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第９回庁舎等基本計画策定審議会議事録 

 
日時：平成２４年１１月２２日 １４：００から 
場所：伊予市市民会館４階第６会議室 
参加者：策定審議会委員１７人、事務局１１人、委託業者２人、傍聴者１１人 
 
１ 開会 
２ 議事 
（１）第８回庁舎等基本計画策定審議会議事録について 
（会長）先日国会が解散になり、いろいろ周辺が賑やかになった。本審議会は

投票日の後くらいにうまくまとまればいいなと思う。前回の議事録につ

いては事前に配布しており、確認いただいたと思う。よろしいだろうか。

それではこの内容を市のホームページに公開したいのでお願いする。 
 
（２）複合施設のゾーニング（案）について 
（会長）今日は非常にステップの進んだ資料が出ている。複合施設のゾーニン

グ（案）について、図面が 2 枚あり、ここで集約するものについての素
案としてブロック案が示されている。多分お気付きだと思うが、高齢者

関係の施設が取り除かれている。そのことも含めて事務局から丁寧に説

明いただくので、しばらく時間を頂きたい。 
（事務局）本審議会で話し合っていただくためのたたき台（試案）として、計

画図面を作成した。まず設置計画（案）をご覧いただきたい。現在の中

央公民館及び駐車場の敷地に複合施設を建築する計画であり、現保健セ

ンターの敷地に立体駐車場を予定している。北側の市道からスロープで

進入できることとしており、駐車スペースは立体駐車場が 4 層利用で約
180台、その他の敷地に約 30台、合計 210台を確保する予定である。続
いてゾーニング計画（案）をご覧いただきたい。縦長の図面であり、下

から順に 1階、2階、3階と図示している。まず図書館の諸室は 1階、2
階部分に設ける。蔵書冊数は図書館建設検討報告書で示す 12万冊として
いる。2階にすることで、例えば 1階は児童図書を中心として、読み聞か
せコーナーなどを設け、2階は学習室や静かな環境が必要な蔵書を集める
など、棲み分けが可能となる。歴史的な資料などの収蔵関係の諸室は 3
階部分に設けることとしている。文化ホールについては、通常の施設よ

り天井の高さが必要な事から 1 階部分としている。稼働率及び将来の維
持管理費や修繕費を考えると、大きな施設は稼働率の低下や将来の財政



2 
 

的負担が大きくなることが予想されるため、利用者の使い勝手が良い大

きさ、例えば市内の小中学生 1 学年が集まって演奏会等ができる 350～
400席程度の多目的に使用できるホールを想定している。利用者が使いや
すいよう控室、リハーサル室、貸しスタジオ室なども充実させる。中央

公民館は 2階部分をメインとする。 
    老人福祉施設は他の施設とは性質が異なり、管理を分ける必要が生じ

るため、施設管理面では複合化のメリットが少ない施設だと考える。た

だし高齢者の憩いの場として大変親しまれており、今後の高齢社会を考

えると引き続きこの地域に必要な施設である。そこで、この施設の近く

の別の場所に老人福祉施設を計画することとする。複合施設建設中もサ

ービスを中止することなく使用できるよう配慮をし、さらにユニバーサ

ルデザイン等を取り入れた高齢者にも優しい施設を目指したいと考えて

いる。 
    このゾーニング計画案はあくまでも案であり、これをベースに皆さん

の力をお借りし、より良いものにしたいので、直言をお願いする。 
（会長）石本建築事務所からの補足はないか。 
（業者）当初は 200 人程度の集会場というところから始まった。それで複数回

のグループワークを通して皆さんの意見を聞くと、いろんなことができ

る文化ホールが必要だと分かった。そういう内容を事務局と協議した上

で見直し、修正を行ったものを今日は提示させていただいている。 
（会長）ありがとうございました。これまでのワークショップでの議論でも、

全てを盛り込むのはかなり厳しいという意見は出ていた。もちろんそれ

以外にも様々な問題が出ていることは認識している。老人福祉施設につ

いて複合化の意味があるのかという意見が出たことも事実である。それ

から工事中でも機能は継続しないといけないということも同時に担保し

なければならない。市の行政サイドもいろいろ頭を悩ませたようである。 
    今日の段階では、少し機能を整理しようということが一つ大きな目標

であり、かなり具体的な中身が出てきた。その中で老人福祉施設につい

ては、市の責任で近隣の別の場所に新しいものを建設し、これまでの機

能プラスアルファを担保したいということである。何もかも複合施設の

中には難しいということが現実だったので、老人福祉施設をどこかに移

すことを前提にゾーニング計画を進めたようだ。中央公民館、図書館、

中央公民館に付随したスポーツ施設に加え、文化ホールの機能を入れる

と、おおよそこういうゾーニング計画ができ上がると示されている。 
    時間的に長くはできないが、このゾーニングプランについて議論をし

ていただき、その上で時間があればミニワークショップを引き続きやろ



3 
 

うと考えている。進め方としては、まずゾーニング計画の中で、老人福

祉施設をほかに移転することについてご意見を頂きたい。それ以外の機

能についても移転するという意見もないわけではないが、一応老人福祉

施設についてどうなるかという結論が得られればありがたい。もちろん

いろんな条件が付いても結構である。そこを踏まえてゾーニング案の議

論を進めたいと思う。老人福祉施設についての移築、新築ということで、

場所は市でもまだ考えているようであるが、先ほど私が確認した「近隣」

という範囲で思っていただいて結構である。ご自由に意見を頂きたい。 
（委員）老人福祉施設だけ外すということであった。ここで例えば中央公民館

は会議室、多目的室、工芸室、調理室などと書いてあるのだが、どれく

らいの平米数があるのか。これだけの部屋数を書くのは良いが、こんな

に取れるものなのか。どれくらいの平米数で捉えているのか分からない

と、皆さんこれで減らすか減らさないか、良いのか悪いのかということ

にもならない。ちょっと教えていただけたらと思う。 
（事務局）今想定している平米数を答える。図書館 1,360 ㎡、文化資料館 492

㎡、文化ホール 1,198 ㎡、中央公民館については 1,182 ㎡、あと共用部
分 777 ㎡で合計 5,009 ㎡の計画である。広さ的には、中央公民館の現在
の機能をだいたいカバーできると考えている。 

