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第３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１１月２日（水） 午後３時３０分～午後５時 

場 所  中央公民館 ３０２会議室 

出席者  ２０名（委員１０名、事務局ほか） 

傍聴者  １０名 

 

 

１ 開会 

 

２ 議事 

事務局： 

資料１ 第２回有識者会議 意見概要 

について説明 

委員長： 

ただ今の説明について、意見等はあるか。 

市民利用と鑑賞と創造活動の３つのバランスを取ろうという話は、委員の合意

を得ていると思われるので、そこを明確にしておいたほうがいい。もともとのコ

ンセプトであ。 

鑑賞を重視し、一流のアーティストに来てもらおうとすると２，０００席とい

う議論になる。 

Ａ委員： 

平面で２，０００席の確保は大変だが、シューボックス型にして２階、３階席

を使わないようにすれば、そう心配することはないだろう。 

委員長： 

なぜ２，０００席なのか、１，２００席なのかということが理解できるような

文言を入れておくほうがいい。 

一流のアーティストを呼ぼうとすると１，８００席から２，０００席あったほ

うがいいが、市民が使うには１，２００席くらいがちょうどいいということだが、

出演する皆さんにとっては当たり前のことかもしれないが、なかなか理解しても

らえない。そこを理解してもらえるように、書き込んだらということである。 

また、新たなホール完成までの方策について、前回の会議で議論の時間が短か

ったこともあり、それをもう一度確認したいということである。 

事務局： 

資料２ 新たなホール完成までの方策 

を説明 
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委員長： 

資料２について、意見等はあるか。 

Ａ委員： 

先日、札幌にホールを見に行っていた。 

わくわくホリデーホールは、音楽にも使っているが、あくまでも多目的ホール

であるとホールの人に言われた。 

委員長： 

多目的ホールで、市民会館と同じようなものだろう。 

市民会館としての利用頻度もあったので、そのための代替施設ということであ

る。札幌にはコンサートホールが別にある。 

Ａ委員 

徳島市にそのような代替施設を建てるのは、無駄である。 

委員長： 

お金の問題はともかく、そのような施設でも使いたい人がいるのかどうかとい

うこともある。 

Ｂ委員： 

そういう施設は、札幌以外には例がないのか。 

事務局： 

リース方式の形でやっているのは、札幌市以外では例がないと聞いている。 

委員長： 

札幌のホールの事例は、コンサートホールや音楽ホールではなく、イベント会

場としての利用ニーズがある。 

徳島市の場合、今はあわぎんホールの８００席でなんとかやってもらっている

が、その状況に加えて、市として何ができるかということである。 

それが無駄なのか、方策としていいのかという議論になる。空白期間を埋める

ための活動として経済的も効果的ならば、投資しても構わないということになる

かもしれない。いろいろなイベントが市外に逃げていっているということであれ

ば、市として、市内でやってもらうことで投資すべきという議論になる。 

いろいろな機会が失われている状況が続くことに対して、どういう対策を打つ

べきか。 

Ｂ委員： 

この損失はすごいものである。 

Ａ委員： 

２，０００席なら２，０００席のホールをつくりましょうという事をここで決

定して、場所は市の方に任せるとしたらどうか。 

我々は場所については分からない。 
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委員長： 

場所の決定が鍵である。場所が決まれば、発注にどれだけかかるか、設計にど

れだけかかるかという話になってくる。 

Ｂ委員： 

市の所有地に建てれば早いのではないか。他の土地を買収しようとすると時間

がかかる。市立体育館のところにホールをつくって、体育館を移転するようなこ

とはできないのか。 

委員長： 

