
第３回市民会議ワークショップ意見概要 

 
【開催日時】 平成２５年８月１９日（月）１４：００～１６：２０ 

【開催場所】 徳島市文化センター会議室 

【出 席 者】 市民会議委員・アドバイザー １４名 

【実施方法】 新ホールの図面に基づき、検討項目ごとに、２班に分かれて意見交換。 

【意見概要】 ワークショップ後の総括意見  

●動線計画・配置計画について 

・出演者・制作者の動線を十分に考えた配置計画、人に重点をおいた設計を考えてほしい。 

・各部屋が連携して使用できるよう設計してほしい。 

●ホールと各施設について 

・自主事業を行うならば、施設と市民が一体となって活動できるようにすることが必要。 

・施設内のどの場所においても、鑑賞だけでなく人々が交流できるようにしてほしい。 

・川側からの２階のブリッジは、今のままでは遠回りになり、あまり利用される位置にはない

ので必要ないと思う。 

・創造支援・交流スペースをもっと大きくして、小ホールに相当するくらいのフラットなスペ

ースを確保してほしい。 

・内部の活動が外に見えるようにすれば、賑わいの創出に繋がる。 

・高齢者・障がい者への配慮が必要。 

●小ホールについて 

・可動席は、客席を可動させて使用する機会は少ないので、座って安定感のある固定席がよい。 

・客席を収納して椅子を並べて５００名まで収容できるようにすれば、ライブハウスなどさま

ざまな利用ができる。 

●周辺施設との関係について 

・駅からこの場所までにある他の施設のことを考慮し、規模や機能が重複しない施設を整備して

ほしい。 

以 上  

資料１ 



プロセニアムアーチは可動式（左右上下）にしてほしい。 2班

オーケストラピットはアップしてオケが客の近くで演奏できるのならおもしろい。オーケス
トラピットの使いかたはどのように考えているか？

2班

ホール舞台の奥行きを広くしてほしい。 2班

人が上がれて作業が出来る場所を確保する。（フライブリッジ、キャットウォーク等） 2班

舞台袖をできるだけ広くとりたい。 2班

両袖に、奈落に降りられる階段を！（迫り上がりに両袖から素早くいけるように！） 1班

奈落を交流スペースや作業場などに活用できるよう工夫してほしい。 2班

迫りは、ひな壇や平台等の代わりになるようにしてほしい。 2班

大ホール舞台後ろの開閉扉（全面）があれば便利。 1班

音響反射板は吊物を制限しないように、移動可能にして収納庫をつくること。 2班

上演できない演目がないよう音響・照明の設備の充実を。 2班

太鼓の音が遮音できるようにしてほしい。 2班

照明はLED化にしてほしい。 2班

袖幕と袖幕の間は1間か1間半にしてほしい。 2班

袖幕の幅は2間はほしい。 2班

綱元無し、電動がよい。 1班/2班

大ホールでは、綱元を設置し、手動で美術バトンを動かす方がよいという、公演に携
わっているプロからの意見もある。

2班

リア（背面）からの映写ができるようにしてほしい。 2班

客席は扇形にし、舞台中央に向いて観賞できるように向ける。 2班

携帯電波の抑制装置を導入してほしい。 2班

客席座席の前後幅は1ｍはほしい。 2班

客席自由通路の安全性を確保すること。 2班

大ホール・小ホールとも客席後部に立ち見席を設けてほしい。（学生等に安価で舞台
芸術を楽しむ機会が提供できる。）

2班

生音がよいホールにしてほしい。 2班

1階の客席だけで利用可能(１０００席程度)な構造にしてほしい。 2班

花道を設置してほしい。 ２班

第3回新ホール管理運営計画策定のための市民会議ワークショップ 意見概要

*右欄は意見が出た班を示す。
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エントランスホールの人だまりが狭い。エントランスを広くしてほしい。 2班

