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巻末資料   



はじめに 

養父市立八鹿文化会館は、昭和 49年に南但馬の文化芸術活動の拠点として整備され、42年間、

地域を代表するホールとして、文化芸術の振興とコミュニティの醸成に大きな役割を果たしてき

ました。また、八鹿公民館は、合併後、中央館として市の生涯学習事業など、多くの方に利用さ

れてきました。いずれも市内ホール・公民館の中心的役割を担い続けてきた施設ですが、施設、

機材の老朽化等により建て替えることとなりました。 

養父市文化会館（仮称）（以下、「新文化会館」という。）の建設は、文化芸術のみならず、地

方創生を実現し、持続可能なまちづくりの拠点となる重要な事業であることから、平成 28 年度

に市民代表による「養父市文化会館等建設基本構想策定委員会」を設置しました。度重なる審議

を経て、『人と文化と郷土をつなぎ、未来を創る学びと交流の拠点』を基本理念とし、グンゼ八

鹿工場跡地を建設候補地とする構想案の答申がありました。パブリックコメントを経て、平成 29

年２月に「養父市文化会館（仮称）建設基本構想」を策定しました。 

本年、６月から８月にかけて実施したタウンミーティングでは、新文化会館への期待と要望、

ご意見を多くいただきました。また、ホールや公民館利用者からのアンケートや意見聴取、市議

会からの申し入れを尊重しながら、具体的な施設機能や規模、ゾーニング、施設整備の手法等に

ついて多面的に検討しました。 

建設予定地のグンゼ八鹿工場跡地は、養蚕と製糸業により養父市の近代化を担った場所です。

養蚕の技術書「養蚕秘録」を著した大屋町蔵垣出身の先人、上垣守国をはじめ、私たちの先祖は、

養蚕にいそしみ、暮らしを支えてきました。県指定の景観形成重要建造物であるグンゼ八鹿工場

事務所棟などは、その象徴であり、往時をしのばせる歴史的な景観です。建設予定地の北側には、

北垣国道など、幕末から近代にかけて活躍した郷土が誇る偉人たちが学んだ池田草庵の私塾、立

誠舎があります。また、グンゼ㈱は「表から見れば工場、裏から見れば学校」と言われるほど、

人間教育に注力した会社でもありました。教育の息吹を感じるこの場所に、新文化会館を整備す

ることは、私たちや未来の市民にとっても意義あることです。 

この養父市文化会館（仮称）整備基本計画は、文化芸術の振興の場、生涯学習の場、情報発信

の場、まちづくりの場、市民憩いの場という５つ場を実現するため、全ての人が利用しやすいよ

う、ユニバーサルデザインに配慮しながら、ホール、公民館、図書館、公園の４つの機能を具体

的にどのように実現していくかを記したものです。 

新文化会館の整備は、人口減少が進む中、養父市創生総合戦略の基本目標である“住みたいま

ち”“チャレンジできるまち”“子育てしたいまち”“健康長寿のまち”を目指すまちづくりの拠

点を築く歴史的な事業です。この基本計画を基に、市民のみなさんに愛され、養父市らしい施設

になるよう、本事業を進めます。 
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第１章 基本計画の位置付けと条件整理 

１ 上位計画と基本理念 

上位計画である「第２次養父市総合計画」、「まち・ひと・しごと・ふるさと養父市創生総合 

戦略」及び「養父市文化会館(仮称)建設基本構想」について、概要は下記のとおりです。 

(1) 第２次養父市総合計画 

第２次養父市総合計画では、「まちづくりの５つの柱」のうち、２つの柱について、生涯学 

習・文化活動など人づくりに関する施策を挙げています。 

①『「生きる力」を生涯学ぶまち』では、「生涯学習・次世代育成の環境づくり」を施策とし

て挙げ、生きがいや楽しみ、誇りを持って生きる力を生涯学ぶことができるまちづくりを

進めることとしています。

②『人と自然と文化を活かし、多くの人が訪れるまち』では、「文化・芸術の継承と育成」を

施策とし、優れた芸術鑑賞の場の提供により地域文化の振興を市民参画と協働により進め

ることとしています。 

(2) まち・ひと・しごと・ふるさと養父市創生総合戦略 

総合戦略は、第２次養父市総合計画のうち、人口対策の部門を特化し、取組を強化するもの 

と位置づけ、４つの基本目標を掲げています。 

①“住みたいまち”に

ふるさとへの愛着と魅力の醸成・発信による新しい「ひと」の流れを創る 

②“チャレンジできるまち”に

恵まれた機会と養父市が持つ強みを生かし、養父らしい「しごと」を創る 

③“子育てしたいまち”に

安心して出産・子育てができる環境と地域全体で将来の担い手を創る 

④“健康長寿のまち”に

生涯現役で安心して幸せに暮らせる環境を創る 
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(3) 養父市文化会館（仮称）建設基本構想 

平成24年２月に養父市公民館・ホールのあり方検討委員会から、市内１ホール体制に向け

た新ホール建設について提言を受け、養父市文化会館等建設基本構想策定委員会を設置し、平

成29年２月に養父市文化会館（仮称）建設基本構想を策定しました。 

基本構想では、施設整備の基本理念・基本的な考え方の策定及び建設予定地の選定を行いま 

した。基本理念を『人と文化と郷土をつなぎ、未来を創る学びと交流の拠点』とし、それを実

現するために５つの場を整備する方針としています。新文化会館では、５つの場それぞれが有

機的に連携し、融合する施設となることを目指します。 

 

 基本理念：『人と文化と郷土をつなぎ、未来を創る学びと交流の拠点』 

 

①文化芸術振興の場 

子どもから大人まで、すべての世代が文化芸術に関心を持ち、幅広い文化芸術に触れるこ

とができるように、気軽に参加できる機会を充実します。鑑賞するだけでなく、市民が主体

となり、文化芸術を創造し表現することにより、地域の文化活動の活性化と底上げを図り、

養父市を文化芸術の香り漂うまちとすることを目指します。 

 