既設物があるところは、壊すのに 1年、埋蔵文化財調査に１年となってくる。 

事務局： 

市立体育館は、最近耐震工事を行ったところである。 

委員長： 

現在、困っている団体の方々のニーズを把握し、何が困っているのか、どうし

たら使い勝手が少しでも良くなるのかの調査はしておいたほうがいい。 

本来もっと早くやっておくべき調査と思うが、これは新たなホールをつくる時

にも非常に重要な調査になる。どれだけのニーズがあって、どういうホールが欲

しいのかについても一緒に調査できる。 

教育会館の使い勝手が良くなるというようなアイデアをできるだけ積み上げ

て、可能性があるものについては、協議や費用面を考えていく必要はある。 

何も考えずに、何も調べずに、今から無駄だと言ってしまうのはちょっと早い

と思われる。 

Ｃ委員： 

前回の資料にあったが、文化センターを定期的に利用していた団体を把握して

いるので、その方たちのニーズは調べていただきたい。 

委員長： 

鑑賞については、いろいろなイベンターやプロモーターの方々に、現状の問題

とか、どういうものがあればいいのかを確認して、基礎的な情報として持ってお

くべきである。それをやることは提言の中に入れたい。 

Ｄ委員： 

代替ホールの問題で、資料２の追加意見は、私の意見である。「例えば、文化

ホールとしてではなく・・・」というところを説明したい。 

阿波おどりの練習場など、多目的のコミュニティーホールとして利用するとし

ておけば、いわゆる恒久的なホールにはならないだろうと考える。 

どれだけのものをつくるか、また、どれだけの費用をかけるかは別として、私

は、阿波おどりが徳島の大きな文化的遺産であるのなら、育てていく必要がある

と思う。 
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そういう点で、阿波おどりの練習場となるのか、冬でも公演ができるような阿

波おどりのためのホールにするのかも選択肢のひとつであると思う。 

東京の高円寺も阿波おどりが盛んであるが、高円寺にあるホールは、専門的な

人材を有している。その人たちのノウハウや仕掛けが運営に活かされている。最

近は、まちづくりの機能としてのホールがあり、ホールの人たちが中心となって、

阿波おどりを盛り上げていると考えられる。 

徳島市が阿波おどりを盛り上げていくのであれば、観光面の阿波おどり会館だ

けでなく、阿波おどりをどうやって育てていくか、どういう風に仕掛けていくか

という観点で、拠点とする阿波おどりの場所が必要なのではないか。 

新たなホールができた後は、そのような施設として活用していく必要があると

考えている。 

委員長： 

もし、代替施設をつくるのであれば、ということか。 

Ｄ委員： 

文化センターの場所につくるとすれば、そのような位置づけを持ってはどうか

ということである。 

新たなホールができたら、阿波おどりの期間中にはそれに合う企画ができる。

人が大勢来るときなので、関連して考えていく必要がある。 

阿波おどり期間中、文化センターの場合は、選抜阿波おどりの公演にホールが

使われていた。代替施設を活用できれば、新たなホールは別の企画ができるので

はないか。 

委員長： 

特徴づけができるのならば、ふたつの施設を持つという考え方もある。 

Ｂ委員： 

これまでも文化センターは、７月２０日くらいから阿波おどりが終わるまで、

特に夕方からは、阿波おどりに使われることが多かった。夏休みになるといろい

ろな文化的な行事があるのにホールを使用できなかった。 

委員長： 

代替施設について、阿波おどりを特化させるというのは、アイデアのひとつで

ある。新たなホールが完成するまでの対策ついて、他に何かあるか。 

Ｅ委員： 

教育会館という名前から、教育関係者のためのホールと思っていたこともある。

また、過去に使った時に、少し使い勝手が悪かったところもあった。 

徳島市と協力しながら、もう少し使いやすくできないか。 

委員長： 

これも何ができるのか、いろいろ検討しないといけない。 
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Ｄ委員： 

