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第２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２５日（火） 午後５時３０分～午後７時１０分 

場 所  ホテル千秋閣 ７階 鳳の間 

出席者  ２０名（委員１１名、事務局ほか） 

傍聴者  １３名 

 

 

１ 開会 

 

２ 議事 

事務局： 

資料１ 第１回有識者会議意見概要 

について説明 

委員長： 

前回の会議で出た意見は、文化センターの耐震リニューアルについては無駄で

あるという意見が大勢を占めた。新たなホールの整備については、いくつかの議

論が出たのでそれについて整理をしていく。早急にとか、大ホールのサイズ、費

用などを検討していく必要があるということであった。 

また、他都市の２，０００席のホールの整備事例、ＰＦＩなど民間活用の事例、

仮設的なホールについてどういう使われ方をしているかの情報提供を事務局に

お願いしている。 

それでは、新たなホール整備検討に向けての考え方と、新たなホール完成まで

の方策について議論したい。 

事務局： 

⑴ 新たなホール整備に向けての考え方 

⑵ 新たなホール完成までの方策 

について説明 

委員長： 

新たなホール整備に向けての考え方について、ホール整備を進めるためには、

どんなプロセスがあるかという説明があった。これについて、どこまで提言して

いくかということが重要な課題となる。 

Ａ委員： 

今考えられる候補地はあるのか。 

事務局： 

候補地は現在のところ未定である。 
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委員長： 

敷地が決まらないと、こういうホールをつくって欲しいというところまで行く

かどうか悩ましいところである。 

Ｂ委員： 

新町西地区再開発事業が白紙に戻ったので、できることなら県市協調でやって

もらいたい。２，０００席あれば外部からの招へいなどもなんとかなる。 

徳島県内の団体だけで２，０００人の観客を呼ぶのは大変である。以前の計画

案でのシューボックス形式のホールなら、２階席、３階席を使わないように対応

できる。県都の顔となるようなホールを目指すことを大前提としてほしい。 

委員長： 

２，０００席あれば全国ツアーをするような人たちの候補地となりうる。しか

し、市民利用という点では、１，２００席から１，５００席までの規模のイベン

トの数がたくさんあり、その方々が使い勝手のいいホールのサイズという議論で

ある。 

再開発事業での１，５００席の計画のときでも、２階席を閉じて１，２００席

規模での料金で貸すことができる方法を考えてほしいという議論があった。 

Ｃ委員： 

２，０００席あるホールは欲しいとは思うが、徳島にアーティストが来たとき

に、観客動員に困惑しないか。徳島県ではどれくらいの観客動員を実現できるの

か、負担にならないのかを考えないといけない。高額な公演・演奏会等を観に行

く人は、県外に出ていっている方もいる。管理運営を行う場合のメリット、デメ

リットをよく考えないといけない。 

委員長： 

大きなホールを持っていれば、それだけ維持管理費も高くなる。それに見合う

だけの収入をあげられるかどうか。ＰＦＩとかにすると、民間がどれくらいの費

用でできるかを計算してくるが、その額が上昇する懸念がある。 

Ｄ委員： 

私はいいホールを徳島につくって欲しいと思っている。音響というものは、１，

５００席でも２，０００席でも反響版によって対応できる。 

何といっても、早くつくらないといけないだろう。２，０００席で、県市協調

で早くつくって欲しい。 

Ａ委員： 

２，０００席は必要である。徳島県内だけの集客を考えたら難しいが、有名ア

ーティストの場合、地方公演は穴場で地方のコンサートを観に来る人もいる。い

い施設をつくり、よそからも人を呼べるホールをつくれば、集客は可能である。 

Ｅ委員： 
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一時、２，０００席規模のホールの建設が流行ったことがあるが、２，０００

