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第１回 徳島市音楽・芸術ホール整備推進有識者会議 会議録 

 

日 時  平成２８年１０月１１日（火） 午後１時３０分～午後３時１５分 

場 所  ホテル千秋閣 ７階 鳳の間 

出席者  ２１名（委員１１名、事務局ほか） 

傍聴者  ３名 

 

 

１ 開会 

 

２ 市長あいさつ 

 

３ 委員紹介 

委員及び事務局紹介 

 

４ 設置要綱及びスケジュールについて 

事務局： 

資料１徳島市音楽・芸術ホール整備推進有識者会議設置要綱 

資料２有識者会議の目的及び開催スケジュール 

について説明 

 

５ 委員長・副委員長の選出 

委員長に山中委員、副委員長に森委員を選出 

 

６ 議事 

⑴ 本市におけるホール整備の状況と課題について 

委員長： 

この会議の公開・非公開の考え方について、事務局に説明していただきたい。 

事務局： 

市民の皆さまの関心の高いテーマであり、透明性の確保ということで、基本的

に公開で進めていきたい。 

本日の会議内容については、後日徳島市のホームページでの公開を予定してい

る。委員の個人名は特定されないような形で公開したい。 

委員長： 

発言については、委員Ａ、委員Ｂ、委員長といった形で公開し、また一般の方

も傍聴が可能という形で公開しているということである。 

本日の会議については、この形で進めるということでよろしいか。 
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委員： 

異議なし 

委員長： 

議題⑴の「本市におけるホール整備の現状と課題について」事務局から説明を

お願いする。 

事務局： 

資料３「本市におけるホール整備の現状と課題について」 

１ これまでの新ホール整備の取組み 

２ 音楽・芸術ホール整備の検討に向けて 

について説明 

Ａ委員： 

資料２ページの基本的な考え方は、新町西地区の計画ではじめてつくったもの

か、それとも動物園跡地の時からのものか。 

事務局： 

基本的な考え方について、基本理念及び基本方針、それに伴う大ホールゾーン、

小ホールゾーンという施設の構成案は、新町西地区での計画より以前から、市

民会議等で出された意見でまとめられたものである。 

Ａ委員： 

これを継承していくということか。 

委員長： 

このような理念で議論してきたということである。 

資料に書いてある席数などは、再開発事業の条件のもとでこの数字を入れてい

るという理解である。これまでにはいくつかのいろいろな数字が出てきていた

し、再開発事業のなかでも変更になっている。 

Ｂ委員： 

以前、文化センターの建て替えの議論について、私は２，０００人規模のホー

ルをと言っていたが、結果は１，７００人規模のホールだった。今の計画は大

ホールが１，５００人規模のホールである。 

私は、当然２，０００人規模のホールをつくらないといけないと思う。四国内

のホールを見ても、徳島だけが２，０００人規模のホールが無い。 

私が一番聞きたいのは、市は何人規模のホールをつくりたいのか、いくらお

金があるのか。何年でつくるのかということである。 

市がどれだけのお金を出せるかにかかってくる。県からどれだけ協力しても

らうのか。県の協力がなければ、また、補助金をもらわないと市だけのお金で

はできない。 

２，０００人規模のホールをつくるのなら、何平方メートルのホールをつくる

か、土地がどれだけ必要かということになると、都市計画も考える必要がある。 

委員長： 

本来ホールがどうあるべきかという、必要な施設の整備に向けて検討を進め
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るというのは、有識者会議の検討テーマにはあがっているので、当然そのよう