教育関係以外は使用料が高い。そこをどうにかできないか。 

委員長： 

そのような支援をするという考え方もある。 

Ｆ委員： 

いろいろな問題はあるが、少しでも改善できるのではないか。 

委員長： 

どこを改修すれば、どういう利用ができるということについて、検討したほう

がいい。その上で議論ができると思う。 

Ｄ委員： 

おそらく奥行きが狭いので、前のエプロンステージを継ぎ足して少し広くする

ということが考えられる。 

Ｆ委員： 

大規模な公演はできないが、ある程度の規模の団体であれば公演可能なホール

のひとつとして考えられる。 

Ｄ委員： 

楽屋の狭さの問題については、別棟の会議室を転用することなどが考えられる。 

委員長： 

利用者に集まってもらい、使い勝手について議論したらいろいろなアイデアが

出てくるのではないか。 

Ｂ委員： 

あわぎんホールは、空いている日がほとんどない状況である。抽選の倍率がと

ても高くなっており、抽選に漏れて困っている人がいる。 

委員長： 

そういったことが、積もり積もって市民全体の活性化のロスになっている。経

済的にもロスになっている可能性が大きい。 

Ｂ委員： 

新たなホールというのは２，０００席もいいが、１，８００席が一番理想的と

いう気がする。 

徳島では１，８００席は大きいというが意見もあるが、その席一杯にお客さん

が来るよう、我々は文化活動をしなければいけない。お客さんが来ないから小さ

くていいという発想は良くない。 

一人でも多く会場に足を運んでもらって、いいものを経験してもらうためには

１，８００席にして、また、全国大会の開催にも対応できて、１，０００席程度

の公演にも対応できる使い方もできるようにできればと思う。 

全国大会をたくさん開催すれば、宿泊者も増える。そのようなお客さんを呼ぶ
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方法もあると思う。全国規模のいろいろな大会を開催できるホールは必要である。 

Ｄ委員： 

空席をどうやって埋めるか、チケットをどうやって売るかというのではなく、

空席が埋まる環境をどう整えるかというのが、アートマネジメントの考え方であ

る。それは、ホール運営に関わる専門の人たちに考えたり企画したりしてもらわ

ないと、ホールができてもどうにもならないということになる。 

今のホールのあり方というのは、専門職の人たちが集まって経営していくホー

ルであるということを認識しておく必要がある。 

Ｃ委員： 

もし、鳴門市文化会館が使えなくなれば、全県的な問題になってくる。ホール

を管理している担当が、一堂に会して何か対策を考えていかないと危ないことに

なるのではと思う。 

県市協調だけでなく、いろいろな町も含めて対策を考える必要があるのではな

いか。 

Ｇ委員： 

音響は別にして、どうしても施設がいるというのならば、仮設のテントのよう

なものでも有りかなという気もする。 

委員長： 

それでも使いたいという人が、どれくらいいるかということである。 

Ｈ委員： 

阿波おどりに使うというように、目的がはっきり示されるのならば、多少は無

駄遣いと言われなくて済むという気はする。 

Ｉ委員： 

目的が特化して限定的であればいいが、最終的に新たなホールを建てるのであ

れば、とりあえずの施設を建てるのにもお金がかかり、さらに維持管理経費もか

かる。それから新たなホールをということになるなら、新たなホールを前倒しで

整備して、無駄なお金は使わないのが一番いい。 

その間の代替案として、いろいろな支援策というのは検討されるべきであるが、

公費を投入してどこまでできるのか。 

委員長： 

支援策にどれくらいかけるかは、できる限りのことで、どのようなことが、コ

ストパフォーマンスが高いか、検討しないと分からない。 

Ｉ委員： 

支援策についても、誰にでも、というのは難しいだろう。かなり検討する必要

がある。 

Ｂ委員： 
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新たなホールをつくるときは、貸しホールだけにした方が経済的にいいのだろ