席を超えると、公演時の著作権料が上がる。 

音楽だけを考えると、１，８００席が使い便利がいい。しかし、バレエや演劇

などにも使おうとすると、照明や音響にお金がたくさんかかる。しかし、構造の

見直しなど、実用的な面をよく考えていけばコストは下げられる。 

委員長： 

過去の議論を経験した中で、ホールは、大は小を兼ねることができないという

ことが分かった。１，８００席と２，０００席でそれぞれの使い勝手があり、意

見が分かれるところである。 

Ｆ委員： 

私が気になるのは、新たなホールは何年でオープンできるかである。 

秋田県・秋田市共同ホールの事例では、整備計画の策定から開館まで５年程度

となっている。資料２で説明があった公共ホール開館までの一般的なプロセスで

は、７年～８年になっているが、共同ホールの事例では、基本設計、基本計画な

しでの場合なのか。 

委員長： 

整備計画の策定からだと４年半くらい、それ以前の手続等をいれると７年から

８年かかるという理解である。 

ＰＦＩでやれば、４年半くらいの期間できるのではないか。ただ、要求水準な

どの基本計画ができていないとかかれないので、現時点での席数が決まっていな

いような状況では始められない。 

あとは用地の問題で、埋蔵文化財調査が必要な場合や、何らかの用途規制をク

リアしなければならないなど、いろいろな制約が出てくると工事期間が延びて時

間がかかってくる。 

Ｆ委員： 

７年から８年かかるとなると、それまでの間はどうするのか。 

委員長： 

合意を得るために、かけなければならない時間というのもあるが、現在ホール

がないという状況で、いち早く整備してほしいという意見はたくさん出てきた。

ホールが無いことによって出てくる不利益もあるかもしれない。 

Ｅ委員： 

建設場所が決まったら、あとはその場所に合わせた設計となる。決まらないと

何も議論が進まない。 

委員長： 

時間がかかりそうなのは建てる場所の議論と、また、県市協調というのも時間

がかかりそうで、まとまれば早いがまとまらないと長い時間がかかる。 
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Ｂ委員： 

以前の候補地は県と市が隣り合わせになっている。県市協調というのは大事な

ことである。 

Ｇ委員： 

新しいホールができるときは、音楽だけではなく、舞踊や演劇も取り込んでも

らいたい。 

創造活動の支援や交流推進の場ということで、いろいろな人がホールに来て、

文化芸術に親しむ場としての基本方針があったが、そのようなことも含めた費用

を考えていただきたい。 

いろいろな文化芸術活動を行う人に足を運んでもらい、活動支援ができる場の

整備を改めてお願いしたい。 

委員長： 

建設場所によって違ってくるが、過去の議論では、中心部につくるときは日常

利用の場というのも考えた部分である。普段でも誰かがそこで活動しているよう

な空間が必要であり、大ホールはどうしても利用頻度が少なく、日常的な活動の

場をどうつくっていくのかという意見はあった。 

Ｃ委員： 

私も創造活動の支援や交流推進の場の確保については強く言いたい。学生たち

の活動を見ても、グループ単位の小規模な活動がたくさんある。若者の感性は柔

軟なので、新しい文化をどんどん創造していくようで、そのような人たちがスタ

ジオ的なところで日常的に活動ができて、多様性のある創造的なイベントが多く

育まれていく場所が必要である。 

Ｈ委員： 

２，０００席のホールをつくるというのは理想的であるが、人口とどういう関

係があるのかということも考える必要がある。 

四国内で考えると、松山市が約５１万７千人、高松市が約４１万９千人、高知

市が約３３万７千人、徳島市が約２６万４千人となっており、徳島市の人口が一

番少ない。そして、今後人口が増加する見通しも暗い。徳島市も人口を増やすた

めのいろいろな施策を行っているが、どこの都道府県もやっているので、急激に

人口が増えるということは難しい。 

ホールでいい催しをするため、特に音楽関係の場合は２，０００席のホールが

必要だというのも理解できる。大きいホールの場合にはもちろん２階、３階席が

あるので、いちばん下の席が１，５００席くらいあれば、２階、３階を閉じて１，

５００席として使う場合も考えられる。著作権使用料は席数によって変わるので、

構造的なことを考えて１階、２階、３階をどのような構造にするかである。 

演劇やバレエなどの催しを行うとなれば、どうしても多目的ホールということ
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にならざるを得ない。多目的ホールの場合、大中小のホールがあるのが理想的で