上演中の休憩時間に軽飲食のできる場所（バーコーナーなど）を設置してほしい。 1班

大ホールホワイエの下手側にある、階段付近の出っ張りをなくして、分割したときの動
線を端に1本にできるようにしたい。

1班

ホワイエはもっと後ろに引いてほしい。（ホワイエを広くしてほしい） 2班

大ホール楽屋（大）を1室としても分割しても使えるようにしたい。 1班

楽屋は練習室にもなるよう鏡張りとし、音出しができ、遮音性を確保し、すべりにくい床
材を使用してほしい。

1班/2班

できるだけ舞台に近い場所に配置してほしい。 2班

大ホールには、楽屋（大）、楽屋（中）の他に2～3名の小さい楽屋が3～４つ必要。 1班

大ホール舞台後ろに楽屋をつくってほしい。 1班

大ホール、地下のオーケストラ用の楽屋がない。 2班

搬入口に停められる台数が少ない。３台以上のトラックはどこに止めるのか。11トント
ラック5台以上でもスムーズに作業ができるか？

1班/2班

搬入口はホール上手側にしてほしい。 ２班

大ホールはもう少し奥に配置できないか。前面の空間を豊かにしたい。 2班

（大ホール裏通路に対して）大きな大会を行う際には一方通行できる通路が必要。 2班

バルコニー客席を設けて500席にしてほしい。 1班

収容人数の融通がきくように。（400～500人、ライブハウスでは250人くらい） 2班

舞台は高くしすぎず、なるべく下げて、目線が客席と同じくらいになるように設計してほ
しい。

1班

２階の前の通路スペースがもったいない。 2班

小ホールの椅子の固定・可動については、まず、主となる使用目的を決めてから議論
すべきである。

１班

小ホールの椅子はロールバックにした方がいいのでは。 2班

綱元なし、電動がよい。 2班

荷捌きのスペースが無いと機材や道具が詰まってロスが多い。 2班

リフトや道具エレベーターの高さや大きさは大丈夫？（リフトの高さと建物のフロアの開
口の大きさが違うのは困る）

2班

ロビーやホワイエが狭いのでは。 2班

できるだけ舞台に近い場所に配置してほしい。 2班

楽屋が少ない。 2班
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舞台面と同じ環境(広さ、音響レベル)のリハーサル室として使用できるようにしてほし
い。

2班

交流スペースor創造支援室の天井に照明器具が釣り込めるバトンが少量でもあれ
ば、小さい演劇や朗読会などに使いやすくなる。

1班

ワークショップ室が少ない。芸術に対する人材育成に力を入れられない。 2班

コラボスペース、ワーキングスペースなど作業できる無料のスペースをわかりやすいア
クセスのよい場所に配置してほしい。

１班/2班

打合せや作業が行える創造支援・交流スペースをもっとつくるべき。（練習室が5部屋
は必要）

2班

２階大ホール前、外部のペデストリアンデッキは不要。１Fで繋ぎ、川側から人の流れ
が大ホールに向かうようにしたい。仮に設置するなら内部にして、その空間をスタジオ
などに活用する。

2班

ピアノ庫、収納庫が必要。 2班

よく見える場所や人通りが多くなる場所にサテライトスタジオをつくってほしい。 2班

この施設に来た人の共通ロビーや情報プラザ、舞台芸術資料室、映像ホールなど、
普段利用できる施設が必要。

2班

屋上に太陽発電パネルを設置してほしい。省エネルギー、再生可能エネルギーなど、
環境への配慮を最大限に行う。

1班

舞台監督等スタッフの部屋が必要。 2班

事務室は位置も含め開かれた雰囲気になるよう配置してほしい。 2班

写真、ビデオ撮影できる部屋がほしい。（親子室兼用） 2班

施設全体の託児室を設置してほしい。 2班

トイレは女性用を多く設置してほしい。また、子供用も必要。 2班

創造支援・交流スペースについての意見
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商業スペースを工夫し、人集めできるような店が営業してほしい。 2班

コンサートと関連する商業施設に入ってほしい。 2班

ゆったりできる広々とした軽食可能なカフェが営業していること。 1班/2班

夜遅くまで営業している店があるとよい。 2班

敷地内通路が建物を分断する要因になっている。施設が一体化できるように通路を
工夫してほしい。

1班/2班

讃岐街道自由通路は必要？（創造支援スペースや市民の交流スペースの整備に活
用してほしい）

1班/2班

ブリッジは不要。街路はシェアードスペースデザインで安全策をとり、１階で繋げる。 2班

１階歩道の見通しの確保が必要。 2班

ホール裏回りの道路は必要か？（カットして少しでも搬入搬出をしやすくしてほしい） 2班

車寄せ
利用者が荷物を積み下ろしたり、子供達がバス等で来館した場合、安全に乗降でき
るよう車寄せを計画してほしい。また、一時的に駐車できる車の台数にも配慮するこ
と。