うか。いろいろな施設をつくり、いろいろな講座を開催して、夜まで勤務しても

らうと、そこには人件費が必ずかかってくる。 

貸しホールだけなら人数が少なく安く運営できる。 

Ｄ委員： 

劇場法に則した形で新ホール管理運営計画にもあったが、新たなホールは何を

目的としていくのか、使命は何かを決めなくてはいけない。そうすると、その使

命を実現するための人材は当然必要となってくる。貸館ホールだけになってくる

と、市民からの不満が出てくるのではないか。 

委員長： 

新たなホール完成までの方策については、ここで一旦終わりにする。 

事務局： 

資料３ 有識者会議からの提言内容について 

を説明 

委員長： 

本日の意見も加えてもらうが、文言の書き方や追加など、意見等はあるか。 

Ｆ委員： 

①の新たなホール整備についての、３行目の「市民の利便性を考慮した建設場

所を・・・」というところで、新たなホールは、公共交通機関を利用して、徳島

駅前などから徒歩で行ける場所につくってほしい。 

また、２０年近く前から有識者会議のようなものがいろいろと開催されてきた。

この際、市長にいつまでに新たなホールを完成するということを明言して欲しい。 

Ｇ委員： 

仮設でお茶を濁されたくない。 

委員長： 

目標年次の明確化ということである。 

Ｂ委員： 

今までいろいろな意見を言わせてもらったが、市がどのような方策を考えてい

るのかはとても重要である。それが分かっていれば、我々もその方針に向けて意

見を言える。 

Ｇ委員： 

我々にどこまで決めてほしいのか。 

事務局： 

市として、従来からホールの必要性は充分認識しており、早くつくるべきもの

であると考えている。 

今回の有識者会議で、これまでの考え方をどうするか、ここは継続してほしい、
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利用形態はどのような形にするかなど、再度ご意見をいだたいた中で、期限を決

