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新文化会館の諸室（機能・仕様）や規模を考える！

新文化会館を考える



本日のプログラム



本日のプログラム

1. ごあいさつ （5分）

2. 基本構想について （10分）

3. 自己紹介 （20分）

4. ワークショップ

①新文化会館に必要な諸室（部屋）を機能ごとに整理する

②整理した諸室（部屋）の仕様・設備を考える

③整理した諸室（部屋）の規模や部屋数を考える

事例紹介（15分） - グループワーク（50分） - 発表（15分）

5. 次回のワークショップについて・なんでもアンケート （5分）



ワークショップの
目的



ワークショップ開催の経緯と目的

市民会館とひぼこホールはそれぞれ老朽化し、

安全性や快適性の確保が必要な状態です。

そこで豊岡市は、両館のホール機能を統合する形で、

新文化会館の整備を検討しており、昨年度基本構想を策定しました。

本年度は、求められる施設機能と規模・敷地・整備手法・管理運営等、

幅広い視点・様々な角度から検討、検証することとなっています。

今回のワークショップでは、新たな文化会館について

豊岡市で暮らすみなさんと一緒に、考えたり、語ったりして、

たくさんのご意見をいただきたいと思っています。



基本構想について



基本構想 別紙の基本構想概要版をご覧ください



基本構想 別紙の基本構想概要版をご覧ください



市内文化施設の再整理と新文化会館の方向性

国の文化政策の動向

市の上位計画

文化芸術に関する社会的潮流

市内文化施設の再整理

市民会館 豊岡市の芸術鑑賞・文化芸術活動拠点。市の文化の殿堂

ひぼこホール 市民会館と統合、新文化会館として整備

城崎国際アートセンター 滞在型舞台芸術創造発信拠点（世界のアーティスト･舞台芸術に触れる）

豊岡市民プラザ 市民活動支援・子育て支援・地域文化活動創造育成拠点

出石永楽館 県指定文化財の近畿最古の芝居小屋（文化財として保存・活用）

出石市民ホール 出石地域を中心とした文化団体等の日常活動拠点（練習主体）

日高文化体育館 日高地域を中心とした市民の文化スポーツ活動拠点（体育館メイン）

但東市民センター 但東地域を中心とした文化団体の日常活動拠点（集会場等）

豊岡市の現状、文化芸術施設・活動状況

〇豊岡市は個性豊かな６地域により構成される（2005年市町合併）

〇豊岡地域に主要な都市機能や文化施設が集中する一方、各地区に合併前からの文化施設が残り利用されている

・豊岡地域に市民会館や市民プラザ等の文化施設が立地し、市全域から広く利用されている

・出石永楽館、城崎国際アートセンターは市域を超えた知名度や海外と直接の繋がりを有する

・小中学校教育における演劇の導入や全市的なアートイベントの展開等、多様な試みがなされている

・全市的な取り組みの一方、市民の文化活動は従来の行政区域内にとどまることも多い

市民の要望、意見等

・市民ワークショップ
・市民アンケート
・関係団体等ヒアリング

新文化会館の方向性（キーワード）

賑わい 文化芸術 交流 創造 拠点 繋ぐ

豊岡市の文化施設の核となる 多機能化で重ね使いできる“新たな施設”の整備

貸館だけでない積極的な公演イベント 市民参加の管理運営

参考



豊岡市新文化会館の基本理念参考

人・地域・世代 を繋ぐ 文化芸術交流拠点

基本理念と5つのキーワード

基本的な役割

①市民が優れた文化芸術に触れる機会を提供する
②多様なレベルの文化芸術活動・創造拠点となる
③地域文化を次世代に引き継ぐ
④交流を生み出す、市民の居場所となる
⑤文化芸術による「小さな世界都市づくり」を発信する
⑥他の文化芸術施設と有機的に連携し、文化芸術の力を最大化する



豊岡市新文化会館の施設の概要参考

大ホール
（600席～1000席）

会議室展示室練習室

飲食
スペース

市民交流
スペース

図書･情報
スペース

親子
スペース事務室

市民活動
スペース

④管理運営部門

①ホール部門

③交流部門

②創造活動部門

多目的
ホール

（平土間形式）

防災
拠点
機能

豊岡市新文化会館

• 新文化会館の基本的な役割を果たすために必要な機能を集約・
整理すると、以下のようになります。（詳細は基本構想概要版裏面）

施設機能及び構成



自己紹介



わたしたち「シアターワークショップ」の自己紹介

「劇場・ホール」一筋35年！
「劇場・ホール」に関わるすべてのことを！

○ 創業34年（1983年～）

○ 全国で200以上の「劇場・ホール」づくりに携わる

○ 最近では実際に施設運営も

－ハード ：構想・計画づくり、設計・施工のコンサルティング など

－ソ フ ト ：管理運営計画づくり、開館準備支援、イベント・事業の企画制作運営 など

－施設運営：公共施設・民間施設（指定管理・運営受託・人材派遣）など

公共施設…市民に愛される施設づくり＝市民参加、市民参画の施設づくり

東京国際フォーラム／文京シビックホール／歌舞伎座／杉並公会堂／オリンパスホール八王子／吉祥寺シアター／
渋谷ヒカリエ ヒカリエホール／丸の内ルーブル オルタナティブシアター／浅草九劇／浦安音楽ホール／
兵庫県立芸術文化センター／伊丹市立文化会館・いたみホール／三田市総合文化センター・郷の音ホール／
黒部市国際文化センター・コラーレ／いわき芸術交流館・アリオス／北上市文化交流センター・さくらホール／
茅野市民館／由利本荘市文化交流館カダーレ／大和市文化創造拠点シリウス 他全国の施設計画に従事