②生涯学習の場 

人々は、自己の充実・啓発や生活の向上のため、豊かな学習の機会を求めています。一人

ひとりが生涯を通じて学ぶことで、自己の可能性を拡げ、自分らしくいきいきと輝けるよう、

それぞれの自己実現を図ることを支援します。 

また、市民自ら学んだことが、地域課題の解決に活かされ、まちの活性化につながる拠点

を目指します。 

 

③情報発信の場 

文化芸術情報の拠点として、ホール等の公演やイベントの情報をはじめ、文化芸術活動等

の情報の収集と発信を行います。 

また、市民が知りたいと考える情報を提供できるよう努めます。郷土資料を収集し、先人

の歩んだ歴史や培った知恵を学ぶことで、活力ある未来の養父市につなげます。 

 

④まちづくりの場 

生涯学習、文化芸術活動を通じて、大勢の人が集い交流する中で、相互に理解し、尊重し

合いながら、共に生きる社会を築くことを目指します。 

また、市内はもとより市外からも広く人が集まることで、まちに賑わいが生まれ、まちの

活性化につながります。より人々が集いやすい場所を目指します。 

 

⑤市民の憩いの場 

赤ちゃんからお年寄りまで、気軽に立ち寄り、憩える施設を目指します。また、すべての

利用者が使いやすいバリアフリー構造にします。養父市を誇りに思い、いつまでも住み続け

たいと思えるような場所を目指します。 
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２ 施設整備にかかる諸条件 

新文化会館は、八鹿地区に位置するグンゼ八鹿工場跡地を建設予定地としています。八鹿地 

区は、商業施設や学校、病院などが集中しており、今後も都市機能の充実を図っていく地区と 

位置付けられています。また、新文化会館は、浸水対策を講じたうえで、指定緊急避難場所及 

び指定避難所への指定を予定します。 

 

(1) 建設予定地の概要 

所 在 地：養父市八鹿町八鹿字家下モ 

地番及び地積：５３８番１   １４２４７.６２㎡（台帳面積） 

５５８番２４   １０９７.９８㎡（台帳面積） 

７１２番    １３３０１.８８㎡（台帳面積） 

合   計     ２８６４７.４８㎡ 

歴 史：１９１５年、郡是製糸㈱（現：グンゼ㈱）が八鹿工場を設置し、製糸工場として

操業開始。戦時中は航空機部品の生産などを経て、繊維加工業へ事業転換、その

後、電子部品の製造等一貫して地域産業の中心地として賑わいの場所でした。 

都市計画区域：都市計画区域内 

区域区分：未設定 

建ぺい率：７０％ 

容 積 率：２００％ 

接道条件：県道八鹿停車場線   幅員約 ６.０ｍ（北） 

市道宮越諏訪町線   幅員約１１.５ｍ（東） 

市道諏訪町２号線   幅員約 ４.０ｍ（南） 

市道諏訪町１号線   幅員約 ５.０ｍ（西） 

市道諏訪町下町南線  幅員約 ３.５ｍ（北西） 

そ の 他：養父市景観計画に定める「景観形成重点地区《八鹿町八鹿地区景観形成重点地 

区》」 

兵庫県緑豊かな地域環境の形成に関する条例に基づく「歴史的景観区域」 

土砂災害防止法に基づく「土砂災害警戒区域(土石流)」 

水防法に基づく「養父市防災マップ《浸水想定区域(０.５ｍ)》」 

兵庫県総合治水条例に基づく「調整池」の要検討 

ｲﾝﾌﾗ状況： 

設 備 設置場所 概 要 

上 水 
東側道路 
北側道路 

φ150 
φ150 

下 水 
東側道路 
北側道路 

φ350 
φ400 

都市ガス 無 し 無 し 

電 気 
東側道路 
北側道路 

電柱（オオモリ 11） 
電柱（オオモリ 13） 
電柱（タカヤナギ 6） 
電柱（タカヤナギ 7） 
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建設予定地 
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(2) 建設予定地内に残る景観形成重要建造物 

建設予定地内には、グンゼ八鹿工場が稼働していた当時の建物が残っており、北側 

道路に面して残るグンゼ八鹿工場事務所棟は、兵庫県景観条例に基づく「景観形成重 

要建造物」に指定されています。洋風意匠の事務所棟は、八鹿地区の伝統的なまちな 

みの中にあって、周辺景観にも調和した、魅力ある、当地区の景観上重要なシンボル 

となっています。 

■グンゼ八鹿工場事務所棟 外観 ■グンゼ八鹿工場事務所棟 内観

(3) 新文化会館が備える４つの機能 

基本構想に記された５つの場の実現を目指し、新文化会館は次の４つの機能を備える施設と 

して整備します。 

①ホール機能

②公民館機能

③図書館機能

④公園機能
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第２章 施設計画の方針 

１ 建設予定地の資源と活用方針 

建設予定地であるグンゼ八鹿工場跡地とその周辺には、養父市の誇るべき歴史資源と景観資 

源があります。新文化会館の整備に当たっては、それらの資源を十分に生かした計画とします。 

 また、建設コストだけでなく、維持管理コストや長期的な利用を視野に入れ、計画をすすめ 

ます。 

(1) 近代産業歴史街道 

建設予定地は、養父市景観計画に定める「景観形成重点地区《八鹿町八鹿地区景観形成重点 

地区》」に指定されており、うだつのあがる町屋などが旧街道の歴史的景観を形成しています。

建設予定地内には兵庫県景観条例に基づく「景観形成重要建造物」に指定されているグンゼ八

鹿工場事務所棟が現存します。 

また、建設予定地周辺には、但馬地方で最も古い教育遺産である立誠舎や、兵庫県登録文化 

財の八柱神社本殿、うだつのあがる町屋など、八鹿地域の歴史的な産業や文化を今に伝えるま

ちなみが残っています。 

新文化会館の整備に当たっては、これらの歴史・景観資源を継承、活用するとともに、養父 

市景観計画に定められた当該地区の景観形成基準に準じた外観とすることで周辺景観との調

和を図ります。 

■うだつのあがる町屋 ■グンゼ八鹿工場事務所棟 ■立誠舎
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(2) 八木川 