めて建設に取りかかりたい。 

具体的な場所や規模などの条件を提示できていないが、早く整備すべきホール

に対する考え方をどのように整理するか、また、文化センターの耐震リニューア

ルについてどうするか、ということについてのご意見をいただきたい。 

１２月議会で市の方針を表明する予定だが、委員からいただいたご意見を含め

て、市の方針をまとめていきたい。 

委員長： 

最終的に新たなホールはつくると明言されているので、それに向かって、どの

ような手順で進んでいけばよいかについて提言したい。 

Ｂ委員： 

つくるという方針が決まっただけで、他は何も決まっていないのでなく、一歩

前進したという成果がほしい。４回の会議が終わったとき、これだけのことが決

まり、前へ進んだという成果が見えないと、会議をした意味がない。 

事務局： 

市としても、いつまでも同じ議論を続けるのは、反省するところである。完成

の期限を決めて、覚悟を持って方針を定めなければいけないと考えている。 

委員長： 

これまでの議論で、何を決定すべきか分かった。それをいつまでに決めるかと

いうことを提言書の中にどう記載するかである。 

この資料にまだ記載されていないのは、時期を含めたロードマップのようなも

のを有識者会議の希望として掲載するかどうか。 

年度の入っていない開館までのプロセスがあったが、それ以外にも決めること

は沢山ある。例えば、場所や規模の選定を何年までに行うかなども含めて、ロー

ドマップを提言するのが私の思いである。 

Ｂ委員： 

私は、新聞の読者の手紙を見ていると、「音楽・芸術ホール」という名前が気

になる。音楽や芸術関係のみのホールなんてものはできない。いわゆる市民会館

である。 

市民会館がないから建て直すと言えば、認識が全く違う。音楽・芸術ホールと

なると、なぜ、音楽や芸術だけに億単位の金を使うのか、それなら小学校にクー

ラーを入れてほしい、など次元の違う話になる。だから名前を変えたほうがいい

と思う。 

事務局： 

その点は検討させていただきたい。 

Ｂ委員： 
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提言書には入れたほうがいい。 

市民会館の建て直しというほうが、分かりやすいと思う。 

Ｅ委員： 

使う側としても、音楽・演劇・舞踊など舞台の人たちだけでなく、美術や文学

関係の人たちとも交流できる芸術全般のホールであってほしい。 

健常者と障害者が芸術を通して触れ合うことのできる出会いの場であってほ

しい。市民会館というような名前なら、音楽や芸術に特化したホールでなく、一

般に広く公開されているということが伝わりやすい。 

委員長： 

市民のためのホールであることを前面に出すことであるとの意見である。 

Ｂ委員： 

選挙演説もするくらい多目的に使われる。 

委員長： 

実際はそんな使い方もされている。ただ、クオリティは重要なところに合わせ

ていかないといけない。それをやろうとして、「音楽・芸術」という名前がつい

たと思われる。 

Ｆ委員： 

ある程度の大きさになれば、文化ホールという名前が多い。教育会館のホール

も講演会のようなものしかできないというイメージがある。それと同じことだと

思う。 

Ａ委員： 

徳島市音楽・芸術ホールとしているが、最終的には「文化センター」とかの名

称になるのではないか。 

委員長： 

今までは、音楽・芸術ホールをつくるという政策のもとに動いてきた。そのた

め、公式名称は音楽・芸術ホールである。一時期は、文化センターと並列して議

論していたこともあった。 

Ｂ委員： 

文化センターは改修しない、としていかないといつまでも進まない。 

Ｃ委員： 

これまで音楽・芸術ホールとしてきて、市民ホールにした理由は何かと尋ねら

れたとき、文化センターの代わりの施設をつくるという位置づけで、市民ホール

とすれば問題ないのではないか。 

委員長： 

その点を提言書に記載するよう、文面を考える。 

Ｄ委員： 
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新たなホールのミッション、使命をどうするかである。それをまず行政がきち

んと捉えないといけない。それは劇場法でうたわれており、社会包摂がキーワー

ドになっている。 

ホールとは、一部の芸術愛好者や所得の多い特権的な人たちが利用する施設と

いう考え方が根強くあると思う。そうではないことを、この際、はっきりと市が

新たなホールをつくるにあたってミッション、使命を確立しておかないと、高い

お金を使ってと言われて、同じ事の繰り返しになる。 

今は、高ければよい、安ければ悪いと金額でしか評価していないから、そんな

ものにお金を使うなら福祉的なものに回すべき、という二者択一的な議論になっ

てくる。それではまったく意味がない。 

劇場法を受けた「劇場、音楽堂等の事業の活性化のための取組に関する指針」

にもあるが、「教育機関、医療機関、福祉施設等の関係機関と連携・協力しつつ、

年齢や障害の有無等に関わらず利用者の社会参加の機会を拡充する観点からの

様々な取り組みを進めること」という文言がある。 

また、文化芸術の振興に関する基本的な方針の第４次基本方針では、文化芸術

は、子ども・若者や高齢者、障害者、在留外国人等にも社会参加の機会を開く社

会包摂の機能を有しており、このような認識の下、文化芸術への公的支援に関す

る考え方を転換し、社会的必要性に基づく戦略的投資と捉え直せと書いている。 

この戦略的投資を、行政としてどのように考えていくのか。文化センターの代

わりを建てればよい、ということで終わってしまうことを私は懸念している。そ

のためには、市がホールの使命をどのように考えているかが大事である。 

委員長： 

たくさん催し物をしているが、好きものが集まっているだけではなく、それ自

体が重要な社会活動であり、波及力が強いものだという認識が必要である。 

これは、将来とても重要なことなので、提言書に記載してもらいたい。劇場法

の趣旨はなかなかピンとこないと思うが、きちんと理解してもらえるようにしな

いといけない。 

Ｂ委員： 

他県では、文化のないところに経済の発展はないと言ってとても力を入れてい

たので、文化施設が整っている。行政にはそういう気持ちを持ってもらいたい。 

Ｄ委員： 

文化のないところには移住者が来ないと思う。 

委員長： 

魅力が欠けた状態になっている。他に提言書に入れたいことは。 

Ｇ委員： 

建築的に気になるところは、音響的について音楽に特化したホールだと残響時
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間が長くなり、喋る言葉が不明瞭になり演劇に向かない。この相反する機能をど