（会長）数字上では、3階建てのトータルとして約 5,000㎡だと。 
（委員）これは延べ床面積だな。平米数で言うのは分かるが、図書館は 1、2階

だから割らないといけない。上が広くて下が狭いとか割り方が分からな

い。文化ホールは楽屋、リハーサル室、練習室とあるが、大体どれくら

いのメーター数になるのか。2階の空欄部分は客席だとは思うが、ちょっ
と想像が付きにくい。 

（業者）模式図のため分かりづらい所もあろうかと思うので、補助的に説明す

る。まず緑色の部分が図書館である。1階と 2階に分かれて配置しており、
1 階部分が約 640 ㎡、2 階部分が 720 ㎡と若干 2 階が広い構成となって
いる。続いて文化ホールである。細長い四角の部分が舞台であり、文化

ホール建設検討報告書で書かれている規模を概ね実現できる広さを想定

している。「客席など」には倉庫など含まれるが、400席程度は取れる広
さを仮に算定している。文化ホールの舞台や客席は高い天井高が必要に

なるので、破線になっている 2階、3階部分は空間になっているイメージ
を持っていただくと分かりやすいと思う。舞台に隣接して、グループワ

ークの意見にもあった楽屋やリハーサル室、練習室などある一定の規模

は確保できる大きさを想定している。それで 1 階のピンクの範囲を合計
すると 1,198㎡である。1階、2階とあるが、基本的に文化ホールは 1階
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からお客さんが入るイメージで完結するモデルを作っている。続いて公

民館（ブルーの部分）である。先ほど 2 階を中心に配置するという説明
をさせていただいた。この 2 階部分で 592 ㎡を想定している。1 階部分
には現在レクリエーションや軽スポーツ、集会などで使われている屋内

体育施設的な多目的ホールを想定し、広さは 448 ㎡程度である。その他
この施設全体の受付業務や施設管理を行う事務室などを計画している。 

    350～400席としている文化ホールが 500席になる場合には、2階席を
設けるなど専門的な話が必要になるのだが、現在伊予市の判断としては

350～400 席ということで 1 階のワンフロアで完結させる考え方でいる。
あくまでも一つのたたき台として作っているので、今後これは精査して

いくべきものとして捉えている。 
（会長）おおよそのゾーニング計画であるので、今提示いただいた平米数はま

たバランスが崩れるかもしれないし、増えたり減ったり、あるいはもう

少し時間があれば、次の機会になるかもしれないが、今入れている施設

をもう少し整理しても良いのでは、という意見もあってもおかしくはな

い。冒頭に申し上げたとおり、特に老人福祉施設については、市の方で

積極的に他所できちんとしたいという意向をお持ちであるが、この件に

ついてはいかがだろうか。そこをきちっとされると、この案でさらに議

論できるとは思う。 
（委員）この文化施設には、街中と開かれた関係を持つということが最初にあ

ったと思う。今は街で歩ける範囲でいろんなことを楽しむ空間作りや、

商店街をきちんとしていくことも進めているとも聞いている。今回の老

人施設は、そういう人たちが安心して動ける範囲内に造っていただくと

良い気がする。そして郵便局の所も考えると、そこと街中をどう繋いで

いくか、活用していくかということで、活動の場として一般市民が使う

なら活動範囲が広がると思う。 
（会長）老人福祉施設がほかの所にあったとして、近隣であれば良いのではな

いかということである。生涯学習ということでは、例えば高齢者施設も

ここにあって、図書館や中央公民館も一緒に利用できるという考えもな

いわけではない。しかしながら、申し上げたとおり短い時間ではあるの

だが、技術的にその施設をどこかに作って、継続利用を担保しておかな

いといけないということがある。その代替施設を考えるという観点に立

つと、代替施設をプレハブで造るわけにはいかないので、別の所に機能

的なものをきちっとするというのが市の考えである。その施設の場所は

全然まだ決まってないらしいが、近隣という事を条件とするならば、こ

れまでのご利用の方々に対して不便のないという前提のようである。 
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（委員）一つ質問をしたい。今会長も老人福祉施設を動かすという案をおっし

ゃった。スケジュール的な話であるが、仮設は造れないという話もあっ

たのだが、同時進行でその施設を造る考えがあるのか。 
（事務局）まず、老人福祉施設を他の場所に造る計画を立てる。そこが完成し

て機能移転をした後に、この複合施設の建設に入る形になろうかと思う。 
（業者）配置計画（案）の図を使って説明する。ここでは複合施設と立体駐車

場という描き方をしている。この複合施設と書かれている辺りに現在は

中央公民館と老人福祉施設の建物が建っており、立体駐車場の所に保健

センター並びに図書館がある。それで、この複合施設を建設しようとす

ると、自ずと中央公民館と老人福祉施設は工事期間中何らかの形で移転

が必要となる。その際に仮移転とするのか、両方とも移転するのかとい

うのが、この機能を複合させるかどうかの検討のきっかけでもある。複

合施設を建てるゆえに、工事中は使えなくなる期間があるということも

認識した結果、そういう判断に至ったということを補足する。 
（委員）私がしたかった質問は、そこがからんでくる。今あるものの場所に新

しいものを造ると、今ある機能は全部停止する。その段階において、図

書館、公民館機能はさておき…というのは失礼な言い方かもしれないが、

老人施設機能に関しては、いわゆる 1 人の人間は歳を重ねて必ず年老い
ていく。体もなかなか自由に動かなくなっていく中で、やはり元々ここ

にあった機能を、今回の条件を優先するがゆえに「棚上げ」ではないの

だが、老人施設をどこかに移しますという言葉だけでここから外すとい

うことが、私一個人としては、そういう考え方をせざるを得ないかなと

はちょっと言えない。老人施設の専門家ではないけれど、何となく心に

引っかかってしまう。言い方を変えると、動かすということに関しての

意見ではないのだが、動かすに当たって、この会議の審議からは外れる

可能性はあるが、どういうスケジュールで動かすのか同時進行で検討し

なければいけないと感じている。市にお任せして検討していただかない

といけないが、随時、こういう形で変わっていきますというような報告

をしていただいて、こちらからでも意見を出させていただける機会があ

るのであれば、そういう配慮をしてほしい。皆さんそれぞれの専門が違

うのだが、これは非常に大事な施設なので言わせていただいた。 
（事務局）仰せのとおりである。老人福祉施設は大変大事な施設であり、元あ

った場所に同様のものができるというのが、ごく自然な成り行きである

と思う。ただ、複合施設を建設するに当たり、建設方法とか後々の利便

性などを考えると、他の場所に移転する方が良いと考えている。新たな

場所に対する老人の方々の足の確保についても、入念に検討する。また
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市民への情報公開は常時行う考えとしているので、よろしくお願いする。 
（会長）ひょっとしたら先に老人福祉施設をどこかに造らないといけないかも