建設予定地の南側には八木川が流れ、南側から見ると八木川、市街地、山麓の神社仏閣、山 

並みという奥行をもった景観が形成され、まちの原風景となっています。敷地内からは八木川 

沿いの開放的な眺望があり、河川堤防は散策路として利用できます。 

ホールの配置には、奥行きと深みのある景観に配慮し、八木川沿いの景色や周辺住宅地の 

まちの景観を損なわないように配慮します。 

■八木川から望む景観

(3) 水路 

建設予定地内には、農業用水路として永く地域を支えている水路が通っています。農業用水 

路としての機能を維持しつつ、安全対策を行い保全します。 

また、部分的に親水性を高めることで、養父市の豊かな自然環境を身近に感じられるよう努 

めます。整備及び維持管理などについては、水利関係者と協議しながらすすめます。 

■水路 取水期 ■水路 渇水期

(4) 森林と木材資源 

養父市には豊かな山地があり、豊富な森林資源を有しています。新文化会館の整備に当たっ 

ては、養父市及び兵庫県産材の活用に努めます。
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２ 交通環境の整備 

新文化会館の整備に当たり、車両及び歩行者の通行量が増えることが予想されます。円滑なア

プローチ計画とするとともに、歩車分離を図ることで、安心安全な動線を計画します。 

(1) 進入路の整備 

建設予定地は、東西南北で県道や市道に接していますが、車両の対面通行が可能な道路は、 

東側の市道宮越諏訪町線のみとなっており、近接した橋梁の傾斜による視認性や交差点との 

近接など、車両の進入に課題を有しています。 

八鹿駅から建設予定地まで続く県道八鹿停車場線の延長線上から北側の県道八鹿停車場線 

へと抜ける位置に新たに市道を整備し、この道路に面して進入路を設けることで、安全に建設

予定地にアプローチできる計画とします。 

(2) バス路線の整備 

建設予定地内にバス停を設けるなど、自家用車以外のアクセスの利便性を高めることを検討 

します。 

■進入路平面図

(3) 歩行者ネットワークの構築 

建設予定地は、南側には八木川が、北側には旧街道が通っており、まち歩きやサイクリング

に適した場所と言えます。建設予定地を周遊できる歩行者通路を確保し、南北の散策空間を結

ぶ歩行者ネットワークを構築します。また、自転車でも立ち寄れ、まちを散策できるよう周遊
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性を向上させ、まちの活性化につなげます。 

■建設予定地北西側から望む ■建設予定地北側から望む

■建設予定地西側から望む ■建設予定地北東側から望む

■建設予定地南西側から望む ■建設予定地東側から望む
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３ ５つの場の実現に向けた施設整備方針 

(1) 文化芸術振興の場 

市内の４つの公民館・ホールは、市民の文化活動の拠点として、音楽や芸能、工芸など幅広

い創作活動が行われています。また、文化祭や合唱祭、各団体の定期演奏会、発表会など、日

ごろの文化芸術活動の成果発表や鑑賞の場として利用され、利用者や市民の交流の機会を提供

しています。 

ビバホールチェロコンクールやノビアホールでのせきのみや子ども歌舞伎、おおやホールで

の木彫フォークアートをはじめ、古典芸能から演劇、音楽等多様な舞台芸術など、それぞれの

ホールで養父市らしい催しが実施されています。多様な文化芸術活動に対応できる機能を備え、

市内４ホールで行われている活動の継承と発展につながる施設とします。 

施設配置としては、ホールの賑わいが施設全体に伝わる開放的なホワイエや、舞台及び共用

部分から入りやすい楽屋ゾーンとするなど、利用者（出演者、観覧者等）全てが利用しやすい

施設となるよう努めます。 

■養父市合唱祭（八鹿文化会館） ■ビバホールチェロコンクール（ビバホール）

■木彫フォークアート （おおやホール） ■せきのみや子ども歌舞伎（ノビアホール）
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(2) 生涯学習の場 

公民館や図書館は、市民をはじめとする利用者の学習活動を支援し、求められる情報を提供

し、発信する生涯学習の拠点施設であると同時にくつろぎの空間でもあります。図書資料や講

座などを通して多様な生涯学習の要求に対応します。 

公民館機能においては、会議室だけでなく、楽器演奏や茶道、伝統文化など、様々な文化活

動に利用できる部屋を設けます。 

図書館機能においては、小・中・高校生の利用をはじめ、多くの人が学習や書籍の閲覧がで

きる空間を整備することとし、公民館機能との連携により、見たり、触れたり、実体験できる

場を設けるなど、ゆっくりと学びの時間を過ごせる場所とします。 

■歴史講演会 ■公民館講座「チャレンジキッズ・みそづくり」

■公民館講座「女性の為の自分セラピー」 ■豊かな学習・閲覧スペース
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(3) 情報発信の場 