な議論が出てくる。 

これまで２０年以上議論してきて、最初に２，２００席から始まり、１，８

００席になり、また１，２００席に減ったり、１，５００席に増えたりと、数

字は変わってきた。その経緯も踏まえ、周りの市町村がどのようなものをつく

ってきたかなど、世の中の事情も変わってきており、考え直す必要もあるとは

思う。 

この会の議論がどこまで戻るのか、もう一度確認をしながらやっていきたい。 

事務局： 

新しいホールの考え方などについて、委員からのご発言があったが、四国の他

の県のホールの状況やそれ以外の都市の状況について、次回の会議に資料を提

出してご議論をいただきたい。 

委員長： 

「当面どうするか」と「本来どうあるべきか」というこの２つは、合わせて

ひとつにするかもしれない。 

Ｃ委員： 

ひとつにするというのはどういうことか。 

委員長： 

本来のものだけをつくるという考え方もある。 

Ｃ委員： 

文化センターを耐震リニューアルすることで、新たな音楽・芸術ホールにする

のではないことを確認しておきたい。 

委員長： 

それは皆さんが思っている本来のものにはならないだろうという議論である。 

Ｄ委員： 

文化センターの耐震リニューアルは、いろいろな状況から考えて、何十億円

もかけて改修することは考えられない。 

本日の会議は、文化センターをどうするかが中心だろう。それが決定しない

と、新しいホールをどうするかの議論が進まない。そうすれば次回の会議から

新しいことについて検討できる。 

委員長： 

そのような手順もありえると思う。 

また、文化センターの案は最後まで残るかもしれない。 

本日は、文化センターの状況について、説明を受けることになっている。 

時間的にはそれほどないが、この会議の着地点について、皆さんの一番重要

なイメージを持っていただきたい。 

事務局： 

資料３「本市におけるホール整備の現状と課題について」 

３ 文化センターについて 
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４ 文化センター耐震リニューアル検討結果について 

別冊文化センター耐震リニューアルの検討について 

について説明 

Ａ委員： 

使い物にならないという結論ですね。 

委員長： 

一番問題なのは、コンクリートがもう６０年近く経っているということと思う。 

これが劣化すると、手が付けられない可能性がある。 

Ａ委員： 

それ以上に、機能的に良くならない、悪くしかならない。 

委員長： 

現在より悪くなるのは確かである。 

Ｅ委員： 

文化センターができた頃というのは、まだ今でいう劇場というものができてお

らず、実際この頃にできたものは、公会堂的なものである。 

そのようなことから、文化センターの成り立ちは、劇場でなくいわゆる集会所

である。今の時代で劇場についての話となれば、機能面での意見が出るのが当

然であり、それをリニューアルするというのは無理な話であると思う。 

Ｆ委員： 

最初に文化センターを建て替えようという動きが出た時から、文化センターは

音楽・芸術ホールでないということでスタートしている。広さだけでなく、こ

れをホールとして利用することは全く考えられない。 

Ｄ委員： 

昭和３８年の建設当時より、文化センターを使わせてもらっていたが、文化セ

ンターは、設備が何もないので３億円でできた。 

反響板も昭和５２、３年頃になってやっとできた。音響設備とかも一切考えて

おらず、今のホールの概念とは、金額的にも雲泥の差があるのは当然である。 

音楽専用のホールをつくるのなら、それほど金額がかからないと思うが、演劇

やオペラなどを全部やろうとして、照明を入れて、リハーサル室とかがあった

りしたら、その設備にすごいお金がかかる。そういうものができて初めてホー

ルである。 

そう考えると、今さら文化センターに、例え１億円でもお金を入れるのはもっ

たいない。文化センターをこれから改修して、ホールとして使えると誰もが思

わない。場所的にも駐車場も無く、来場者は遠く離れたところに駐車して歩い

てきていた。文化センターはあきらめた方がいいと思う。 

次へ進まないと時間が経つばかりで、文化センターをどうするかで１年もかか

っていたのでは、どうしても前に進まない。 

Ｃ委員： 

ここで言う、新たな音楽・芸術ホールというのは、今から準備して何年先に完
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成するのか。 

