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第５回徳島市新ホール整備検討会議議事録（要旨） 

 

日 時：平成３１年２月８日（金） 午後５時～午後７時 

場 所：徳島市役所１３階 第一研修室 

出席者：１５名（委員８名、事務局ほか） 

傍聴者：２人 

 

 

１ 開会 

 

２ 議題 

⑴ 新ホール整備について 

会長 

当検討会議では、昨年秋に４回にわたり会議を開催し、文化センター敷地での新ホ

ール整備について検討会議としての意見をまとめ、市へ提出した。 

その後、市は新ホールの整備方針を策定し、文化センター敷地を建設予定地として、

デザインビルド方式による整備手法でのホール整備の検討を進めている。 

第４回検討会議で、「新ホール整備の基本計画策定の過程において、検討会議の意

見を伺う」と事務局から説明あった。 

基本計画は、新ホールの中身をどういう形で整備していくかということのベースに

なるものである。その次に、具体的には要求水準書という、いわゆる性能規定といわ

れる、このような性能のものを造ってくださいという基準を、専門家にも入ってもら

い作っていく。 

現在、市は基本計画を作成しており、文化団体などからのヒアリングも行っている。

ヒアリングの内容も踏まえ、第５回検討会議として、委員の皆さんからの意見も参考

にさせていただくためにお集まり頂いた。 

まず、市が第４回検討会議以降に検討してきた内容についての説明を聞いてから、

委員の皆さんからの意見を伺いたい。 

事務局に、資料１「新ホールの整備方針」について説明をお願いする。 

 

事務局 

資料１ページ～ 資料１ 新ホールの整備方針 

 

会長 

これらの説明について、ご意見やご質問はあるか。 

 

Ａ委員 

資料５ページの施設配置イメージについて、舞台に近い場所に楽屋を置くという意

味では、１階の事務室と会議室の配置を逆にすれば、会議室を楽屋に利用しやすい。 
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会長 

現時点で配置を特定していないので、動線計画で、会議室を楽屋として利用する可

能性があることを記載しておけば対応可能と考えられる。 

 

事務局 

施設配置イメージ図ではこうなっているが、楽屋利用も想定した提案を民間事業者

から求めたい。 

 

Ａ委員 

舞台の奥行に十分な余裕はないので、出演者が舞台の上手、下手に移動する際に、

※ホリゾント幕の後ろで移動するスペースを取ると、さらに舞台の奥行きが無くなる

ことから、楽屋の前の廊下で上手、下手の移動ができるように考慮する必要がある。 

（※ホリゾント幕：舞台で使われる背景用の大きな幕） 

 

事務局 

文化団体によっては、舞台上で上手、下手の移動をしたいという意見もある。現在

は、楽屋前の廊下を使って上手、下手へ移動できるようにしたいと考えている。 

 

会長 

考えられる動線として整理しておく必要がある。 

 

Ｂ委員 

イメージ図は、事務所スペースが会議室スペースの２倍程度広い、スタッフは何人

くらいを想定しているのか。 

事務スペースが広すぎると、荷物も増えてしまう。事務職員のミーティングなどは、

会議室で兼用するなど、もう少し考えた方がいい。 

ホワイエと交流ロビーの違いはどこにあり、境目はどこになるのか。 

 

事務局 

文化センターは貸館業務が中心であったので、スタッフの人数は少なかった。新ホ

ールでは、自主事業の展開も考えているので人数は多くなる。 

また、チケットをもぎりした後の有料エリアがホワイエで、無料エリアが交流ロビ

ーという整理をしている。旧文化センターでは、公演のない時はホールに入れなかっ

たが、新ホールでは、公演のない日でも無料エリアには入ることができ、いろいろな

文化情報が得られたり、休憩ができることを考えている。 

もぎりの位置をどこに置くか変わってくる部分もあり、本日の配置イメージでは、

有料と無料のエリアの境目は分からない。 

 

会長 

徳島駅から徒歩でのアクセスを考えると、メインエントランスが駅から一番遠いと
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ころにある。駅方面からのアクセス動線について、サブエントランスでもいいので検