しれない。そのタイムスケジュールをここで審議する必要はないかもし

れないが、継続的に利用が可能なように、ちゃんと受け皿づくりをしな

いといけない。それは審議会でのお願い事項みたいなものになる。その

ことをきちんと自覚すれば、新しいものができるまでのしばらくは誰も

知りませんという事にはなりにくいのだが、そういう案はあるのか。 
（業者）老人福祉施設の機能は継続すべきであると考えている。仮にここで老

人福祉施設を残すとしても、工事中はどこか別の施設で代替させないと

いけない。外す場合もどこかの施設を確保した上で継続させる、あるい

は仮の場所を決めてさらに新しい所に入るとか。技術的にはいくつも考

えられるが、この審議会の提言としては「老人福祉施設に関しては市民

が継続利用できるような配慮を求める」ということは、必ず書き記した

いと思っている。 
（会長）そういうことが前提になるならば、ということである。ただそういう

言い方をしながら、もし認められるならば、この中央公民館や文化ホー

ルの建替えに先んじて、老人福祉施設の場所をきちんと設定し、中身も

きちんとして、若干でも先行的に造られればならない…ということが約
束される。その結論というか市に対する提言の仕方あるいは求め方につ

いては、次回あるいは最終回に持ち越さざるを得ないと思う。その時ま

でに、市が考えられることがあれば、補足的に説明いただくことにする。 
    当面老人福祉施設については、間を空けることなく、高齢者の方々が

これまでどおり施設が使える施設を市がちゃんと保証するということを

前提として進めるくらいしか私も言えない。それで次の作業に移ってよ

ろしいだろうか。 
（委員）今の老人福祉施設は社協が管轄している所とか、福祉バスで元気な方

が来られて演芸をやっているとか、とても広範に分かれているようで、

私も実態がよく分からないのだが、新しく保健センターもできるので、

その保健センターを有効に使えるような…福祉バスもちゃんと停まるだ

ろうから、そこをどう使っていくかということにも関係するのかなと思

った。これは私たちには分かりにくいことなので、福祉方面とどう融合

させていくか考えていただきたいと思う。 
（会長）他にないだろうか。それでは、老人福祉施設については、ここの場所

ではない所に新築を求めることとし、改めてこのゾーニング案、先ほど

面積も出てきたが、これについて意見を頂きたいと思う。舞台面積など

具体的に出ていると感じた委員もおられるかもしれないが、全体をとに
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かく当てはめてみたというだけなので、ここからいろいろと大きく動き

始める。この案について何でも結構なので意見をお伺いする。 
（委員）新しい文化施設を考える上で、そこに出ている文化ホール機能と公民

館機能をうまく連携させることが、この施設の大事なポイントかなと思

う。横のつながりをしっかり持って、兼用できることは兼用するという

柔軟な運営を望む。それから多目的ホールは、今バレーボールや体操な

どに使われている所ということであるが、あそこは社会教育団体が無料

で使える所である。無料で使えるから使われている方も多いけれど、体

育館はウェルピアの体育館や森の体育館もある。他の運動施設の使用料

なども考えて、動ける人たち、この運動している若い人たちには動いて

もらい、この体育館の形態を考え直してはどうか。ただ使っている人が

多いということだけで残すのは意味が違うのではないかと思った。 
（会長）この中央公民館機能の多目的ホール（体育館）の意見が出た。中央公

民館機能をどうするのかについては、確かにもう少し議論してもいいか

もしれない。 
（委員）今の意見を否定するかもしれないのだが、これからワークショップを

やっていく中で、図書館にはお茶を飲む部屋が必要になるかもしれない。

最終的にはもしかしたら中央公民館もここに入れなくてもいいという流

動的な発想をすれば良いのではないかと思う。今は中央公民館も入るよ

うになっているけれど、これを外しても構わないという発想も良いので

はないか。ワークショップでいろんな意見が出て触らないといけないと

なったとき、外すと言ったらここしかない。中央公民館も他所に持って

行くという考えを置いておけばいいのでは、という意見である。 
（会長）ありがとうございます。他にはないか。 
（委員）このゾーニングで、全体の機能は入ると考えてよろしいのか。 
（業者）単純に当てはめただけではなく、使い勝手も配慮しながら計画してい

る。例えば中央公民館と文化ホールは別には見ているが、楽屋、リハー

サル、練習室は中央公民館と密接に関係し合う機能だと考えており、隣

接あるいは積層させることにより、相乗効果が出る機能だと捉えている。

それから共通ロビーを持たせることにより、例えばグループワークで意

見があったように、市民の方の展示をここで行う、あるいは多目的ホー

ルで行うということも想定しながら計画していることを補足しておく。 
（委員）ということであれば、このゾーニングで良いのではないか。中央公民

館については、基本的には文化ホール、図書館とは少し使い方が違うと

思う。特に郡中地区と、全体の中央公民館を考えているので、こういう

機能を持つことには、私は賛成したい。 
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（会長）ありがとうございました。他には。 
（委員）図書館のグループワークの時からずっと出ていた意見の一つとして、