今後１０年かかるというのなら、その１０年間をどうやって我慢するかという

話をしていかなければならない。その時の現実的な選択肢として、我慢しなけ

ればならないが、文化センターでどうかということになると、どのようなスケ

ジュールになるのか。 

委員長： 

それは、ホールの本来あるべき姿が見えた時の議論になってくる。どういう案

を出すかによって、どれだけホールが使えない期間が出てくるのかというとこ

ろである。 

耐震リニューアル工事のスケジュールは３年半と書いてあったが、これもかな

り怪しい。建築を発注する関係に関しては、今は非常に厳しい状況にある。 

Ｂ委員： 

ＰＦＩでの整備はどうか。 

委員長： 

ＰＦＩでも５年はかかる。 

Ｂ委員： 

２年半でも可能ではないか。 

委員長： 

民間がやれば、そのくらいの期間でできるかもしれない。 

Ｂ委員： 

場所を決めて、建て替えと決めたら後は早い。 

委員長： 

場所の決定はまだ白紙なのか。今回は場所の議論はどうなのか。 

Ｄ委員： 

鉄道高架が来たら、現在の場所は駄目だろう。 

事務局： 

場所については、現在のところは未定である。 

委員長： 

立地場所は未定ということである。 

時間がかかるのは建設の時間ではなく、今のような議論をしている時間がかか

るということである。 

Ｄ委員： 

しかし、文化センターは耐震リニューアルしないという意見が全員であったと

いうことくらいは決めてはどうか。 

委員長： 

耐震リニューアルしないというか、その案については非常にもったいない、お

金をかけても良くならないのではないかという意見が今の大勢であったと。 

ただ、この案が残っていることも確かで、皆さんのおっしゃる通り無駄だと言

われながらも常にこの案が出てきている。 
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Ｄ委員： 

１億円でも新しいホールにつぎ込んでほしい。 

委員長： 

今は、新ホールを一からつくる期間の議論をしたいというのが、この委員会の

ひとつの議論である。 

こういうホールであるべきという議論と、その期間を埋める対策はどうあるべ

きかという２つのテーマでお願いしたい。 

その時に、耐震リニューアル案もとりあえず案として残っているが、もったい

ないという意見も当然出てくる。 

Ｄ委員： 

ホールが無いのは大変で、青少年たちは、ホールで鑑賞する機会が何年間もシ

ャットアウトされている。みんな鳴門まで行っている。 

学校行事もホールがないと一切できない。大人は県外に聴きに行くこともでき

るが、子どもは学校のなかで動いているからそうはいかない。 

それを考えると、のんびりしたことは言えない。やめるならやめると決めて、

新しいホールをどうやって進めるかを考えたほうがよい。子どもたちにとって

は空白の時間になっている。 

委員長： 

建設費は非常に大きな要因になっていて、どれぐらいの建設費なら、市民の合

意が得られるかが非常に大きな課題になっている。 

特に今、建設費は高騰しているので、この状況でどの程度のお金をかけて、ど

の程度のものをつくるべきか、この街はどの程度のものを持つべきなのかとい

うことである。 

民間的な思想で詰めていけば、コストを下げられると思うし、そういったこと

をきちんとしようというのが全国の動きである。内閣府から出ていると思うが、

この事業も優先的検討と言って、ＰＰＰもしくはＰＦＩでやりなさいというこ

とになると思う。民間的な思想を入れて、できるだけコストを下げて、スピー

ドを上げるというのは議論として当然出てくる。 

Ｂ委員： 

例えば、舞台装置を一番に、音楽を二番にするか、音楽を一番にして舞台は二

番にするか、それによっても凄く単価が違う。その点も考えながら、平米いく

らにして、何を一番にして、どこまで持っていくか、規模と内容と価格の３つ

を一番に考えるべきだと思う。そうでないと進まない。 

委員長： 

お金は皆さんが妥当だと思えば、時間をかけてでも払えばいい。皆さんが使い

ながらでも、１００億を２０年かけて後から払えばいい。ＰＦＩにしてもＰＰ

Ｐにしてもそういう払い方になる。 

起債を起こすか、延べ払いしていくか、また総額としていくら払うかに市民の

合意が得られるか、そこが一番の肝で、今までこれで潰れてきている。 
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もちろん、当然素晴らしいホールが欲しいのだが、それに対して、市民がどれ