ある。１館に１ホールというのが一番不経済である。３００席から６００席程度

の小ホールがあれば稼働しやすい。 

リハーサル室は、リハーサルをするために実際の舞台を使わなくてもいいよう

に、舞台と同じ広さの部屋をとってリハーサルを行うというのが一般的な考え方

である。 

活動室を整備するのは大事なことで、貸館と公演だけでなく、市民の参加によ

ってホールを活性化していくことが必要である。施設の管理運営だけでなく、専

門のスタッフが集まって、ホールの運営を考えていくのが全国的なホールのあり

方である。 

ホールができても、後のランニングコストを補うため、自主財源をどう作り上

げていくかが大切である。専門的なスタッフが集まった形で運営して自主財源を

確保しているホールが成功している。 

地元の人たちが活動室で練習をして、そこのホールで本番を迎えるというよう

な、人材を養成していく役割をホールが担っていかなければならない。 

このようなことを考えていけば、ホールの機能として最低限どういうものが必

要かというのが出てくるだろう。 

ホールの大きさについては、これらを考慮しながら２，０００席にするのか１，

８００席にするのか、あるいは１，５００席でいいのかというようなことが今後

の検討材料になるのではないか。 

Ｂ委員： 

新町西地区再開発のときのホールの内容にあった、活動室や楽屋については白

紙ということか。 

委員長： 

それがベースにはあるが、それよりもいいものをつくろうという議論はある。 

Ｂ委員： 

何回も話に出てきているが、そういった部屋の数などは当然あるものと考えて

いるがどうなのか。 

委員長： 

最低限必要なものであると議論するのか、もう少しそぎ落とすのかという機論

が出てくるのも当然である。 

Ｉ委員： 

こういったものを目指していこうとか、空間、席数、キャパシティ、年間の稼

働率や動員数とかを鑑みて、徳島市ではこういったものを目指したいということ

を構想した上で、どこの土地なら候補地として可能性があるかという逆の視点の

検討にならないのか。 
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委員長： 

私の認識では、動物園跡地のときの議論は敷地から考えて、２，０００席は無

理だという議論であった。 

それでは、市民ホールとして最適な規模はどのようなものかを調査をして、市

民の方々が実際に使いやすいのは、１，２００席くらいであるという話が出てき

た。それでは市民ホールとしては１，０００席少しプラスくらいで、鑑賞や公演

などを考える場合には、１，８００席とか２，０００席が必要だが、徳島市のよ

うな自治体で考えると県が整備するべきホールではないか、市民ホールは１，０

００席程度であるという議論に分かれていって、とりあえず動物園跡地は１，０

００席少しプラスと小さなホールがプラスされた活動的なスペースをつくりま

しょうという案が決まったのだが、実は市民会議はそこで止まってしまっている。 

そこから新町西地区に移って、再開発事業でも最初は１，２００席も難しいと

いう議論もあった。その後ホールの配置が変わって、１，５００席となった。 

今の議論では、１，０００席少々の市民が使えるホールと、２，０００席とい

うホールの二兎を追おうとしている。それにプラスして活動スペースと小ホール

の四兎を追おうとしている。県市協調であれば四兎を追えるかもしれないという

議論も出てきている。 

パーフェクトにいくなら四兎を追うべきだが、そこをどう整理するかが今後の

整備計画を立てるという時に重要なことである。 

全国ツアーを呼べるような２，０００席を待望する議論が県民の中にもたくさ

んあることは知っている。これをつくりたいという人がいることも現実である。 

Ｅ委員： 

地元の文化団体が使う場合、１８００席はなかなか使いきれないが、いいもの

を呼んできたり、全国大会を開催する場合は最低でも１，８００席は欲しい。地

元で使う場合は１，０００席か１，２００席が精一杯かと思う。しかし使い方と

して小は大を兼ねないので、１，８００席の一部を閉鎖して１，０００席として

使うというように考え方を変えなければならない。 

あわぎんホールが８００席で、２００から３００席のホールは他でもある。ち

ょうど５００席くらいが一番使い便利がいい。私の理想は１，８００席と５００

席である。 

Ｊ委員： 

リハーサル室や市民活動室も含めて、ホールがどこに建つのかで全体の大きさ

も決まってくるが、必要な施設については市民会議の意見として出ていた。それ

らの方針、計画、構想はそのまま継続して考えているのか。 

徳島市の場合、阿波おどりの公演では出演者の楽屋に転換できるような部屋も

必要である。文化センターの場合は、会議室などを楽屋に転用していた。リハー
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サル室や市民活動室が楽屋に転用できるのかということも考えて、全体の面積を