中で飲食ができるレストランなりカフェなりがこの中にあってもいいの

かなと思った。 
（業者）先ほど面積を述べたが、あくまでモデルとして出しただけである。飲

食できるスペースなど、細やかに配慮した状態ではないと捉えていただ

きたい。例えば、飲食できる場所を共通ロビーに隣接して設けるのであ

れば、その部分の面積が必要になってくる。あるいは現在予定している

機能からいくつか削るという意見が出るかもしれない。そういう流動的

なところはある。飲食できるあるいは市民がくつろげる場所は、グルー

プワークで出た意見としてしっかり認識しているので、そういうものが

出てくるならば、この共通ロビー辺りを充実させることに繋がるであろ

うと捉えている。 
（事務局）今回計画している図書館の目玉を若干説明させていただきたい。特

長としては、子どもやお年寄りが使いやすい環境を整えるということを

主眼にしている。子どもは黙っておけと言われてもしゃべるものであり、

大人のいうことを聞かないこともある。したがって、子どものコーナー

と一般のコーナーを分離して、子どもが少し話をしても一般の利用者に

は迷惑のかからない構造とする。1階部分に子どもやお母さん、高齢者の
方々、2階は一般利用の学習などに特化したいと考えている。読み聞かせ
コーナーや絵本、紙芝居のコーナー、ベビールームなども 1 階に集約し
たいと考えている。 

（会長）これまでのワークショップにより、頂いた意見を積極的に取り入れよ

うということである。最終的な図書館機能の充実という、充実の中身に

ついては、少し新しいところも踏まえられると思う。多目的ホールにつ

いては、市の方でここに置かざるを得ないという考えである。そのこと

について意見があれば披露いただきたい。他にないだろうか。 
（委員）図書館と文化ホールについては、今までいろんなワークショップをし

てきたのだが、中央公民館については内容が理解できていないので、ど

こまでのものがいるのか分からない。今は体育館の施設があるのだが、

森の体育館とか今度の保健センターにも体育館ができるという話を聞い

ている。この多目的ホールでスポーツができる天井の高いホールがどう

しても必要なのか。もし体操とか会議とか高さの要らないスペースで良

いのであれば、1 階に飲食のスペースを置いて、2、3 階をホールにすれ
ば十分ではないかと感じる。中央公民館にはそういう施設が必要なのか

なという疑問である。 
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（会長）現段階の市の考えとして、後でまとめてお答えいただく。他にないか。 
（委員）この施設を使って何をするかという事業ビジョン、そういう計画がな

いと箱物になってしまうよという意見が前回出てきたと思う。だから、

建設計画とは別にやはり事業計画や運営体制を考えるソフト面について

検討・準備する組織を早急に立ち上げていただければ、両面でやってい

けるのではないかなと切に思う。 
（会長）ソフト面である。もう後 2 回しかないので、なかなか中身まではでき

ない。そういうこともきちっと考えてほしいという願望的なことを、最

終段階で具体的にお示しできたらということになる。他には。 
（委員）私は公民館をたくさん利用させていただいている。今は調理室が 3 階

にあり相当不便である。建て替えの際には 1 階にしてほしいという要望
である。 

（会長）ありがとうございます。いろんな意見が出てきたが、ちょっとここで

大きく整理すると、中央公民館機能をどこまで入れるのかというのが 1
つ。スポーツ機能が中心かも知れないが、多目的ホールをここでどう考

えるか、保障するのかが 2つ目。3つ目がソフト面について、この審議会
でどこまで議論するかは別として、少しお考えくださいという言い方を

したいということ。多目的ホールと中央公民館機能については市の現段

階での見解を、ソフト面については徳永氏の手が挙がっていたので補足

していただければと思う。 
（事務局）多目的ホールについて。現在の利用としては、公民館活動でのレク

リエーション活動、主にスマイルボーリングや軽スポーツ、バドミント

ン、卓球等の利用があり、かなり高い頻度で活用されている。おっしゃ

られたように使用料を頂いていないというのも現実である。ただ現在の

機能を担保しながら改めて図書館と文化ホールを貼り付けたいというの

が市長の提案であった。ただ老人福祉施設については先ほどのとおり機

能的、スケール的にこの場所には置けないので外した。体育施設につい

ては他の公民館にはない特質なものが備わっているという現状である。

これは、この審議会の中では十分に議論できないかもしれないが、その

後の市民ワークショップなどで大いに議論していただき、市民にとって

一番良い施設になるための検討課題にさせていただいたらと思う。 
（徳永氏）ソフト面について。前回のワークショップでも申し上げたのだが、

文化ホールについては、明快な法律的な根拠がないので、地域差がもの

すごくある。非常に細かく、憲法のようなものを決めている所もある。

大変申し訳ないが、今の伊予市市民会館は単なる箱、スペースである。

これは私の個人的な要望でもあるのだが、管理運営計画とか運営指針と
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か、少なくとも10年くらいは文化ホールに関してそれでやろうよという、
指針ないしは計画を策定すると同時に、ぶれない運営を考慮する必要が

あると思う。そうしないと、公民館との柔軟な相互管理というのがしづ

らくなる。先ほど無料という話があったけれど、公民館が管理する室が

無料で、文化ホールのリハーサル室、会議室が有料であれば、どちらを

使うかは火を見るより明らかである。そうすると文化ホール側の収入が

減るという不思議な事態が起きてしまう。これはもちろん今後の 2 回の
会議でできるわけはないので、今後そうした文化ホールに関する管理運

営計画を一緒に作っていく必要があると申し上げる。 
（会長）ありがとうございました。それから調理室のことについてはどうか。 
（業者）仮に想定している施設計画では、調理室を 2 階に設置する絵を作って