だけお金を出してくれるかが最後にかかってくる。そのなかで、とりあえず案

というものが出てくるが、そういう視点で考えていただきたいと思う。 

Ｂ委員： 

私は恒久的なものをつくってほしいが、とりあえず案というのは、例えば、北

海道のホールのようなものを考えているのか。 

事務局： 

それについては、次回の予定だが、文化センターの耐震リニューアルに代わる

別の方策ということで、全国的に調査し別の案がないか検討している。 

委員長： 

他のところの事例を出すということである。 

Ａ委員： 

劇団四季が仮設で劇場をつくったようなものか。 

委員長： 

最後にいいものができるまで、仮設で頑張るというようなことになる。 

Ｄ委員： 

やはり、いい時にきっちりとつくらないといけない。 

委員長： 

これは使い手側の議論で、これからどういう風にもっていきたいかという議論

である。 

Ｇ委員： 

とにかく一日も早くホールをつくるため、この会議では、どういう風な方向で

進むべき道が必要なのかを議論したい。 

耐震リニューアルと言われても、使う人や、来る人がそこに文化があるのか、

芸術があるのかと言われると、その香りは薄まってくる。 

最初に言われたように、集会所としての役割しかないなかで、子どもたちが誇

りを持って徳島で育ったと話せるかというとそうではない。空白の期間を短く

して、いいものを早くつくりたい。 

皆さんも、私の所属する団体も、本当に切実なので、そのためにどうするかを

早く知りたいし、尽力していきたい。 

耐震リニューアルでとりあえずというのではなく、本当にきっちりしたホール

が欲しいということに尽きる。そのためにどうすればよいか、今までの議論を

聞きながら、予算と期間と、市のものだから公開して、議会も通さないといけ

ないということも含めて、動くためにどうすればよいかを議論していきたい。 

Ｈ委員： 

文化センターの耐震リニューアル案が何度も出てくるという話があったが、本

日の資料を見る限り、耐震リニューアルは現実的ではないと言うに余りある資

料だと思う。 

それでも、何度もこの案が出てくるというのは、耐震リニューアルしてでも文
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化センターを使いたいという方のご意見は何かあるのか。 