討してもいいのでは。 

 

事務局 

有料エリアと無料エリアの区分を考えるときに、もぎりの場所がひとつの考え方に

なるだろう。北側方面からのエントランスを無料エリアに接続することができれば、

可能と考える。 

 

Ｂ委員 

徳島のまちの顔となると、もちろん周辺との調和ということがあるが、県産材とい

うのがひとつ挙げられていた。それ以外で徳島県らしさや徳島市らしさで何があるか、

デザイナーの仕事になるのかもしれないが、いろいろ考えて欲しい。 

 

会長 

ホールには「顔」が必要と言われる。それがどこに向いているのか、国道を東方面

から来た時の風景がどう見えるかというのは大切である。 

「どの視点からの見え方」を検討して欲しいというのを要求水準書に書けば、提案

してもらえるのではないか。 

 

Ｃ委員 

倉敷市民会館は、白壁の和風で、美観地区ということで周辺とのバランスがとれて

いてすばらしいと思う。 

 

会長 

続いての資料の説明をお願いする。 

 

事務局 

資料７ページ～ ２ 施設整備について 

資料１４ページ～ ３ 今後のスケジュールについて 

について説明 

 

会長 

これらの説明について、ご意見やご質問はあるか。 

資料に示されている内容を、専門家の意見も聞きながらしっかり書き込み、数字的

なものを入れていき、要求水準書というものになり、それが事業者の公募に係る資料

となる。 

その要求水準書の元になる資料が基本計画である。こういうことを書いておいてほ

しいということがあれば、ご意見をいただきたい。 

しかしながら、あまり細かく書きすぎると、実際に提案する人たちの裁量の余地を

奪ってしまうことになり、単なる価格競争になってしまう可能性もあるので悩ましい
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ところがある。 

 

Ｄ委員 

ホールを利用する出演者の立場として、モニターテレビを、ホワイエ、楽屋、舞台

袖に設置することはありがたい。リハーサル室や会議室も楽屋として活用する可能性

があるのなら、ホールの音声が聞けて、ホールの進行状況が分かる仕組みを考えても

らいたい。また、非常時の際は、ロビーやトイレなど館内全体にアナウンスが聞こえ

るようにしたほうがいい。 

 

Ｃ委員 

他施設の事例では、舞台からは携帯の電波が遮断されるので、離れている楽屋や会

議室に進行状況を伝えるには、何か通信する手段が必要である。 

 

会長 

進行状況が見えるようなモニターは、どこにでも設置できるようにネットワークを

入れておけば、モニターを設置すれば見られるのではないか。 

 

Ｃ委員 

交流エリアは、実際にこの程度の大きさで、無料スペースとして交流機能を持たせ

られるのかは疑問がある。あまり理想ばかり追い求めると、成立しなくなってしまう。 

事務室は当然必要だが、音響や照明の現場スタッフの部屋は事務室とは別に必要で

ある。 

活動室については、何時まで利用できるのかが大事である。他の施設では午後９時

が閉館時間のところもあるが、利用する人にとっては、仕事が終わって午後７時過ぎ

から使い始めて、午後９時前に出て行かなくてはならないのでは、十分な活動ができ

ない。閉館時間も融通が利くようにしてほしい。 

 

会長 

ホールは、夜型の利用となる場合が多い、スタッフも夜型のシフトにならざるを得

ないのかもしれない。また、警備員等で遅い時間の対応を工夫できる可能性もある。 

 

Ｂ委員 

自主事業と貸館事業のバランスについて、連休や週末などのいい日はどちらも使い

たいだろうと思う。どちらの事業を優先するのかが気になった。 

 

Ａ委員 

事業を実施する場合、おおむね１年くらい前に貸館の申し込みをする。最初の段階

はそれで利用日が埋まっていく。しばらくして、空いているところで自主事業を実施

するかを決めていくというのが多い。 

自主事業は、予算が決まってから実施計画を立てるので、決まるのが遅くなり、実
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施時期も年度末になるものが多い。しかし、外部のアーティストなどを呼んできての