抑えられるのか確認する必要がある。 

事務局： 

これまでの市民会議等での議論や、文化センター利用者からのいろいろな要望

や問題点を積み重ねてきた。 

整備計画や管理運営計画の中で、徳島市の新しいホールの基本理念である市民

の芸術文化の創造拠点をつくるために、創造・交流・鑑賞という基本方針は変わ

っていない。それを達成するための機能は、継承すべきものであると考えている。 

Ｊ委員： 

それでは、公共ホール開館までの一般的なプロセスの中で、基本構想・基本計

画の策定に、開館８年～７年前で２年間かかるとあるが、この２年間は施設規模

の問題だけを除くと期間は短縮できるのか。 

土地によって用途の制限があり、それで必然的に施設規模が決まってくる。２，

０００席が理想なのだろうが、１，５００席で２階、３階を３００席、２００席

と分ければ著作権料や集客の問題をクリアできるのではないか。 

場所が決まらないと前に進まない。 

Ｅ委員： 

西新町の場所は交通の便がいいので期待する人も多かった。出演するほうは、

１年に数回の公演なので少々交通の便が悪くても使うが、頻繁に鑑賞する人の期

待は大きかったのではないか。 

Ｈ委員： 

もう一つ議論になるのは、現在整備中の公共ホールの事例を見ても、オリンピ

ックの建設需要があり、資材や人件費が高騰しているので、整備費用が高くなっ

ていると考えられる。 

徳島市の場合も、できるだけ早く整備するということになると、整備費用の高

騰ということが懸念される。市のほうで整備費用をこれくらいの金額までにした

いとか、また安くできる方策を具体的に考えないと、どんどん資材と人件費が上

がっていく。 

Ｄ委員： 

文化センターのランニングコストはいくらかかっていたのか。 

事務局 

文化センターは、平成２６年度まで稼働していた。直近の２４年度から２６年

度までを平均して、一年間の総費用は８千２百万円。うち、約３千万円は指定管

理料であった。 

委員長： 

ホールの事業企画運営に関わる人を雇うとなれば、全国の事例から考えると、
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新ホールクラスなら１０～２０人が必要になる。この人たちが実際の管理運営と