事務局： 

文化センターの耐震リニューアルを希望されているというご意見をお持ちの

方もいらっしゃることは事実である。 

Ｅ委員： 

ホールが無くて困っている状態で、とりあえずということで文化センターを耐

震リニューアルすれば、新しいホールはもういいとなる恐れがある。 

仮設的なものに金をかけなくても、すぐに新しいホールをつくっていくほうが

理想的である。どうやって早くつくることができるかを検討していかなければ

ならない。 

Ｆ委員： 

私が以前から思っているのは、２，０００人規模のホールというのは、普通、

どこに行っても県民ホールである。 

県と市が歩み寄ってできることがあれば、また違う考え方ができるのではない

か、といつも引っかかっている。一日も早くちゃんとしたホールが欲しい。 

Ｉ委員： 

私も本当に早くいいホールが欲しい。 

事務局の耐震リニューアルに関する説明を聞いても、使えるものではないとい

うイメージがする。 

とりあえずのホールと言っていたが、市民の税金なので、無駄のないようなホ

ールを早くつくっていただきたい。 

Ａ委員： 

仮設のホールのようなものをつくると、それが既成事実になり、終わってしま

いそうな気がする。ちゃんとしたホールが欲しい。 

難しいのは、音楽・芸術ホールとしての多目的ホールで、音響でも音楽ホール

と演劇とでは残響時間が全然違う。調整できるようになっているホールもある

が、どちらをメインにするかで、なかなか調整しきれるものではない。無駄な

お金を使わないように、最初からちゃんとしたものをつくりたい。 

この会議で、我々がどこまで何を決めていいのか、はっきりしてもらいたい。

文化センターの跡地では敷地が狭く、舞台の奥行きとか客席の広さとかが確保

できない。青少年センターが移動して、そちらまで使うというのならできるの

かもしれないが、それこそ１０年もかかるだろう。 

敷地が決まらないと、建てる検討も何もないと思う。実際、敷地まで我々が考

えて決めていいのか、そのあたりどこまで決めていいのかをはっきりしてもら

いたい。 

Ｊ委員： 

やはり早くいいものを、子どもたちに早い時期からいいものを見せたいし、い

いものを聴かせてあげたいというのが、舞台に立つ人もそうだし、市民の皆さ

んもそういうお考えをお持ちだろう。 
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市には、どこにどれくらいの予算でどんなものをつくるのかを早めに示しても