いる。今の中央公民館は上下の移動が階段であるが、新しい複合施設は

エレベーターをしっかり設置したいと考えている。もちろん 1 階の方が
ものを出し入れしやすいということはしっかり理解しているのだが、今

のところ複合する図書館や文化ホールの重要さを優先しているため、結

果的に 2階に配置しているのが現在の考え方である。 
（会長）細かいことは設計の段階で変わることもある。移動については今の階

段で上り下りではなく、エレベーターの設置によりあまり困難ではない

と。それでも 1 階にないといけないかどうかは次の段階でも良いかと思
う。市の説明では、多目的ホールや中央公民館機能は、まず現状をその

まま継いだ形でやらざるを得ないという発言だった。ただしここで積極

的に踏み込んで議論し、一定の結論が得られるならば、そのこともちゃ

んと考えざるを得ない。この件についてはいかがだろうか。確かに体育

スペース、特にスポーツ施設がなくなってしまうとかなりダイナミック

に変わっていくのも事実である。今日の段階では言いっぱなしでも結構

だ。そのことをお聞きし、次回の中間報告の中で細分化したいと思う。 
（委員）今言われた調理室一つにしても、市内にはたくさんある。いろんな所

にいっぱいある。しかし使い方とか使い勝手、利用料金がトータルでき

ちんと分からない。何時から何時までどう使っていいという、利用する

側からの視点で分かりやすいインフォメーションがない。 
    言いっぱなしでいいというから言いっぱなしで理想的な事を言う。金

沢の市民芸術村を例に挙げるととても分かりやすい。そこは 24時間 365
日利用ができる所であり、利用状況をクリックすれば夜中だけ使えると

か後は全部詰まっているとかすぐに分かる。伊予市ではそういうことが

できないので、どこに何があって、どういう利用料金か、どういう利用

ができるかという、使う側から分かる方法を考えていただきたい。イン
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ターネットが使えない人でも、例えばここの事務室に行けば説明しても

らえると。市民と行政が近寄っていけば、より文化度が高くなるのでは

ないかなと思う。 
（会長）ありがとうございました。広い意味の管理運営である。どこかに 24時

間空いている情報ステーションがあると。そこに行ったら分かるし、そ

こからいろんな事が発信されて、家にいても分かると。それも良いと思

う。やろうと思えば簡単である。他にはないだろうか。 
（委員）敷地に逆戻りして質問する。当初から窮屈な場所だという考えがあり、

ここに来てどうもはみ出るという説明であった。今公民館の話がされて

いるのだが、先般館長さんと公民館の運用状況を話した。市の施設で利

用者が一番多いのは公民館だそうだ。今回の公民館が今よりずっと素晴

らしいものになったら、利用者が増えると思う。 
    今示されているホールの客席が 400 となっており、大きな催しで例え

ば 400人来たとする。先ほどの話で駐車場が 200台ほどしかないようだ
が、400人集まる行事と普段の日常の来客数を重ねた時に、来館者はどこ
に置く予定なのか。歩いて来い、公共機関で来いと言えるのか。それと

も今当たり前のように皆さんフジに置いている。それをいつまでも続け

るのか。その辺も含めて教えていただきたい。 
（会長）アクセスの問題だな。可能な範囲でお答えいただきたい。 
（事務局）先ほどの説明のとおり、立体駐車場は 4層利用で 180台程度、もし

郵便局の敷地を購入できることになれば35台程度の駐車可能スペースが
できる。それで 220 台は確保できる。それから基本的に文化ホールの大
きな催しは土日、祝日の可能性が高い。その場合には、市が現在所有し

ている市役所庁舎南側の 2 階建て駐車場や職員が借りている駐車場も共
用してもらうことを考えてみたいと思う。今後検討を加えてできるだけ

駐車場を確保していきたいと思うので、よろしくお願いする。 
（会長）皆さん全部車で来ると確かにパンクするかもしれない。かなりの駐車

スペースが用意されるということではある。合わせて周辺のアクセスに

ついても、いろいろ市の方で考えられているようである。例えば郵便局

の敷地も購入したいとは言われている。最終決定ではないが、そういう

ことも含めて、駐車スペース、アクセス、いろんなことを整理したいと

思う。ただ、それも同時並行で進めなければいけない。 
（委員）ちょっと確認しておきたい。文化ホールの舞台には車は付くと考えて

よろしいか。 
（業者）先ほどのゾーニング案で行くと、文化ホールは南東の辺りに計画する

ことになろうかと思う。舞台への物資の搬出入はその裏側から行うこと
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を想定している。補足であるが、防音のことも考えると、JRが走ってい
るので、このように一つ公民館のようなものを入れると、文化ホールの

音は格段に条件の改善がなされることにも配慮している。 
（会長）ありがとうございます。それぞれ意見を頂いた。それ以外の方々も多

分何か一言あるかと思うのだが、一応この全体議論はここでストップし

て、ワークショップの中でまたご意見いただく中で今日の議論を閉じよ

うかと思う。次に移りたいと思う。 
 
（３）配布資料の説明について 
（４）グループワーク 
（会長）今日のワークショップは少し短めなもので整理したいと思っている。

それではよろしくお願いする。 
（業者）会長からも話があったように、ゾーニング案というかなり具体的な情

報を踏まえた上で、今日はグループワークに臨んでいただきたい。 
    図書館については 2 回グループワークしており、文化ホールについて

は前回文化ホール建設検討報告書を配布している。この中で今回の施設

計画にも影響するのだが、設備あるいは部屋について具体的に議論する

ことで、重要なものを検討したい。もちろん重要なものは優先順位を高

めるべきであるし、優先順位の低いものは精査すべきものと考えている。

今回は文化ホールの詳しい機能について、徳永氏に説明をお願いする。 
（徳永氏）今回 2つの資料を用意した。1つ目は「文化ホールに必要な設備は。」、

これは今からやる。2つ目は「自分たちが主催者になるとしたら何が実施
できるか。」。こちらは今後市民がソフト面の中心になると、何が必要で

どんなリスクを負わなければならなか。先ほど金沢市民芸術村の話があ

ったのだが、時間があれば概略を説明して、今後の要望に繋がる材料と

させていただければと思う。 
    文化ホールに何が必要かと言うと、議論になりやすいのは客席数であ

るが、客席数は所詮入る人にすぎない。先週いわき市のアリオスという

大きな文化施設に 3 日ほどいた。そこで業界では有名な支配人の大石さ
んが、客席はたいして問題じゃない、300 を 500 にするのは簡単だと気
楽におっしゃられた。見づらい席をいっぱい造れば、同じ広さで 500 は
入れることもできると。だからそこで喧々諤々してもそれほど意味はな

いという話だった。では何が大切かというと、それは伊予市文化ホール

建設検討報告書に結構素材があるよという話だったので、既に共通で持

っている伊予市文化ホール建設検討報告書の中から、一緒に考えていき

たい。 
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○ 舞台の広さ 
    まず文化ホールの命は舞台の広さなので、舞台の広さから考えていく。