こで折り合いをつけるのか。 

電気音楽などはエコーをつけるなどできるが、クラシックなど生音を聞かせる

ものは、ホールの残響時間を決めないといけない。残響時間を短くすることはで

きない。 

Ａ委員： 

第２回会議でＮＣ－１５が必要と発言したが、全国でＮＣ－１５を達成してい

るのは１３ホールのみである。ＮＣ－２０が７つである。 

音楽のときは１．８～２．３秒と残響時間が長い。そのままでは音が響いて講

演会などには不向きだが、反響板をつければ調整できる。 

委員長： 

音楽特化は難しかったというのが、これまでの議論の結果で、どうしても多目

的ホールという結果になる。ただ、いろいろな技術があるので、音楽もできるよ

うに最新の技術を取り入れてほしい。 

Ｇ委員： 

舞台美術家を招いて話を聞いたが、本当に演劇の舞台として使える場所は少な

い。有名建築家が建てたものでも、ほとんど使い物にならないとのことである。

その点をきちんと押さえて、本当に使えるものをつくってほしい。 

Ｃ委員： 

一般の人が見た場合、今までの１，５００席と３００席の基本計画で進めてき

たものと、今回の有識者会議から出てくる内容とで、どこが違っているかは示さ

なくていいのか。 

委員長： 

ここは見直してほしいなど、明確に書いたほうがよいとの意見である。 

Ｆ委員： 

建設のスケジュールを発表してほしい。 

Ｈ委員： 

スケジュールと場所である。候補地をいくつか出すことはできないかという意

見があったが、考えるための材料が欲しいので、建設の目途が立ちやすい場所を

市が提示してほしい。 

Ｇ委員： 

西新町も候補地に入れておいてはどうか。 

最初からないものと決めつけず、候補地としてはありだと思う。 

Ｄ委員： 

最近は、まちを活性化させるとか賑わいをつくるための中心が、ホールである

という考え方になってきている。車社会のためバイパスの周辺部に量販店ができ
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て、中心部がさびれている。これは徳島だけでなく、世界的に同じと言ってもよ

い。そのためにフランスではどうしたかというと、ホールをつくり、住人とニー

ズをまとめながら、ホール中心のまちづくりを進めた。 

その過程から考えると、市内の中心地にホールをつくるのは理想的なあり方だ

と思う。だから、候補地の選択肢のひとつに入れて当然である。 

委員長： 

最近の中心市街地の活性化のキーワードには、文化やスポーツという言葉が使

われている。 

Ｉ委員： 

この提言内容のとおり、早急に考えていただきたい。早急にホールの建設にか

かっていただきたいというのが一番である。 

Ｅ委員： 

本当に一日も早くということ。それから、西新町も候補地の案としてあるとよ

いと思う。 

委員長： 

ＰＦＩの民間資金やノウハウを活用した場合、効率的、効果的となっているが、

迅速化もかなり重要なキーワードなのでこれも記載したい。 

Ａ委員： 

大ホールは２，０００席と書いてほしい。 

委員長： 

客席数に関してはいろいろな意見がある。何席を持つべきかについては、たく

さんのホールを持てないので、いろいろな意見を書くつもりである。 

Ａ委員： 

一つは大きいホール、もう一つは小さいホールというように、県と市のホール

で分担すべきである。 

Ｅ委員： 

劇場法の文言を提言書に入れてほしい。 

Ｄ委員： 

劇場法を理解してもらわないと、これまでと同じようなものをつくってしまう

と思う。 

委員長： 

スケジュールを明確にすること、劇場法の精神を明確に書くこと、いただいた

意見についてはきちんと記載する。多様な意見があったものは、そのように提言

書に記載する。 

４回目の会議で、今の意見を踏まえてつくった提言書案をもとに議論すること

になっている。 
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その後、市長に提言書を渡すが、私の意見として、委員長・副委員長だけでな

く、他の委員にも可能な限り参加いただきたい。そして、単に渡すだけでなく、

市長と話をする時間を設けてもらいたいと希望しているが、どうか。 

委員： 

異議なし 

委員長： 

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３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。 