養父市の近代化は、養蚕・製糸業によって大きく進展しました。その中核を担ったグンゼ八

鹿工場跡地の歴史資源を、近代産業遺産として発信します。 

また、養父市は長く受け継がれる「造り物」などの市民文化や、新たな芸術分野として認知

度を高めている木彫フォークアート、但馬聖人と称えられた池田草庵の教育活動など、世界に

誇れる独自の文化を有しています。これらの文化を市民自らが、プレーヤーとなって情報発信

できるギャラリー空間を整備します。 

図書館は、養蚕や農業などといった特徴ある書籍コーナーを充実させ、養父市の「歴史」と

「今」を学び、発信できる場所とします。また、市民が創造したものや活動を広く発信できる

場とします。 

■市の文化・歴史に関する資料を展示するコーナー ■農業や食に関する書籍を集めた書籍コーナー

(4) まちづくりの場 

市民の心が動いて市民が動き、それはさらに市外からの誘客につながります。新文化会館は

但馬地域の芸術振興の中心として、市外からは人が訪れ、市民の誇りとなるような場所となり、

また、夏まつりなど地域のイベントが行えるような広場を整備するなど、養父市のまちの発展

に寄与します。 

さらに、建設予定地に残る本物の産業遺産を活用し、ゆかりのあるふるさとの先人、養蚕や

製糸などを結び付け、未来の養父市を創る市民交流と観光交流の拠点を目指します。 

■養父市のまちなみ ■イベントが催せる広場
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(5) 市民の憩いの場 

施設内には自由に利用できるパブリックスペースを設け、気軽に立ち寄れる施設となるよう

配慮するとともに、誰もが快適で安全に利用できるよう、ユニバーサルデザインに十分配慮し

た計画とします。 

また、キッズルームを設置し、子育て世代の交流の場となる施設を目指します。 

公園は、幼児の遊びやピクニック、虫とりや雪遊びまで、四季折々の遊びや活動が安全に行

える十分な広さを確保するとともに、水路を生かした親水空間など、憩いの空間づくりを行い

ます。 

■子育て世代の交流の場となるキッズコーナー ■様々な人が集える公園



 

14 

第３章 施設の規模・機能 

１ 施設の機能計画 

新文化会館は、基本構想で掲げられたホール、公民館、図書館、公園という４つの機能で構成

されます。各機能の整備方針は、次のとおりです。 

 

(1) ホール機能 

質の高い文化芸術を鑑賞できるとともに、音楽活動など市民による活動の場を提供すること 

を目的として、ホール機能を整備します。 

 

①ホールの現状と今後 

ア 現在の利用状況 

現在の利用目的は、音楽コンサートが最も多く、続いて式典・講演会に利用されていま

す。また、演劇・舞踊などでの利用も見られ、市内最大のホールとして様々な催しに利用

されています。 

 

■ホールの用途別の利用状況 

 

 

イ 養父市内の４館で行われている文化事業 

八鹿文化会館では国際的にも活躍する「大阪桐蔭高校吹奏楽部演奏会」、ビバホールで

は日本初のチェロ単独コンクールとしてスタートした「ビバホールチェロコンクール」、

おおやホールでは日本唯一の木彫作品の全国公募展である「木彫フォークアートおおや」、

ノビアホールでは地域の農村歌舞伎を伝承する「せきのみや子ども歌舞伎」など、それぞ

れに特色のあるイベントが行われています。 

４つのホールが、それぞれ独自に価値の高い文化活動を続けていることは、市民の文化

芸術に対する意識の高さと、それを生かした主体的な地域づくりが進められていることを

示しています。 

これらの活動を今後も継承し、発展させていくことは、新文化会館の重要な役割である

といえます。 

＜参考＞ 

■八鹿公民館・八鹿文化会館：大阪桐蔭高校吹奏楽部演奏会、養父市吹奏楽祭、八鹿文化

祭、ようかＪＡＭ、養父市合唱祭、講演会、研修会、福祉

大会、大阪大学吹奏楽部演奏会 

■養父公民館・ビバホール：ビバホールチェロコンクール、音楽コンサート、ふるさと

祭、やぶ文化祭、ダンス教室発表会、養父市民展 

用途 H26 H27 H28

音楽コンサート 13 14 12

式典・講演 12 13 11

演劇・舞踊 5 4 6

その他 1 2 0

合計 31 33 29

H27年度 H28年度H26年度

13

件
12 

件

5 

件

1 

件

14 

件
13 

件

4 

件

2 

件

12 

件
11 

件

6 

件

0 

件
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■大屋公民館・おおやホール：木彫フォークアートおおや、音楽コンサート、研修会 

演奏体験、落語会、書初め会、３年生を送る会、大屋文化

祭 

■関宮公民館・ノビアホール：せきのみや子ども歌舞伎、音楽コンサート、研修会 

マジックショー、関宮文化祭 

ウ ホールの主目的 

養父市は、氷ノ山やハチ高原という近畿有数の野外活動フィールドを有しており、豊か

な自然環境のもと、林間学校や高校・大学の合宿が盛んに行われています。合宿をきっか

けに演奏イベント開催に結び付いた事例も多く、これらは自然環境や歴史環境に恵まれた

活動フィールドと演奏の場であるホールを同時に提供できる養父市の強みを生かしたイ

ベントと言えます。 

また、上記以外の催しにおいても音楽コンサートの割合が高く、市民の音楽活動への関

心の高さが伺えます。 

それらのイベントや市民の求める芸術文化活動の一層の充実を図るため、新文化会館に

おいては、ホールの主目的を音楽活動と設定し、吹奏楽や合唱、オーケストラ演奏に適し

た音響性能を備えたホールをつくります。 

気持ちよく演奏できる「演奏者に選ばれるホール」は、質の高い話題性のある商業的公

演などの招致につながり、市民に一流の舞台芸術に接する機会を提供する場となります。 

また、市民や学生の音楽活動の水準向上と、文化芸術活動への参画の促進にもつながり

ます。 

さらに、現在の利用状況と４館で行われる文化事業を考慮し、ポピュラー音楽、演劇等

の舞台芸術に加え、講演会、式典等にも対応できるホールとします。 



 