自主事業は、相手方との調整を早めにしておく必要があるので一番難しいものとなる。 

このような自主事業を実施する場合は、早めに日程を固定しなければならないが、

市民参加型の自主事業であれば、ある程度空きがあるところに持ってくることは可能

である。 

 

会長 

空いているところをどれだけ埋めていくかは、一番重要なところである。 

 

Ｃ委員 

地元の方の利用は、平日は仕事をしている人が多いので週末でないと使いづらい。 

 

Ｂ委員 

開館時間について、民間への委託や外部プロジェクトとして運営すれば、お客さん

のニーズを優先に考えて、柔軟な対応を取ることができると思う。 

時代が変わっているので、新しい運営方法を考えていくべき。 

 

会長 

最小限のスタッフで夜間使用ができる、管理しやすい動線計画やセキュリティのシ

ステムなどを考えていく必要がある。 

 

Ａ委員 

私は、市が直営する方向にはないと思っている。指定管理者制度を導入した場合は、

指定管理者の方で、人員体制や利用時間などは多少融通を利かせられるのではないか。 

 

会長 

指定管理者で管理する場合でも、人員のコストに関わってくる部分なので、できる

だけ効率的にしておく方がいい。夜間使用が想定されるので、ちゃんと管理できる仕

組みを考えてもらいたいということを要求水準書に書いておけば、提案してもらえる

のではないか。 

 

Ａ委員 

施設としても運営面としても、どういう機能を持つ劇場であるかを明記していく必

要がある。 

大ホールエリアについて、※プロセニアム形式の多目的ホールとしての機能を考え

ると、基本としては、オペラとバレエの上演に適したホールというのが理想的である。 

オペラを上演する場合は、オーケストラピットが必要であり、その広さもオーケス

トラの必要人数に合わせて考えられる。機能的なところから考えていく必要がある。 

次に、プロセニアムについて、最近は可動式のものを整備しているホールが多い。

日本の伝統的な演目は、高さはそれほど必要でなく、横に広く使うのでプロセニアム
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の高さを下げて使うことになる。また、２階席、３階席からの舞台の見え方にも配慮

する必要がある。 

オペラの場合は、大道具を持ち込む場合が多いので、大道具を運びやすい搬入の動

線を考えていく必要がある。 

予算との関係もあるが、プロセニアムを可動式にするかどうかは検討して欲しい。 

（※プロセニアム：観客席から見て舞台を額縁のように区切る構造物のこと） 

 

会長 

オペラの規模は、どれくらいのものを想定するのかというところである。 

 

Ｃ委員 

ステージに緞帳は必要なものなのか。オペラカーテンと引割幕でよいのではないか。

緞帳をつけると１億円を超えるものもある。 

 

Ａ委員 

音楽専用ホールなら、緞帳は必要ないかもしれないが、プロセニアム形式の多目的

ホールで、様々な演目に使うので、緞帳は必要である。 

 

会長 

緞帳については、その資金調達について、市民基金の創設などを工夫していただき

たい。 

 

Ｅ委員 

観客としての立場からの発言だが、せっかく造るホールなので、できるだけ様々な

演目の上演が可能になるようにしてほしい。また、非日常の場所にやってきたという

感じの施設にしてほしい。 

県産材を使った温かみのある空間や、座りやすい椅子などについて記述してくれて

いるのはありがたい。女性からの意見では、きれいないい感じのトイレにしてほしい。

ホワイエのところは常時でなくても、大規模な集客が期待される公演時は、自販機だ

けで飲み物を買うのでなく、コーヒー、サンドイッチ、シャンパンやワインとかを業

者が提供できるエリアを作ってほしい。座って飲食できなくてもいいと思う。 

企画運営については、兵庫県立芸術文化センターの芸術監督の佐渡裕さんのように、

ある程度知名度があって、徳島にゆかりのある人で、いろんな企画に積極的に関わっ

てくれる人に早めに声をかけて、企画段階から参加していただくといいと思う。 

この敷地では、小ホールは無理ということで、大ホールとリハーサル室となったが、

できれば近くで、関係先といろいろ連携して小ホールを造れる余地が無いかどうか、

あきらめずに検討して欲しい。 

 