今の伊予市市民会館、間口が 12.6m（7間）で奥行が 5.4m。今の施設か
らすると、極端に奥行がない。何かをちょっと置くと前は 3m しかない

状態になる。検討報告書では間口 10.8m、奥行 10.8m（袖を除く）とい
うことで、いわゆるスクエア、正方形としている。すごく奥行があるの

だが、いろんなものを置くと、実際に使える場所は 6m～7mくらいであ
る。いろんな専門家の方の話では、10.8m という長さは、演劇とかコン

テンポラリーダンスとか小さなミュージカルをやるにはちょうど使いや

すい。ところがバレエの発表会をやるには足りないようだ。人が左右に

大きく動く催し物の場合は、もう少しあった方が良いという忠告を受け

ている。ただ 10.8m というのは標準ではあり、今のところ石本建築事務
所も 10.8m くらいで考えられている。これをどうするか。舞台袖を広く
取ればある程度間口は広く取れる。ただし客席の端っこから少し見切れ

る1場所ができる可能性がある。資料のいわきアリオス中ホールは 2階席
と周りにずっと客席があるのだが、これを取っ払った 1階席は 400席弱
である。ここは客席も全て可変でフラットにもできるし、横の座席も引

っ込んで照明が出るようになっている。舞台は可変間口であり、ここで

は舞台の端から端までが 8間（14.4m）ある。6間（10.8m）にした写真
では、8間に比べて舞台が前に出ている。この舞台は引っ込めることもで
きるし、両側の席をカットして花道を付けることもできる。8間では横に
あった客席がなくなり、照明に変わっている。今の技術的では簡単なこ

とである。舞台が前に出ると舞台前に照明が当たらなくなるので、照明

もスライドで前に出てくる舞台機構になっている。6間で 1階客席が 300
席程度である。間口の高さは基本的に一緒で 10.8m、奥行が 14.0mの舞
台である。 

 
○ 楽屋 

    意外と大切である。今の市民会館を見せていただくと、事実上楽屋は
ないに等しい。例えば役者が来てお化粧を直すとか、ちょっとした所作

をするとか、そういう時片面は鏡になっていてほしいのだが、そういう

状況でもない。応接室と和室もない。建設検討報告書には、数・広さに

ついての記述はないが、楽屋が必要という事は書いてある。楽屋ははっ

きり言ってもめる。隣の内子町では文楽を夏にやっているのだが、その

                                                  
1 見切れる…舞台袖で待機する出演者や舞台装置など、客席から見えてはいけな
いものが見えてしまうこと 
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ときに楽屋を新設した。その際相談に乗ったのだが、国立文化劇場の中

で顔を合わせたくない人はいませんかと聞くと、いますと。つまり文楽

の座員さんの中で、偉い人たちを含めて、あいつと一緒の楽屋は絶対嫌

という人がおられる。当然男女の別がいるし、絶対 1 人じゃないと駄目
な人もいる。そうこうすると、どんなに少なくても楽屋は 4 ついる。男
女 2つのホールは大体もめてパーティションを作ったりしている。 

    皆さんオーケストラをやりたいと気楽におっしゃるけれど、40 人が舞
台に立つ時には、40人がゆったり過ごせる楽屋が必要ということである。
普通のオーケストラになると 80 人だから、80 人がゆったり過ごせる非
常に広い楽屋がいるということである。いわきアリオスの場合は、大中

小と 3つのホールがあるので、1つの楽屋で 100人入れる所も含めて 30
近くある。 

 
○ リハーサル室 

    リハーサル室って何という方もいると思う。リハーサル室というのは、
普段大舞台を使わずに練習したり言葉どおりリハーサルしたりする場所

である。ホールを造ってみると、この利用がすごく多い。松山市民会館

ではリハーサル室、練習場がほぼ毎日夕方から埋まっている。週末は下

手すると半年前から埋まっている。坊っちゃんスタジアムで稼働率が一

番高いのは、メインスタジアムの下にあるリハーサル室である。伊予市

の市民会館にはない。それで、検討報告書にはきちんと「実際の舞台（主

舞台）と同等の広さを持つものが必要である」と書いてある。素晴らし

いなと思ったのが、主舞台と独立した運営が可能となる機能が必要だと。

愛媛県民文化会館（ひめぎんホール）には、立派なリハーサル室があり、

そこでお芝居やミニコンサートも十分できるのだが、基本的に単独の貸

し出しはしていない。100～200のホールがない松山市にとっては、使い
たくてしょうがないのだが、県文化振興財団主催の事業以外は使わせて

もらえないことになっているので、独立性にはしてほしいと思う。資料

にはアリオスの中リハーサル室（中ホールにあるリハーサル室）を掲載

している。割と重要なのは、上部にライトを吊るせるバーがいくつかあ

り、リハーサル室全体に光が行きわたるようになっている。また鏡が設

置されており、自分たちの動きを見ることができる。カーテンを引けば

会議にも使える。ここは定員 135 名とあり、消防署にちゃんと届けるこ
とにより、催し物ができるよう定員を設定している。定員をきちんと取

って、独立した運営ができるようにしておくと、いろんなイベントがで

きる。事実上小ホールが持てるということである。 
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○ 会議室 
    今の市民会館には会議室だけすごくたくさんある。この会議室こそ先