16 

②客席 

ア 座席数 

新文化会館は「ホールの主目的」に記載したように、優れた音響のホールとし、市民主

体のイベントが積極的に展開でき、養父市のこれからの文化を創り、人を育てる拠点施設

となることを目的に、ホール座席数は概ね６５０席とします。 

「演奏者に選ばれるホール」とするために実施した主要イベントの主催者ヒアリング

の中では、現在の８７６席に達しないまでも、６５０席程度でもイベントの開催は可能と

の意見があります。 

外部から演奏者を誘致するだけでなく、養父市の小・中学生がそれらの文化活動に触れ

合える施設とすることで、地域の文化レベルの一層の向上を目指します。演奏会やリハー

サルに市内の小・中学生を招待するなど、聴く・感じる・交流する機会の増大を図ります。 

また、新文化会館は、将来を担う中高生がホールを利用し、ふるさと意識を共有できる

ホールとしていきます。代表的な例として、年３回開催される八鹿高校主催の催しが挙げ

られますが、現在と変わらずに利用し続けられるよう、座席数の配慮が必要です。市内の

中学校４校の合計生徒数は６０２人（平成29年５月１日）です。市内の中学生を全て収

容するには、教員・関係者を含めて、６５０席の座席数が必要となります。 

現状分析として、八鹿文化会館ホールの平成２７年度の催しを来館人数別に見てみる

と、２０１～４００人規模の催しが最も多く１３回（３９.４％）、次に４０１～６００人

規模が１１回（３３.３％）、８０１人以上の規模が５回（１５.２％）、６０１～８００人

規模が４回（１２.１％）の順となっています。次ページに各年度の実績データを示しま

すが、来館者数はイベント時の延べ来館人数となっています。現状の催しにおける最大同

時入場者数を考慮すれば、客席は６５０席で対応できます。 

 

■ホールの観客数別の利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人数 H26 H27 H28

201～400人 11 13 10

401～600人 9 11 10

601～800人 4 4 6

801人以上 7 5 3

合計 31 33 29

H27年度 H28年度H26年度

11 

件

9 

件

4 

件

7 

件 13 

件

11 

件

4 

件

5 

件 10 

件

10 

件

6 

件

3 

件
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催し名 来館人数 求められる座席数 

八鹿高校芸術鑑賞会（落語） 750 人 高校生5 クラス（40 人）×３学年 

養父市吹奏楽祭 700 人 席数に応じて対応可能 

兵庫手をつなぐ育成会 800 人 席数に応じて対応可能 

八鹿文化祭 700 人 席数に応じて対応可能 

■601～800 人規模の催し (平成27 年度) 

 

催し名 来館人数 求められる座席数 

大阪桐蔭高校演奏会 1000 人 席数に応じて対応可能 

八鹿高校祭 900 人 高校生5 クラス（40 人）×３学年 

養父市福祉大会 1000 人 席数に応じて対応可能 

ＪＡたじま年金友の会 900 人 席数に応じて対応可能 

養父市地方創生シンポジウム 1000 人 席数に応じて対応可能 

■801 人超規模の催し (平成27 年度) 

 

イ 座席形式 

ホールの座席は、主目的に見合う高い音響性能が確保でき、また、メンテナンスコスト

を抑えることができる固定席を採用します。 

 

ウ 座席寸法 

ゆとりを持った座席配置とし、観客が集中して観覧できる環境を整備します。 

現施設よりもゆとりを持たせながら、近年のホール施設事例を参考として、座席間隔５

２０㎜、前後間隔９５０㎜程度を目標値として設定します。 

成人男性の平均的な肩幅は４５０㎜であり、中間期の衣服による膨れ寸法が６０～７

０㎜とされています。 

また、一般的なホール用固定席の奥行寸法が６５０㎜で、座席に人が座っている状態で

前を横向きで人が通過できる寸法として３００㎜程度必要となります。 

 

施設名称 開館年 椅子間口 前後間隔 座席数 

豊岡市民会館 兵庫県豊岡市 1970 年 490 mm 900 mm 1118 席

八鹿文化会館 兵庫県養父市 1974 年 450 mm 950 mm 876 席

和田山ジュピターホール   兵庫県朝来市 1992 年 500 mm 900 mm 800 席

国立劇場おきなわ 大劇場 沖縄県浦添市 2003 年 530 mm 950 mm 632 席

都久志会館 福岡県福岡市中央区 2015 年 500 mm 900 mm 570 席

相生市文化会館 兵庫県相生市 2015 年 500 mm 950 mm 606 席

名寄市民ホール 北海道名寄市 2015 年 520 mm 950 mm 639 席

蓮田市総合文化会館 埼玉県蓮田市 2016 年 520 mm 950 mm 632 席

新文化会館 兵庫県養父市 520 mm 950 mm 約650 席
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■椅子間口と前後間隔の寸法 

 

エ 車椅子席 

車椅子の利用者が観覧できる客席を設けるとともに、アプローチから客席まで円滑に

移動できる経路を確保します。  

5
2

0
 

5
2

0
 

5
2

0
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③舞台 

ア 舞台形式 

基本構想に記された「クラシックやポピュラー音楽、演劇等の舞台芸術に加え、講演会、

式典等に対応できる多機能型ホール」とするため、プロセニアム形式の舞台とします。 

また、ポピュラー音楽などの大音量イベントに対応する遮音性、クラシック音楽から講

演会まで広い残響時間に対応する仕組みを備えるなど、様々な文化芸術イベントに対応

する設備を今後の基本設計において検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■舞台形式  

<出典：服部紀和・ほか編(2001)『建築計画・設計シリーズ27 音楽ホール・劇場・映画館』市ヶ谷出版社> 

 

■プロセニアムステージ 

舞台を一方向から見る形式で、舞台と観客が境界（プロセニアム・アーチprosenium arch）によって明確に区分

され、現在では最も一般的な舞台形式です。プロセニアム・アーチとは舞台前面の額縁状の枠を指し、舞台を額縁に

収めた立体的な世界と見立てています。この形式は客席と舞台とが向かい合う形で舞台の中と客席とが明確に区分で

きるため、視覚的な舞台転換や出演者の登退場など、舞台照明による明暗の表現に適しています。 
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イ 舞台寸法 