Ｂ委員 

ホワイエ、ロビー、エントランスの使い方として、開演前の受付場所としてという
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ことは別にして、昼間入ったときは明るくて解放感があり、夜は照明を少し落として

非日常的な上質感を演出できるようにして欲しい。 

鳴門文化会館でのオペラ公演で、ケータリングを受け持ったことがあるが、ワイン、

シャンパン、ソフトドリンクなどかなり売れた。開演前や休憩時間に、多くの方がそ

の時間を楽しんでいるという感じで大好評だった。常設が難しいのならば、催しに応

じて対応できると良い。 

 

会長 

そのような設備を設置できるように、可動式のものでも構わないのでイメージをは

っきりして、水準書にも書き込んでおいてもいいのではないか。 

 

Ｃ委員 

トイレの話で、外で洋式トイレを使うのが嫌な人もいる。和式トイレも少しは必要

かもしれない。 

 

Ａ委員 

トイレの使用の仕方について、特に女性用トイレは、ホールのボランティアスタッ

フがうまくさばくとスピーディーに人が流れて時間短縮ができる。 

 

Ｄ委員 

トイレの入口と出口が別になっていると、人の流れがスムーズに進む。 

 

Ｆ委員 

設計者として考えていることは、施設を設計するときに大事なのは動線、機能性、

華美ではない優雅さと思う。 

具体的にいろいろな意見を出してもらい、その要望を 100％実現するのは無理だが、

できるだけ良いものにしてほしい、コンサルなどのホールに携わっている専門家の意

見も出てくるだろう。ホールに関してのプロの意見も聞きながら、皆さんの意見をま

とめていくには時間が必要と思うが、非常にタイトなスケジュールなのですごいと思

う。 

市民の皆さんの建物なので、どんどん意見を出していただき、あとはプロに任すべ

きである。 

 

Ｇ委員 

ヒアリングを基にした資料は、非常に盛りだくさんな内容が詰め込まれている。設

計に至る段階まででどこまで反映できるか、さまざまな制限がある中で、どれを優先

するのか、しっかり考える必要がある。こだわる部分については、他のホールに負け

ないという、レベルの高いものにするべきである。基本的な部分がダメだと、付随的

な所で良いものを入れても、最終的にはホールとして使いにくいものになってしまう。 
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Ｃ委員 

７９億８千万円に収めていくためには、削るものは削っていく必要がある。 

 

Ａ委員 

機能的なものについては、専門的なことは現場の方がよく知っているので、その意

見を基にして設計者に作業をしてもらう必要がある。設計者に全部任せてしまうと、

デザインはかっこいいが、機能的に不足したホールができてしまう可能性がある。 

一度完成すると、後になって修正ができない部分もあるので、要求水準書をきっち

りとしたものにして、どのような機能が必要なのかを設計者にきちんと伝えていかな

いといけない。 

 

会長 

事業者をどう選ぶかが非常に大切であり、どの部分を優先するかを予め決めておか

ないと選ぶことができない。 

 

Ｃ委員 

ホールの建築を経験したことのある人にお願いしたい。音楽ホールを造ったことの

ある設計者が選定されるのが理想的である。 

 

Ａ委員 

防音に関して言えば、外部からの防音と、内部での部屋どうしでの防音の両方考え

ていく必要がある。またホールの反響についても考える必要があるので、音について

は難しい部分である。 

 

山中委員 

音響設計の専門家が入ってくれたらいいが、設計者の資格要件でホールの実績は必

要でないだろうか。過去何年間の実績を見るかというところもある。 

 

Ｂ委員 

美馬市の新しいホールは、非常に響きが良く、壁は県産杉で、藍色の内装で素敵な

空間であった。 

 

Ａ委員 

駐車場について、１１ｔトラックが３台来るときもある。敷地内に置くことは難し

い場合は、近くで待機できる場所を考える必要がある。 

 