ほど皆さんから話が出ていた、中央公民館と共用できる部分ではないか

なと考えている。検討報告書では、練習室機能を持った防音、空調がき

ちんとしている会議室と書かれている。これはやればやるほどお金がか

かるので、最終的には予算と広さの問題でどれを取るかということにな

る。 
 

○ ホワイエ（ロビー） 
    従来の市民会館のロビーは、600人入って一気にはけてもらうというの

は、個人的に想像したくない。非常に厳しい状況であることはよくお分

かりかと思う。検討報告書では「トイレや物販に配慮した広さと機能」

ということであるが、現実的には先ほども話が出ていたけれど、サンド

イッチくらい持ってきて食事をされる方も多いので、割と大切であるし、

難しい場所でもある。高校生が来ていちゃいちゃするのもこの場所であ

る。共通で誰でも入れるスペースにすると、若い男女の事件のみならず

いろんな事件が起こる。だからこここそ維持管理も含めて市民力でより

良くする必要があると思う。 
 

○ その他、カフェ、通路壁面など 
    飲食できる場所と言えばカフェとか通路とかになる。カフェやレスト

ランは市民からの要望が多い施設であるけれど、最大のハードルは運営

者の問題である。ものすごくしょっちゅうつぶれる。昼間ものすごく安

いランチを出している所は入るけれど、夜は人が入らないためである。

基本的にホールで催し物がたくさんあって、打ち上げをできるだけそこ

でやってあげようという共有関係があれば良いけれど（難しい）。もう一

つ、伊予市の場合は中心市街地なので、街の飲食店との問題がやはりあ

る。行政が安い家賃で貸している、言わば行政が造っているという状況

の中で、営業妨害と言われたカフェもある。これはもうカフェを立ち上

げる段階から地元の業者さんと一緒にやるということが必要ではないか

と思う。 
    いわきのアリオスでもうまく使っているのが通路壁面である。ホワイ

エの部分ではあるのだけど、そこでいわきの高等専門学校の写真展をし

ていた。とても見る方が多い。利用料がタダという訳にはいかないから、

すごく安いお金で貸すとか、主催をする場合の展覧会はタダにするとか、

こういう場所は必要である。 
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    キッズルーム、サポーター室、市民活動室、市民談話室など、誰が管
理しどう運営するのかは今後の問題であるが、そういうスペースもある

と良い。幾つかのホールで良いなぁと思ったのは、市民談話室にコピー

機とチラシ置き場がある。市民の皆さんが管理をされているのだけど、

自分たちの催し物のチラシをそこに置いてもらえる。コピー機 1 つある
だけで、みんなが集まって活動している。今市民が管理すると申し上げ

たが、最大の難しさはそこの所の仕分けである。あまり厳しく仕分けて

しまうと、全然楽しくない。そこで中学生や高校生が自習しているのを

排除していいのかどうかという話は複数の文化施設から聞いた。排除し

てしまうのはどうかという話もあれば、やはり市民活動のための会議を

したいから勉強をしている関係ない人は出ていってよという話もあった。

市民の広場として文化施設を整備するときには、必ず出てくる問題であ

る。 
 
    皆さんに考えていただきたいのは、先ほどのゾーニング案の中で、今

出てきた 6 つの優先順位を付けていただく。その際に話で取り上げた文
化ホール建設検討報告書についての意見があれば、出していただきたい

と思う。 
（業者）今日はこういうスタイルを取りたいと思う。優先順位、重要だと思う

のはこの中でどれかという捉え方で発表していただく。重要なものと数

多く出てくるものは、今後ゾーニング再検討の判断材料にしたいと考え

ている。それから配布している伊予市文化ホール建設検討報告書につい

て、ここだけは気になるということも把握しておきたいので、この 2 点
について各グループで議論をお願いしたい。各グループには今日も市の

職員にアシスタントとして付いていただく。それから傍聴の方にも、模

造紙と付箋紙への記入のご協力をお願いしたいと思う。 
 
テーマ：文化ホールに必要な設備は。 
2班の意見（意見の発表順） 
（委員）1番：主舞台（バレエが盛んなので、バレエができるくらいのステージ

が欲しい。） 2 番：リハーサル室（会議室や小ホールとしての利用もで
きるもの） 3 番：楽屋（小会議室としても利用できるのではないか？）
及びロビー（緊急時も考えてゆったりとしたものがあるべき） 5番：会
議室（中央公民館との連携、兼用で機能を充実して、十分な活動ができ

るのではないか） 
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3班の意見 
（委員の意見）1番：リハーサル室（いろんなことに使用できるので、使用量が

多くなる。） 2 番：主舞台の広さ（今の市民会館よりも多少広く） 3
番：楽屋 4番：会議室 5番：ロビー 6番：その他 

（委員の意見）1 番：主舞台の広さ（客席によって異なる、客席とのバランス） 
2番：リハーサル室 3番：楽屋（舞台の横に） 4番：会議室 5番：
ロビー 6番：その他 

（委員の意見）1番：舞台（まずは見る側より演じる側に重点をおいて設計する
のが望ましい。良い演技が可能になるようにする。） 2番：ホワイエ（ロ
ビー）（観客は必ずしも目の肥えた人ばかりではなく、趣味半分で来る人

もあり。ロビー部分を広くして、ふれあう場をつくることが望ましい。） 
○ 文化ホール基本つくり…ホールで行われるもの（例）演奏（音楽、ク
ラシック、ロック）と演技（バレエ、オペラ、歌舞伎）の種類による

ホール構造をどうとらえるか。 
（委員の意見）1番：舞台（舞台と客席の一体感が身近に感じる距離） 2番：

楽屋（近い位置、壁面鏡、手洗い、化粧設備） 
（委員の意見） 

○ 座席をゆったりとしてほしい。舞台を広く。 
○ 会議室も 100人以上の部屋を作って下さい。 

 
（徳永氏）会議室、ロビー、楽屋は 2、3、4がそれぞれ結構バラバラである。 
 
1班の意見 
（委員）6つの項目を各自でそれぞれ順位をまず付け、そのトータルで優先順位

を付けた。1番：主舞台の広さ 2番：楽屋 3番：ホワイエ 4 番：リ
ハーサル室 5番：会議室 6番：その他という順番である。 

    報告書や設備関係では、まず練習スタジオが欲しい。30 ㎡くらいのス
タジオに音響機器や鏡、ピアノ、ドラムセット、和太鼓の設置をする。

それからリハーサル室（大練習室）はパフォーマンスの会場にも使える

ように。それから搬入のためトラックが横付けできるように。楽屋、給

湯室、トイレはステージに近く設置すること。カフェ・レストランにつ

いては、催されたグループのパーティや館内のケータリングができるこ

ととし、経営がうまくいくように考える。街中にある食堂や喫茶との連

携もやはり考える。ホールについては、ステージと会場が聞こえる関係

ということを大前提とし、音響を特に重点的にしてほしい。緞帳は伊予

市にふさわしい模様、デザインを考えていただきたい。それからアート
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工房についても考えてほしい。また、舞台と観客席を中心にした鑑賞だ