1班

前面道路下に整備されている駐車場から直接施設内に至る通路を確保してほしい。 1班

利用者の駐車場が敷地内にないのは問題。 1班

自転車の駐輪場がもっと必要。（中・高校生のために） 2班

駐輪場の放置自転車の対策が必要。 2班

入口から客席まではバリアフリーにしてほしい。また、今後の高齢化に対応したものとし
てほしい。（多機能トイレ、ユニバーサルデザイン、サイン類、クローク、楽な椅子等）

1班

ホールへのアクセス時に悪天候等の影響を受けないようにしてほしい。（駐車場、駅、
バス停から）そのためにサービスヤードに屋根をしっかりつくる。正面入口も同様に。

1班

防災 大津波時の安全性や避難は大丈夫？（防災拠点機能の整備） 1班/2班

１階に催物をディスプレイできる広場をつくってほしい。1階正面側をにぎわいの空間と
する。

2班

藍場浜駐車場から直接来れるように、新町橋と春日橋の間に橋がほしい。 2班

施設や道路側の壁をガラス張りにするなど、建物の中での活動が外から見えるように
してほしい。

1班/2班

川との関係や周辺道路も含めた全体計画を検討してほしい。 2班
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楽屋入口が2つあるのはセキュリティ上問題があるのでは。 2班

リハーサル室の使い方（ホール優先か、単独か）の検討。 2班

ホワイエの活用（情報コーナーの設置、広報など）の検討。 2班

利用者が相談できる場所（総合インフォメーションなど）が必要。 2班

小ホールは文化性・芸術性の高い映画を定期的に上演できるようにしてはどうか。 1班

創造支援・交流スペースでは、常に舞台美術に関するワークショップが開かれている
ようにしたい。

1班

管理運営については、ホール以外のスペース（商業店舗など）とは自立した運用がで
きるようにしてほしい。

1班

周辺の商店街との連携を行うこと。（飲食店等） 2班

創造支援・交流スペースは若者達（小グループ）が利用し易い施設にしてほしい。 2班

ホールが閉館している印象をできるだけ減らす工夫が必要。（にぎわいを常につくりだ
す）（集会機能はどうするか）

1班

多くのＮＰＯ等とリンクして常時に活動している運営をしてほしい。 2班

劇場マナーを学ぶワークショップを開催してほしい。 2班

早朝・深夜・延長利用等、利用時間については柔軟性のある対応ができるように。 2班

駐輪場（専用）が少ないので、他と提携で低額で利用できるようにする。 2班

周辺の駐車場料金が割引で使用できるようにしてほしい。 2班

大ホール、小ホールの利用がないときは、舞台面を超低料金で貸出してほしい。 1班

大ホールの料金設定、1階のみ、1階・2階の使用で料金をわけてほしい。 2班

リハーサル室の利用料金を低料金に設定してほしい。 2班

完成を待っている人たちのために１日も早くとりかかってほしい。 2班

まちに開かれたホールを基本とする。（入りやすい。入りたくなる。活動がわかる）老若
男女が楽しく使え、集うことでまちが活性化するようなホールにしてほしい。

1班/2班

新ホールの名称は、市民が親しみやすい名称にしてほしい。 2班

趣味や興味も多様化し、個人的な集団が多くなっているので、自由な雰囲気を醸し
出さないと人々は集まらない。

2班

立地が良い場所なので、舞台やホールばかりではなく、多様に活用でき、市民が楽し
く憩え、行きたいと思える場所でありたい。

2班

大ホールと小ホール、また、他の施設利用やチケットの販売等の総合インフォメーショ
ンが必要な程の大きな施設にしないと多くの人が集う自慢の施設にならない。

2班

管理・運営等

料金設定

全体のイメージについての意見・要望等

全体のイメージ

管理・運営等についての意見