主
な
実
績

ヒカリエホール 東京国際フォーラム 黒部市国際文化センター 北上市文化交流センター 由利本荘市文化交流館



自己紹介

制限時間は30秒。
みなさんの○○を教えてください！！

◆名前

◆ワークショップに参加した理由

◆好きなこと、日ごろ取り組んでいること



本日の
ワークショップ



本日のワークショップのテーマ

新文化会館の
諸室（機能・仕様）や規模を考える！!

（みんなが使いやすい･･･）

客席数は何席が
良いだろうか？（どんな活動をしたい？）

展示室や練習室は
どんな仕様？
何が必要？

（にぎわいを生み出すために･･･）

共有スペースには
どんな機能？



新文化会館の諸室（機能・仕様）や規模を考える！

今日考えるのはこの２つ！！

基本構想の「基本理念や施設概要」を前提に、

また、昨年のWSで出た意見（P.○）を参考に

必要な諸室（部屋）/機能を整理しましょう。

✍ 新文化会館の理念を実現するために必要な諸室を考えてみよう！

✍ P．○を参考に「やってみたいこと」を実現するために必要な機能・諸室
を考えよう！

✍ 各部門ごとに必要な諸室や機能を取捨選択しよう！

✍ あれもこれも･･･とはいきません。重ね使いも考えてみよう！

１で出た諸室（部屋）は、どんな「仕様・設備」が良いですか？

その諸室の「規模（広さ）」 や 「部屋数」は？

1

2



昨年のワークショップのご意見より（第１回）

どこでやる？
ホール？
屋外？

そのためには
何が必要？

具体的には？



昨年のワークショップのご意見より（第２回）

どこでやる？
ホール？
屋外？

そのためには
何が必要？

具体的には？



昨年のワークショップのご意見より（第３回）

どんな部屋？

どんな仕様？
何が必要？

部屋数
はいくつ？



新文化会館の諸室（機能・仕様）や規模を考える！

本日の作業イメージ

①まずは、個人で各部門ごとに必要な諸室（部屋を）整理する

②メンバーと共有したら、グループのとしての意見をまとめる

③整理した諸室の規模（部屋数、席数、㎡数）を個人で考える

④メンバーと共有したら、グループのとしての意見をまとめる

③諸室に必要な仕様や設備について、個人で考える

④メンバーと共有したら、グループのとしての意見をまとめる

各場所で行われる活動を
思い浮かべながら考えて

みてください



必要諸室のイメージ参考

リハーサル室
（フレサよしみ 210㎡）
機能：遮音・天井高さ

大練習室
（北上市文化交流センター 73㎡）

機能：遮音

大楽屋兼練習室
（都城市総合文化ホール194.4㎡）

機能：遮音、鏡前

小練習室
（北上市文化交流センター 25㎡）

機能：遮音

小・中スタジオ（一体利用可能）
（神奈川芸術劇場 110㎡）

機能：天井グリット、可動間仕切り

大会議室
（フレサよしみ110㎡）
機能：簡易な遮音



参考 必要諸室のイメージ

共用スペースで練習
（北上市文化交流センター ）

ロビーで練習
（北上市文化交流センター）

情報コーナー
（北上市文化交流センター）

学習ゾーン
（黒部市国際文化センター）

ステップホワイエ
（北上市文化交流センター）

ロビーを展示利用
（和光大学ポプリホール鶴川）



必要諸室のイメージ 重ね使いの事例参考

展示室⇔会議室

練習室⇔会議室

マルチスタジオ⇔会議室

アトリエ⇔展示室

三鷹市公会堂

南相馬市民文化会館
ゆめはっと

下呂交流館 アクティブ

北上市文化交流センター
さくらホール

展示室 ⇔ 会議室

練習室 ⇔ 会議室

スタジオ ⇔ 会議室

アトリエ ⇔ 展示室



諸室のレイアウトイメージ参考

会
議
室

リ
ハ
ー
サ
ル
室
・練
習
室

（ギター・ベース・ドラム・キーボード）

30人

二管編成＋α

コーラス：180人

（小編成）



市民会館文化ホール 催事あたり動員数参考

イベント種別 イベント名 利用団体 利用人数

1 音楽会・コンサート 第64回兵庫県吹奏楽コンクール地区予選 但馬吹奏楽連盟 1,603人

2 音楽会・コンサート 但馬吹奏楽祭 但馬吹奏楽連盟 1,150人

3 演芸 春休み！吉本お笑いライブin豊岡2018 よしもとクリエイティブエージェンシー 1,100人

4 音楽会・コンサート 陸上自衛隊音楽フェスタ（2日目） 豊岡市民会館 1,030人