(ｱ) 主舞台 

主舞台は、オーケストラの国際的な標準規模とされる１４型３管編成（約８０名）の

オーケストラに対応する広さとします。現八鹿文化会館では上述のオーケストラが配置

可能なことから、主舞台については、現八鹿文化会館の寸法に準じた幅９間＝１６.２

ｍ（＝プロセニアムアーチ幅）、奥行１３ｍ程度の広さを確保します。 

 

※１４型とは第 1 ヴァイオリンの人数を指し、３管編成とは各管楽器群(フルート属、

オーボエ属、クラリネット属、ファゴット属、トランペット属)の人数を指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■オーケストラ編成<出典：日本建築学会編(1980)『建築設計資料集成 (4) 単位空間Ⅱ』丸善出版株式会社> 
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(ｲ) 袖舞台 

一方、袖舞台については、出演者アンケートから、現施設では不足しているという意

見が多くみられました。 

 

袖舞台については、演劇等で必要なスペースから寸法を決定します。 

①主舞台幅＝１４.４ｍ(８間) 

→演劇で一般的に必要な主舞台幅を確保します。 

②袖幕幅＝３.６ｍ(２間) 

→袖舞台への視線を見切る為に、必要な袖幕を両側に確保します。 

③待機スペース＝２.０ｍ 

→演者５０人が待機できるスペースを両側に確保します。 

２.０ｍ×１３ｍ＝２６㎡ ≧ ５０人×０.５㎡/人 

④作業通路幅＝１.６ｍ 

→待機スペースの外側に人が通行できる通路を両側に確保します。 

 

①～④より、必要な舞台幅は 

舞台幅＝１４.４＋（３.６＋２.０＋１.６）×２＝ ２８.８ｍ 

 

⑤裏通路 

→開演中、舞台演者やスタッフがスムーズに移動ができるよう裏通路を整備します。 

 

現施設の舞台幅は約２６.６ｍとなっています。新文化会館においては、現施設より

約２ｍ舞台幅を広げ、また、舞台備品の収納スペースを別途確保することにより、出演

者が利用しやすいホールとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■利用者アンケート<2017 年6 月10 日実施「大阪桐蔭高等学校吹奏楽演奏会」出演者アンケート調査> 

 

  

十分 16
狭い 58
未回答 0
合計 74

袖舞台の広さ

十分

狭い

未回答
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(ｳ) プロセニアムアーチ寸法 

プロセニアムアーチの寸法は、幅は主舞台幅と同様に１６.２ｍ程度とし、高さは６

ｍ～９ｍの範囲内で検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■舞台寸法  
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④ホワイエ 

開演までの休憩時間等に観客が休憩できるホワイエは、幕間の休憩時に観客が一斉に利用

することを想定する場合、観客席 1 席当たり１.０㎡以上を確保することが推奨されていま

す。 

<出典：谷口汎邦・ほか編(1999)『建築計画・設計シリーズ１２公共ホール』市ヶ谷出版社>  

 

八鹿文化会館の現在の利用状況から、およそ半数の観客が休憩時にホワイエを利用すると

想定されます。 

上記に鑑み、新文化会館のホワイエは、以下の面積を確保します。 

６５０席×１.０㎡/席×５０％＝３２５㎡ 

 

また、ホワイエやホール廻りの廊下については、ユニバーサルデザインに充分配慮した通

路幅を確保し、安全性に配慮した空間とします。 

なお、ホールでの催しが行われていない時は、その他の機能の共用スペースとして活用で

きるように検討します。 

 

⑤楽屋 

楽屋・控室については、公民館機能と積極的に相互利用を図り、イベントを開催していな

い時には公民館機能として活用し、大規模イベント時には公民館機能を楽屋・控室として活

用する等、稼働率を向上させます。 

また、楽屋・控室としての利用が中心となる機能とホール機能とは専用の動線を確保し、

観客側動線との分離を図ります。 

機能・規模については、次ページの公民館機能を参照のこと。 
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(2) 公民館機能 

世代を問わず多様な生涯学習の要求に対応するとともに、活発な市民活動を促進し、その活

動を通して活力ある養父市のまちづくりにつながっていくような、市民主体の活動を支える公

民館機能を目指します。 

新文化会館においては、現状の公民館での活動を継続し、これからの市民活動を支え、更な

る発展に貢献することが求められます。 

基本計画では、前述の考えに基づき、設置する室・規模を想定します。 

 

①公民館機能の現状 

現八鹿文化会館及び公民館の諸室構成と平成２８年度の利用実績は、次のとおりです。 

ただし、利用件数については、１日に複数回の利用があった場合は、全てを集計していま

す。 

また、図書室・幼児図書室については、貸室ではないことから件数は記していません。 

  

室名 
面積 

[㎡] 

利用件数

[件] 

利用者数 

[人] 

1 件当たりの

平均利用者数

[人/件] 

1 日当たりの 

利用件数 

[件/日] 

2 号室 28 68 919 13.51 0.22

3 号室 35 60 598 9.97 0.20

4 号室 40 156 1,666 10.68 0.51

22 号室 30 29 340 11.72 0.09

23 号室 80 245 5,980 24.41 0.80

展示室 104 310 13,260 42.77 1.01

■八鹿文化会館の利用実績 

室名 
面積 

[㎡] 

利用件数

[件] 

利用者数 

[人] 

1 件当たりの

平均利用者数

[人/件] 

1 日当たりの 

利用件数 

[件/日] 