事業を行っている。これが全国的な公共ホール運営の状況である。 

コストを削減している民間ホールもあるが、ホールをどれだけ使えるか、使っ

てもらえるかは、そのようなスタッフの腕次第であり、その人材の育成がひいて

は地域の芸術文化の中心になっていくので、人材確保のための経費は削らないほ

うがよいという議論が以前にあった。 

文化センターは貸館業務しかしておらず、自主事業を行う人が全くいなかった。

今後、新ホールを整備していく場合には、事業企画運営を行える人材を配置すべ

きであり、そのためには今以上の経費が必要となる。 

Ｈ委員： 

最近はアートマネジメントが進んできているので、自主事業の実施により自主

財源を確保して、それを市民に還元する事業を行うことができる。アーティスト

を招いたり、市民に創作させたり、色々なことを企画する専門家集団を置かない

と、単に施設管理するだけでは、ランニングコストがかさむ一方だと思う。 

委員長： 

新たなホールについての論議は尽きないが、１１月中には整理しないといけな

い。一つは、これまでの意見を整理すること、もう一つは、ホール完成までの望

ましいスケジュールを提案すること。また、リース方式やＰＦＩ、ＰＰＰなど、

民間活力を利用する色々な方法が提案されているので、これらを整理し、両論併

記となるかもしれないが提言書にまとめたい。 

Ｅ委員： 

場所が決まらないとどうにもならない。これまでも同じ議論を何度もしてきた。 

委員長： 

それでは、次の議題、ホール完成までの方策について。一つは、とりあえず早

くつくるための施設、もう一つは、既存施設をどう活用すれば、また場合によっ

ては、このようなところを少しでも改善したら使いやすくなるのにというような、

ホールが無い現状にどのように対応できるか。皆さんの意見をいただきたい。 

Ｄ委員から資料を提出いただいているが、これについてはどうか。 

Ｄ委員： 

ホールを作るなら、音楽やバレエなど色々な目的に対応できるものをつくらな

いといけない。資料のホールについては、上は反響板になっており、音楽公演や

講演会、演劇など、演目に対応して使用したりしなかったりしている。ホールを

つくる時には静けさ、ＮＣ－１５を求めてほしい。ＮＣ－１５でつくれば色々な

演目に対応できる。 

委員長： 

新しい意見であり、当然考えなければならない点である。他に、最後６ページ



- 9 - 

にある「市内及び周辺地域の公共ホール」について、改良すべき点や意見はない

か。 

Ｂ委員： 

文化センターは閉館しているが、館内には山台など使える備品がある。規模は

違うが、教育会館などに使える機材を貸し出してはどうか。 

委員長： 

教育会館の使い勝手を良くするアイデアは他にないか。 

Ｂ委員： 

音響的には厳しいところがあるが、席数は７５０席ほどあるし、舞台は小さい

が反響板もあり、オーケストラなら４０～５０人の編成であれば演奏できる。 

ただし、現状の山台は使い勝手が悪いので、文化センターの山台を使えたらと

てもありがたいといつも思っている。ある程度、文化センターの代わりにはなる。 

Ｅ委員： 

文化センターを改修しないなら、有効利用のため貸し出せばいい。 

Ｈ委員： 

教育会館は、講演をメインに考えている造りで、楽屋も地下に２つほどあるだ

けで、舞台の奥行きも７メートルしかない。市街地から離れており、駐車場の問

題もあり借りる人が少ない。それらの点の改善が必要である。 

委員長： 

以前の議論でアスティをどう活用するかという話があった。５，０００席では

多すぎるが、２，０００席で使うとなると、途端に使い勝手が悪くなる。若者が

集まる興行系のイベントで、超有名アーティストなら５，０００席でも足りない

が、２，０００席でちょうど良い集客のアーティストもいる。 

委員長： 

あわぎんホールについてはどうか。 

Ｅ委員： 

広さはどうにもならないが、改修で設備はよくなった。 

委員長： 

今、周辺にあるホールをどう活用するか、とりあえず案というのをやるのかど

うかであるが、とりあえず案でも、結局は時間とお金がるのではないかと委員の

皆さんは懐疑的である。 

札幌モデルは、解体がすぐできて、かつほとんど用地の問題が無く、しかも当

時の建設費用は安かったと思われる。 

Ｅ委員： 

札幌市は別にコンサートホールがある。 

委員長： 
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たちまち使う場所が無くて困っているという状況に対して、少しでも使い勝手

を良くするというアイデアをこの委員会から出せればと思う。 

Ａ委員： 

札幌のリース方式の場合、あくまでも新ホールができるまでの間の利用なのか。 

委員長： 

その予定であったが、リース期間終了後も譲り受けて使用している状況である。 

Ａ委員： 

徳島市の場合も何年の期間で想定しているか分からないが、１０年間リースで

借りて、１０年後から新しいホールを使うというのならいいが、恒久施設になっ

てしまいそうな気がする。 

Ｈ委員： 

どうしても新たなホール完成までは、かなり時間がかかるように思われる。ホ

ールが完成するまでの文化活動の場を、教育会館のようなところと提携して、例

えば舞台の奥行きがなければ前の方のエプロンステージを広げるような形にす

るとか、何らかの方法で利用しやすくなる方法も市は考えてもらいたい。 

Ａ委員： 

鳴門文化会館も、遠いのでなかなか行かない。 

Ｂ委員： 

お客さんもなかなか集まらない。５人のうち２人は遠いという人がいる感じで

ある。 

委員長： 

次回について、ひとつは新たなホールの提案について、技術的なことも含めて

素案を固めて頂く。もうひとつは教育会館の利用の可能性とかがありえるのか、

市がやることなどについて整理してもらうということで次回もう少し進めてい

きたい。 

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２回徳島市音楽・芸術ホール整備推進有識者会議は以上で終了する。 


