙になったが、現在の徳島

市の財政状況を考慮すると、80 億円

のホールでも高すぎるのではない

か。 

事業費については、本市の文化振

興における空白期間をできる限り短

くする観点を最優先に、なおかつ将

来的に過度な財政負担とならないよ

う事業費の抑制にも配慮してまいり

ます。なお、整備のための財源とし

ては、芸術文化施設建設基金（約 16

億円）の他、有利な起債等を活用し、

財政負担の軽減や標準化を図ること

を検討します。また、ネーミングラ

イツの活用や、企業や個人等、広く

一般から寄付を募るなど多様な財源

の確保に努めます。 

98 

比較検討するために、新町西と駅

西の計画で小ホールを除いた場合の

事業費も試算すべきである。 

新町西、徳島駅西及び旧文化セン

ター跡地それぞれで条件が異なるた

め、単純に比較することは困難です

が、1 ㎡あたりの事業費では、大き

な差はないものと考えています。 

99 

 計画中の場所では、近隣の徳島中

央警察署の様に、軟弱地盤の対策で

事業費が変わってしまうのではない

か。 

新ホール整備事業では、整備事業

者の募集前に地盤調査を行い、調査

結果を踏まえて事業費を検討してい

きたいと考えています。 

100 ⑻事業手法 

設計・施工一括発注（デザインビ

ルド）方式では、要求水準書が要望

の全てであり、事業者を決定した後

では、変更が困難になるので、事前

に公表し、市民やエンドユーザーの

要望を踏まえたものにすべきであ

る。 

要求水準書については、6 月議会

において案をお示しすることとして

います。なお、本計画（素案）にお

いて要求水準書の骨子となるべき部

分を記載していることから、今回、

いただいた御意見についても、要求

水準書取りまとめの参考とさせてい

ただきたいと考えています。 
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５「管理運営について」に関する意見（5件） 

No 区分 提出された意見の概要 市の考え方 

101 
⑴管理運営

方針 

これまで、実際にホールを使って

こられた方々の意見を十分に聞き取

り、分析し、新ホールの整備・運営

に反映させること。 

本計画（素案）の策定及び要求水

準書の作成にあたっては、文化団体

や興行主のほか、使い勝手や機能的

な面について、舞台関係者（舞台監

督、音響、照明）やホール担当者な

どから御意見を伺っております。 

限られた条件の中ではあります

が、いただいた御意見を参考に、可

能なものは取り入れていきたいと考

えています。 

102 

⑵管理運営

組織 

P23 「管理運営組織」は、とても

大切である。特に「こけら落とし」

は、ヨーロッパやアメリカのオーケ

ストラ、オペラなど、四国中から集

客できるような団体を期待してい

る。 

今後、管理運営計画において、御

意見を踏まえながら検討していきま

す。 

103 

ホール主催事業や広報等をサポー

トする、ホール専属のボランティア

のサポーターズクラブを募集しては

どうか。 

104 

⑶運営費等

の考え方 

営利目的ではない市民の発表活動

は、安い料金で利用できるようにし

てほしい。特に、これまで旧文化セ

ンターを利用していたサークル・団

体の活動再開につながるような配慮

がなされるべきだと思う。 

105 

営利目的を除き、市民の表現や創

造のためのホール利用は、できるだ

け安い料金で利用できるようにして

ほしい。 

 

６「スケジュール」に関する意見（1件） 

No 区分 提出された意見の概要 市の考え方 

106 

⑴施設整備

スケジュ

ール 

新ホールを整備する方針が変わら

ない限り、早期着工、早期完成を望

んでいる。 

 本計画の実現に向けて、着実に進

めてまいります。 
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その他の意見（4件） 

No 区分 提出された意見の概要 市の考え方 

107 

周辺整備 

鉄道高架事業を考慮して、徳島駅

から新ホールまで、徳島城公園を一

望できるような、屋根のある高架の

遊歩道を整備してほしい。大阪梅田

にあるような動く歩道であれば、話

題性もあり、駅から新ホールまでの

動線も安全性が確保される。また、

市役所や税務署などの近隣施設にも

アクセスしやすくなるのではない

か。 

いただいた御意見は、今後、本計

画を推進していく上での参考とさせ

ていただきます。 

108 

客層は、高齢の方が多いと思うの

で、公共交通は欠かせないが、建設

予定地は交通アクセスに難がある。

鉄道高架事業との関係もあるが、新

ホールの西側に、ＪＲの新駅設置を

検討してはどうだろうか。 

109 

徳島市新ホ

ール整備検

討会議 

第 5 回徳島市新ホール整備検討会

議（平成 31年 2月 8日）の資料を見

たが、事務室は他の階に移し、楽屋

等にすべきだと思う。 

 いただいた御意見は、要求水準書

取りまとめの参考とさせていただき

ます。 

110 

徳島市新ホール整備検討会議の委

員にホールを利用する団体が入って

いないと聞いたが、どのように委員

を選定しているのか。 

徳島市新ホール整備検討会議につ

いては、これまでの候補地検討で御

協力いただいた委員のほか、各種文

化団体の代表者の方などを加えた会

議を新たに立ち上げ、検討を進めて

きたものです。 

 