5 音楽会・コンサート 豊岡ブラスフェスタ２０１７ 豊岡市民会館 1,000人

6 大会・式典・総会 北近畿山陰近畿自動車道早期実現促進大会 北近畿・山陰近畿自動車道大会委員会 1,000人

7 音楽会・コンサート 清塚信也ピアノリサイタル 豊岡市民会館 959人

8 音楽会・コンサート 陸上自衛隊音楽フェスタ(1日目) 豊岡市民会館 930人

9 音楽会・コンサート 森麻季ソプラノリサイタル 国際ソロプチミスト但馬 930人

10 講演会 第50回文教府夏期大学 但馬文教府 930人

11 日舞・洋舞 豊岡みどり会 研究生発表会 豊岡みどり会 900人

12 大会・式典・総会 兵庫県教頭協議会研修大会 兵庫県教頭協議会 800人

13 音楽会・コンサート 但馬中学校連合音楽会 但馬中学校長会・中学校教育研究会音楽部会 800人

14 講演会 創立３０周年記念講演会 豊岡商工会議所青年部 800人

15 その他 南陵祭 豊岡南中学校 800人

16 大会・式典・総会 豊岡市成人式 生涯学習課 750人

17 演芸 桑野信義ライブショー 日本生命 727人

18 音楽会・コンサート 大阪音大吹奏楽団演奏会 豊岡市民会館 696人

19 日舞・洋舞 野村萬斎狂言公演 豊岡市民会館 640人

20 演芸 豊岡市児童文化祭 こども教育課 610人

※延人数の数値も含みます。（複数本番があった場合は全ステージの合計）↑

平成２９年度 実績 件数（=日数） 人数（1回あたりの平均）

本番 練習 準備撤去 その他 計 本番 練習 準備撤去 その他

行政・市民会館 38 0 11 31 80 282 0 95 4
公社・NPO・協会 3 0 3 0 6 1,167 0 27 0
学校 7 14 6 1 28 782 50 60 18
文化団体・教室 8 0 5 1 14 649 0 70 120
企業・団体（会議集会） 12 0 7 0 19 731 0 20 0
計 68 14 32 33 147 495 0 62 0

≪平成２９年度 動員数トップ２０≫



ワークショップの取り組み方

順序 進め⽅ 予定時間

1.メモを貼る 本⽇のお題について、まずは、個⼈で思いついたことを
メモに書き、模造紙の該当する欄に貼りましょう。 XX分

2.グループで考える

１）集める
だいたい貼り終えたら、メモを動かして同じ意⾒・
似た意⾒を集めたり、相反する意⾒をわかりやすく配置
するなどして、全体の傾向をみてみましょう。

２）話し合う
お互いの意⾒を聞きあって、メモに書いてあることの
意味を理解しあいましょう。
どんな意⾒が出たかをみんなで把握することが重要です。
これまでの意⾒のやりとりで不明なところがあれば
確認しましょう。
そこから新たな議論が⽣まれる場合もあります。

XX分

３.発表する グループの代表者に話し合った結果を全員の前で発表して
いただきます。

全体で
XX分



ワークショップのお約束

ワークショップに取り組んでいただくにあたり、

次の４点にご協力をお願いします。

楽しく協⼒しあいましょう
より多くの⽅よりたくさんのご意⾒をいただきたいと思っています。もし、⾃分の思いとは
違った意⾒が出ても否定したり、無理に意⾒を統⼀したりせず、各々の意⾒を尊重しましょ
う。

思いついたら、まず書きましょう
「こんなこと書いたら恥ずかしいかしら・・・」など考えず、話したいことなんでも書いて
ください。尚、「1つのふせんに1つの意⾒」というように、複数意⾒がある場合は、1枚に
納めず、どんどんふせんを使ってください。

個⼈としての意⾒を書きましょう
ご所属やお⽴場にとらわれず、あくまで「ひとりの個⼈」として⾃由にご意⾒を述べましょ
う。

意⾒を述べる際は簡潔にしましょう
限られた時間で多くの意⾒を取り⼊れるため、ご⾃分の意⾒は⼿短に述べ、皆様が発⾔でき
るように⼼かけましょう。



今後の予定

今年度は全3回開催されます！

回 ⽇程 場所 テーマ

第1回 5⽉11⽇（⽇）
14時〜16時

豊岡市⺠会館4階
⼤会議室 施設の機能や規模を考えよう

第2回 6⽉28⽇（⾦）
19時〜21時

豊岡市⺠会館4階
⼤会議室 施設の配置を考えよう

第3回 8⽉22⽇（⽊）
19時〜21時

豊岡市⺠会館4階
⼤会議室 施設の運営を考えよう

※ テーマは変更になる場合があります

済