事務局 

興行主にヒアリングしたときの意見では、駐車場所はホールから離れていても良い

ので、場所を探したり、借りる手続きに手間がかからないような配慮をして欲しいと

のことである。 
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会長 

いくつか出てきた意見の中では、木材使用をどこまでやるか、オーケストラピット

をどれくらいの大きさにするか、プロセニアムを可動にするかなどが工事金額に大き

く関わりそうである。億の単位で変わってきそうなものは重要である。 

どこを重点とするか、どれを一番上位とするかという議論をしなければならない時

が来るだろう。 

最終的に事業者の選定ということを考えると、基礎的な部分はクリアしなければな

らないが、必須条件ではないが出来たら良いといったものを挙げて、それがあれば加

点するといった部分をどう表すかということも考えていく必要があるのかと思う。そ

のあたりの裁量の部分はアドバイザーなどの専門家と相談していく必要があると思

う。 

 

Ａ委員 

最近ホールの議論が盛り上がってきて、舞台関係の照明や音響の専門家の方なども

設備関係などを気にしているようで、それらの方々の要望も市の方にも届いているよ

うである。それらの要望についても、専門の方に整理してもらって検討していけばい

いのではないか。 

 

会長 

「特色」というのもあるが、「使い勝手」が一番の基本にあると思われるので、そ

の点が一番重要であるということをはっきりしておく必要がある。 

 

Ｂ委員 

予算についてはこれで確定して取りかかるのか、途中で材料費関係の変動などには

対応していくのか。 

 

会長 

デザインビルドの場合は、最初に事業費を示して、その範囲内でできる提案をして

もらうというのが原則である。よほどのことがない限り、金額は変わらないだろう。 

 

Ｆ委員 

大阪の万博とかで工事費が上がる要素はあると思われる。 

 

会長 

予算に収まる範囲で、どこまで要求水準書の内容を書くかというのが非常に重要で、

ノウハウが必要なところで、詳しく書き込みすぎると、これではできないと、どこも

手を挙げない可能性がある。 

 

Ｂ委員 
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事業費が上がった場合に、市民合意が得られるかという問題もある。 

 

Ｆ委員 

今回の事業手法は、設計・施工一括発注方式であり、設計者はなかなか金額を下げ

ていきにくいのだが、建設会社の方でコストを抑えていく能力を持っているのではな

いだろうか。 

 

Ｃ委員 

この予算では無理であると言われた時はどうするのか。 

 

事務局 

７９億８千万円で整備可能な要求水準書を作る。全体を見た中で、予算内におさま

るかどうかの見極めが非常に重要であると認識している。予算内に収まらないとなれ

ば、要求水準書作成段階から削らざるを得ない。 

 

Ｃ委員 

どのような資材を使うとか、壁の厚さは何センチとかいうことを細かく決めて発注

するのか。 

 

事務局 

そのような細かい内容は、提案の中で示してもらう。例えば、部屋の防音について

言えば、どのレベルにするかなどの要求する性能を必ず満たすこと、というような発

注を行う。 

 

Ｃ委員 

建物や設備のメンテナンスもきちんとしないといけない。維持補修に関する予算も

確保していかないといけない。 

 

事務局 

メンテナンスも大切である。ランニングコストの低減にも努めたい。 

 

会長 

他に意見が無ければ終了する。 

 

事務局 

本日の会議で頂いたご意見も踏まえ、現在策定中の基本計画（素案）や要求水準書

に反映できる部分は反映してまいりたい。基本計画（素案）については、３月議会に

報告し、その後パブリックコメント手続きを行って、市民意見を頂いていくこととし

ている。 

頂いた意見をもとに、修正する部分があれば、修正を行い、６月議会には計画の最
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終案を提示していきたい。その前の４月か５月に整備検討会議を開催し、改めてご意

見を頂きたい。 

 

会長 

本日の議題はすべて終了したので、進行を事務局にお返しする。 

 

３ 閉会 

事務局 

以上で「第５回徳島市新ホール整備検討会議」を終了する。 

以上 