大会議室 145 431 19,008 44.1 1.40

25 号室 40 337 9,492 28.17 1.10

松竹の間 45 147 4,570 31.09 0.48

講義室 45 369 4,769 12.92 1.20

さくらの間 12 57 1,531 26.86 0.19

さつきの間 13 
242 3,398 14.04 0.79

きりしまの間 13 

杉の間 16 21 1,363 64.9 0.07

図書室 78 - - - -

幼児用図書室 78 - - - -

調理室 76 56 2,065 36.88 0.18

青年室 94 169 4,147 24.54 0.55

■八鹿公民館の利用実績 
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大会議室、２３号室及び展示室は、０.８０件/日～１.４０件/日と利用頻度が高く、３０

～５０人規模の音楽活動、１５人程度の軽運動、５０人規模の会議等で３室のいずれかが利

用されています。これらの活動は団体数も多く、３室を同時に利用している時間帯も多いこ

とから、３室を上手く回転させることで運用できていると考えられます。 

また、大会議室では１００人規模の会議等が行われており、特に大人数の集まりの際に、

需要が見込める室と考えられます。 

 

２５号室、講義室とも利用頻度が１.００件/日を超えており、会議・講座で利用されてい

ます。１０人以下での利用が大半を占めることから、大会議室、２３号室、展示室を利用す

るほどの規模ではない団体で、かつ、椅子席を好まれる際に良く利用されていると考えられ

ます。 

また、利用時間が重複していることも多く、利用団体も多いことから、一定以上の需要が

見込めます。 

 

和室の松竹の間及びさつき・きりしまの間は、利用頻度がそれぞれ０.４８件/日、０.７

９件/日となっており、生け花・謡曲・将棋・軽運動等に利用されています。利用時間が重複

していることも多く、一定の需要が見込めます。 

一方、さくらの間、杉の間については、面積が小さいこともあり、利用頻度が０.０７件/

日～０.１９件/日となっており、需要が少ないと言えます。 

 

青年室は、利用頻度が０.５５件/日となっており、多数を占めるのが子育て広場の開催に

よるものですが、この利用は、市が整備する『子育て・移住サポートセンター』での代替が

見込めます。 

また、次いで多いのが１５人程度の軽運動での利用となっていますが、松竹の間、さつき・

きりしまの間でも同様の活動が行われていますので、この利用も代替が見込めます。 

 

調理室は、利用頻度が０.１８件/日となっていますが、頻度は少ないながら、定期的に調

理実習や料理教室等が開催されています。給排水設備や器具など、他の室との兼用や代替が

難しい室と考えられます。 

 

２号室、３号室及び４号室は、ホールイベント開催時にのみ楽屋として利用されているこ

とから、利用頻度は高くありません。 

しかし、ホールイベントの開催を考慮すると確保しておくべき室であることが想定されま

す。 

 

２２号室は、利用頻度が０.０９件/日となっています。これは、公民館主催のパソコン教

室の利用です。他の室を利用してパソコン教室を開催する団体もあることから他の室での代

替が見込めます。  
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②公民館に必要な機能・規模 

現施設において利用頻度の高い室と、その利用人数の分析から、新文化会館に整備を想定

する機能及び規模は、以下のとおりです。 
 

ア 大会議室 

大会議室は、５０～１２０人規模の活動が定期的に行われています。新文化会館におい

ても、１００人が利用できるスペースとして大会議室を設けます。 

１００人×１.５㎡/人＝１５０㎡ 
 

イ リハーサル室 

大会議室、展示室及び２３号室は、最大５０人規模の音楽活動が行われています。新文

化会館においても、５０人がコーラス等を行えるスペースとして、展示室に替えてリハー

サル室を設けます。 

また、リハーサル室は、舞台発表のリハーサルの場としても活用します。 

５０人×２.０㎡/人＝１００㎡ 
 

ウ 中会議室 

大会議室、展示室及び２３号室は、３０人規模の音楽活動や１５人規模の軽運動活動が

定期的に行われています。新文化会館においても、３０人がコーラス等を行えるスペース

として、２３号室に替えて中会議室を設けます。 

また、中会議室は、頻度の多い４０人規模の会議室としても活用します。 

３０人×２.０㎡/人＝６０㎡ 
 

エ 小会議室 

２５号室及び講義室は、１０人程度の活動が定期的に行われています。新文化会館にお

いても、１０人が利用できるスペースとして、小会議室を２室設けます。 

１０人×２.５㎡/人＝２５㎡ 
 

オ 和室 

松竹の間及びさつき・きりしまの間は、１５人程度の活動が定期的に行われています。

新文化会館においても、１５人が利用できるスペースとして、松竹の間、さつき・きりし

まの間に替えて和室を２室設けます。 

１５人×１.０畳/人＋２畳(収納)＋1畳(踏込)＝１８畳≒３０㎡ 
 

カ 調理室 

調理室は、最大４０人程度の調理実習等が行われています。新文化会館においても、現

状と同程度の調理室を設けます。 

８０㎡ 

 

<参考：日本建築学会編『建築設計資料集成』> 

会議室（スクール型・３人掛）１人あたりの面積  １.５㎡/人 

コーラスの配置１人あたりの面積         ２.０㎡/人 

会議室（コの字型・２人掛）１人あたりの面積   ２.５㎡/人 

臥位（寝転がった姿勢）をとれる１人あたりの面積 １.０畳/人 
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定期的に使用する 15
ホール利用の数日前のみ利用する 11
使用しない 3
その他 3 ※
未回答 1

合計 33

音楽練習室

※　料金による×3
　　普段使用する場所が空いてなければ使用する×1

定期的に使用する

ホール利用の数日

前のみ利用する

使用しない

その他

未回答

定期的に使用する 15
ホール利用の数日前のみ利用する 12
使用しない 4
その他 1 ※
未回答 1
合計 33

リハーサル室

※　わからない×1

定期的に使用する

ホール利用の数日

前のみ利用する

使用しない

その他

未回答

③新しく整備する機能 

新文化会館の整備に当たり、地域の潜在的ニーズから導入を想定する機能は、以下のとお

りです。 

 