らいたい、それによって検討が進むものだろうと思う。そうでないと我々は何

も決められない。 

なるべく早くいいものをつくっていきたいというのは、皆さん同じ意見である。 

Ｄ委員： 

今日の会議は、文化センターの耐震リニューアルについて報告を受けるだけで

終わりなのか、それともあれはやめたほうがいいという意見が出たら、それを

集約して市が対応してくれるのか。 

Ｊ委員： 

スケジュールによると、我々が、リニューアルなんてしなくていいと返事をし

ても、その後、１２月議会に報告して、方針決定をしないと文化センター耐震

リニューアルをしないということにはならない。 

委員長： 

我々には決定権がなく、提言しかできないことになっている。皆さんの意見が

大体そろったところで、意見を整理して、最終にまとめて提言することが目標

である。 

今後の進め方についてどういう順番で議論していくか、再度、事務局から説明

してもらいたい。 

事務局： 

この会議でいただいた意見については、内容をまとめ、委員の皆さまにご確認

いただいて公表し、市長に報告していきたいと考えている。 

新しいホールの基本的な考え方と、完成までの耐震リニューアルに代わる方策

について、次回以降の会議で事例等をお示しして、それについてご意見をいた

だき、最終的には有識者会議の委員のご意見ということでまとめ、市長に報告

できればと考えている。 

Ｄ委員： 

次の会議の時には、文化センターの話は一切出てこないということでいいのか。 

委員長： 

文化センターの話は、今日の会議で報告を受けた。 

次回以降は、基本的な考え方と、完成までの方策の２つだということなので、

基本的な考え方というのは、どの程度のホールを、どういう所にどんな形でつ

くっていくのかということについて意見を整理する。 

完成までの方策というのは、基本的な考え方でのホール整備がどれくらいかか

るのかにもよるが、それまで何をしておく必要があるのかないのか、「ない」と

いう議論も含めて、完成までの方策を提言するのが、この委員会としての使命

である。 

ここでは、最終形を目指すべきという議論があったが、そうでないという方も

おられるという議論のなかで、どういう形で我々が提言していくかということ

になるかという流れである。 
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Ｄ委員： 

市はこう考えて、こうしようと思っているから意見を聞かせてほしいというな

ら分かるが、何も知らされず議論だけをして、見当違いの結果になることもあ

るので、そのあたりをすっきりさせてほしい。 

委員長： 

今後の進め方については、次回以降は２つの提案について、市からの資料提供

を受けて最終提案に向かって議論を進める。 

Ｆ委員： 

もし、次回出せるのであれば、それぞれいろんな問題を含んでいると思うが、

ここであればホールを建設できる可能性があるという土地の候補を出せないか。 

Ｂ委員： 

これは、同じ場所で建て替えないと、他の場所に持っていくと時間がかかりす

ぎる。文化センターの場所は、立体交差と高架問題を抱えていて、それを並行し

てやらないといけない。 

事務局： 

事務局のほうから補足説明する。 

ホールの整備は、もともと新町西の再開発事業でホール事業を進めていた。市

長が交代し事業からは撤退して、ホール事業については新たに考え直すという

状況である。そのなかで、すぐに場所も決めて、どのようなホールをどこにつ

くるという計画については、現在未定である。 

有識者会議の皆さまにご意見をいただくというのは、まずは、基本的なホール

の考え方については、今までご検討いただいたようなことでよいかどうかの意

見をいただきたい。 

また、ホールについては公共事業であり、すぐに取りかかれないということで、

どのぐらいの期間がかかるかなども次回にお示ししたい。 

例えば、今日のご意見にもあったが、２年３年４年でできるのなら、そのよう

な考えのもとでの計画が必要だが、実際、公共事業での実施となると、最低で

も７～８年となってくる。そのなかで、民間活力の導入ということで、ＰＦＩ

やＰＰＰも考えていかなければならないが、やはりある一定の期間は必要にな

ってくる。 

もうひとつは、再開発事業で裁判になっているところがあり、その結果や、あ

る程度の方向性を見定めて取りかかるということになるので、その時間も確か

にかかってくる。 

いま、本市がはっきりしておきたいのは、今後、ホールについて、考え方をし

っかりと持っておくこと、それとある程度の期間はかかるので、その間に本市

としてどのような対応が必要なのかということである。このことについてのご

意見、ご議論をお願いしたうえで、我々は積極的に取り組んでいきたい。 

次回は、新たな方向性や対応策のなかで、資料はできるだけ出していきたい。 

Ａ委員： 
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あまり例はないかもしれないが、全国で２，０００人規模のホールを最近建て

たところがあれば、参考にどの位の費用がかかったか調べてもらいたい。 

委員長： 

「その他」ということで、何かあるか。 

委員： 

なし 

委員長： 

今回はこの会議を公開するということだが、２回目以降もこの形で続けてよろ

しいか。 

Ａ委員： 

基本的には公開でよいと思う。 

Ｂ委員： 

私も基本的に公開だと思うが、２回３回を非公開で４回目は公開にしてほしい。

そのほうが、皆さん言いたいことが言えるのではないか。 

委員長： 

ホールに関する会議を一度非公開でやったことがあるが、市民に怒られた。 

ワーキングのようなものが必要であれば開いてもいいが、それは正式な会議で

はない方がよいと思う。基本的に正式な会議は、オープンな方がいいと思う。 

Ｂ委員： 

ワーキンググループをつくってやるには、時間がないだろう。 

委員長： 

この会議も４回を予定しているが、重要な議論について必要であれば、そのう

ち１回をワーキングにするのも有りかもしれない。 

どういう議論をしたいかということについて、委員も含め事務局と議論して調

整する必要がある。経緯も含めて、土地の議論が絡んでくると公開で議論でき

ないかもしれない。そういうことについて皆さんが情報を知りたいのであれば、

議論ではなく、情報収集のための委員の勉強会という形で、必要であれば非公

開でやることもありえると思う。 

Ｉ委員： 

予定されている会議は、事務局で準備してくれているので公開で、ワーキング

については別個で開いてもいいのではと思う。非公開でするべきではない気が

する。 

Ｊ委員： 

原則は公開なので、事前に資料をもらって、ここは言いにくいことがたくさん

あるなら、事務局へ自分の意見を事前に述べてはどうか。 

Ａ委員： 

密室で何かを決めるのは、我々が一番嫌うところである。 

委員長： 

我々の意見を整理する部分は、ここで公開させていただきたいと思う。 
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Ｊ委員： 

それでよいと思う。 

委員長： 

勉強しないといけないことも当然あるので、それは、委員会外でやってもよい

と思う。必要があり調整ができればということでよろしいか。 

委員： 

はい。 

委員長： 

ご意見のとおり、匿名性をもって出したい意見があれば、文章等で皆さんと共

有する方法も使いたい。 

今後の会議は、原則として公開にし、非公開の勉強会もしくは個別の意見収集

という形で対応させていただく。 

以上で議題はすべて終了した。 

事務局にお返しする。 

事務局： 

第１回徳島市音楽・芸術ホール整備推進有識者会議を終了する。 