けのホールだけではなくて、芸術文化から生活文化、伝統芸能、国際交

流まで、鑑賞、参加、交流、創造の場であってほしい。客席数は 300~500
という話があったけれど、敷地面からの制約ではなく、伊予市の将来人

口や広域的に考えたときの条件から 300～350が妥当と考える。市の財政
とか将来の維持管理費を踏まえても適切な規模である。目標としては稼

働率 70％以上を目指し、多くの市民が参加できる文化施設を考えていた
だきたい。 

 
（徳永氏）ありがとうございました。1班から 3班ともに 1番は舞台であった。

2番目以降に関しては、意見がかなり分かれるということが分かった。キ
ーワードとしては、「創造」「参加」ということが出てきたことと、初め

て「アート工房」、美術に関する場所が欲しいということが出てきた。こ

のスペースは、文化ホールができた後に意外ともめるので、どこかで整

理しておいた方がいいと思う。それからスタジオが欲しいという意見が

あった。市の検討報告書では、会議室の防音レベルを上げる形でスタジ

オになるかもしれないというのがあった。どれくらいの機能が部屋に必

要かという議論が今後必要だと思う。客席数の議論はあえてしなかった

が、文化ホールを運営されている数人の方から、成人式ができればいい

のではないかと言われた。つまり 1 学年が全員入れる規模が適切だと。
伊予市では 350～400 程度と思う。今 250 という声も上がったが、今後
人口が減ってくるので、これも皆さんで議論していただきたい。それか

ら座席はゆったりしたものを造れば造るほど席数は減る。舞台との一体

感も減る。ここが難しい所で、豊かな生活をしていらっしゃる方ほど広

い（1人当たりの）客席を欲しがるのだが、下北沢の演劇のメッカに行く
ときゅうきゅうである。その代わり舞台と客席がものすごく近い。有名

な役者さんがすぐそこにいて、非常に密度が高い。感動を共有する世界

ができるので、まあどちらを取るかだ。ただ今の消防署は広く取れと言

われるので、放っといても広くなると考えくださればと思う。 
    「2．市民が主催者になること」について一言だけ。今日はこんなに大

変な議論が前半に行われると思っていなかったので、事前に作っていた。

これは大変面倒なワークショップ内容である。委員からも提案があった、

市民が主催者になるという時にはどんなことが起きるか。貸し館でもな

く、大規模な公演でもなく、市民自らが主催者になって、事業をやった

り、市民が舞台に立ったりというときに、どんなことが必要かという事

を書いている。これには正解がない。正解がないので、今後皆さんとま
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たお会いできる機会が仮にあれば、一緒に企画書を書くとか、助成金申

請のフォーマットを見るなどしたい。 
    この度の東日本の大震災で、文化ホールの役割がずい分変わった。あ

あいう災害があると、主催者は大変な目に会う。いくつかマネジメント

が潰れかけ、九州では 1 つはっきりつぶれた。理由としては、外国から
アーティストが来ないとか、主催が中止になった赤字を全部主催者が背

負ったとか。全ての責任は主催者に来るので、事故が起きたら何千万円

という賠償金は主催者が払うというリスクを一緒に背負わなきゃならな

い。私も小さいながら主催者をいくつかやったので、一緒に考えましょ

うということであった。今日はもう時間がないので御自宅でお読みいた

だければと思う。 
（会長）皆さんありがとうございました。徳永先生もありがとうございました。

ワークショップを 2つ用意していただいていたのだが、1つということで
あったが、とにかく文化ホールのグループワークを通じていろいろ意見

を出していただいた。また前半には 1 時間強使い、ローリングの大枠に
ついて議論いただいた。導入施設は市の責任できちっと考えてもらうこ

と、そのタイムスケジュールについても厳密に考えていただくというこ

とをお願いした。このことは次回、最終報告書でも明記しないといけな

いことかと思っている。それから公民館機能はどうすべきなのか。特に

スポーツ施設についての考え方はどうなのか。それから実は意見は出て

こなかったけれど、文化財資料のことも議論になっても良かろうかとは

思った。今後そのことも含めて考えざるを得ないだろうと思う。ここに

どのようなものを集約するかという最終案としては、12月の第 2回目、
12月 19日に私は、形として結論を得たいと思っている。そうでないと、
多分次のステップには遅々として入れないと思う。その結論はさらにき

ちんとしていただいても結構だし、ボツにするならボツにしても構わな

い。どちらにしても形にしてこの審議会としては結論を出したい。 
    管理運営等については、実はこういう大規模施設を造ったら必ずいろ

いろ意見が出てくる。この審議会でそこまで突っ込んでいくのはなかな

か難しいが、次回ご意見を頂きたいと思っている。 
 
（５）その他 
（会長）次回は 12月 5日、中間報告ということである。中間報告という名のほ

とんど最終案が出てくるだろうと。これは事務局サイドにもお尻引っぱ

たいて、きちっと作っていただきたいと思う。これは 1 日でも見る時間
が取れる形で配布できるだろうか。ちょっと厳しいかもしれないので、
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努力するということにしようか。可能であれば事前に配布したいとは思

うが、ひょっとしたらそうはならないかもしれない。 
    それから、次の機会にもし各種団体、皆さんいろいろ団体を背負って

いらっしゃるが、意見や要望があれば、できるだけ事前に文書で市に提

出いただきたい。それが中間報告に反映された形で出てくるわけではな

いし、同時並行的に議論するかもしれないが、事前に出していただくと

ありがたい。それについての取扱いは、最終報告でお諮りしたいと思う。

よろしいだろうか。 
（業者）事前に出していただく場合は、分量や出していただく団体の数にもよ

るが、許す限り発表できる場を取りたいとは考えている。 
（会長）時間的な問題もあるが、ただコメントをいただく場合でも数分だ。数

分というのは最大 5 分である。よろしいか。だからペーパーにコンパク
トに書いていただく方が良い。もちろん特にご意見がなければ、無理に

各団体で議論を集約するということではない。 
    次回がほぼいろんな意見を集約する場として、最終になろうかと思う。

中間報告と皆さんの意見を整理しながら、19 日最後仕上げることになろ
うかと思っている。12月は忙しいかと思うが、再度よろしくお願いする。 

（事務局）次回の審議会については、会長が申したように 12 月 5 日の水曜日、
午後 2時から会場は中央公民館になるので、よろしくお願いする。 

 
（16:15終了） 