ア キッズスペース 

新文化会館の整備に当たり、子育て世代が気軽に来ることができるように、ほふく、授

乳、おむつ替え、着せ替え場所としてキッズスペースを設けます。 

また、イベント時に一時的に子どもを預けられるスペースとしても活用することで、子

育て世代の参画しやすい環境とします。 

広場と近接させるなど、利用しやすい配置とするように検討します。 

１０人程度の子供が同時に遊べるほふく室、乳児室のスペースを確保します。 

１０人×３.３㎡/人＋１０㎡（水廻等）＝４３㎡ 

< 参考：児童福祉施設の設備及び運営に関する基準>  

ほふく室の面積：乳児１人につき３.３㎡以上   

 

イ スタジオ 

防音機能を有する室について、出演者アンケートでは、「定期的に使用する」「ホール利

用の数日前のみ利用する」の割合が７５％を超えるなど、音楽練習が可能な防音性能を持

つ室の整備が望まれています。 

大音量の出る電子楽器や打楽器の演奏が行えるように、防音機能を持たせたスタジオを

設けます。  

４０㎡ <参考：面積は類似ホールの事例より> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■利用者アンケート <2017 年6 月4 日実施「ようかJAM」出演者アンケート調査> 
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④楽屋 

ア 平均的な規模のイベント時 

新文化会館においても、楽屋の数を同様に３室確保するものとした場合、１２人程度の

楽屋が３室必要となります。 

１２人×３㎡/人＝３６㎡ 

<出典：日本建築学会編(1993)『多目的ホールの設計資料』彰国社> 

客席数６５０席のホールの平均公演参加者数：３４人   

公演参加者数1人当たりの楽屋面積：３～４㎡/人 

イ 大規模イベント時 

新文化会館において、最も公演者が多くなると予想される１４型３管編成(約８０名)に

よる音楽イベント時に必要な楽屋面積は、８０人×３㎡/人=２４０㎡です。 

楽屋、リハーサル室、中会議室の面積を合計すると２６８㎡となることから、公民館機

能との兼用により、必要な楽屋面積を確保できていると考えられます。 

したがって、ホール機能についても、現八鹿文化会館・公民館の諸室、規模を基準とし

て導入機能を検討します。 

また、各室の面積配分や、移動間仕切りの採用等については、基本設計・実施設計段階

で検討します。 

現施設  新文化会館 

室名 面積[㎡] 

 

室名 面積[㎡] 

2 号室 28 楽屋1 36  

3 号室 35 楽屋2 36  

4 号室 40 楽屋3 36  

22 号室 30 (廃止)  

展示室 104 リハーサル室 100  

23 号室 80 中会議室 60  

大会議室 145 大会議室 150  

25 号室 40 小会議室1 25  

松竹の間 45 和室1 30  

講義室 45 小会議室2 25  

さくらの間 12 (廃止)  

さつきの間 

きりしまの間 
26 和室2 30  

杉の間 16 (廃止)  

図書室 78 
図書館 340 

幼児用図書室 78 

調理室 76 調理室 80  

青年室 94 (廃止)  

- キッズスペース 43  

- スタジオ 40  

合計 972  合計 1031 

■現施設と新文化会館の機能比較表  
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(3) 図書館機能 

養父市内には、現在、単独施設としての図書館はなく、市内４地域の公民館図書室が整備さ

れており、それらをネットワークで結んでいます。 

新文化会館の整備に当たっては、既存の４地域をネットワークで結ぶという機能を残しつつ、

市民の暮らしを高める多種多様な情報を提供でき、利用者のニーズに幅広く対応できる図書館

を整備します。また、利用者へのきめ細かいサービス提供のため、図書館司書を配置します。 

図書館で整備する機能は、以下のとおりです。 

 

①書架スペース 

図書館とは、図書館法第２条により、『図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保

存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを

目的とする施設』として定められています。 

図書、記録その他必要な資料の収集・整理・保存する場所として、書架スペースを計画し

ます。 

書架スペースの規模は、現施設の図書室・幼児用図書室と同等としながら、別途閲覧席の

確保や集密書架の採用等、現施設からの充実を図ります。 

１６０㎡  

<参考：面積は現施設より> 

 

また、農業や養蚕、但馬牛など、養父市に深く関わりのある地域資料を収集することで、

まちを知り、まちの文化を創り出す図書館を目指します。 

 

②ラーニングスペース 

図書館整備に当たっては、だれにも開かれ、人にやさしい施設とすることで、市民が集い、

学び、市民とともに成長する図書館づくりを行います。 

人が集まり、ゆっくり落ち着くことのできる滞在型の施設とするために、閲覧やコミュニ

ケーション、読み聞かせ等の多様な機能に対応した閲覧スペースを確保します。 

また、インターネット環境の整備、教え合い学び合う場所となる学習スペースなど、学生

や子どもが利用しやすい環境を整えることで、養父市教育方針「生きる力を生涯学ぶまち 養

父市が育む こころ豊かで自立した人づくり」を目指し、養父市の未来を託すにふさわしい

子どもたちを育む場所とするとともに、すべての市民にとっての知の創造拠点とします。 
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(4) 公園機能 

養父市文化会館（仮称）建設基本構想において、公園スペースは、催しやイベントだけでな

く、子育て中の親子の集いの場や、家族で気軽に立ち寄り、休日を過ごしたいと思えるような

市民の憩いの場となることを定めています。 

自由に遊び、遊び方を工夫することで、子どもの自主性や創造性が育まれます。子どもたち

が自由に遊び場を選べるような、多様な場を持つ広場を計画します。新文化会館に隣接し、見

通しが良く、小さな子どもでも親に見守られながら安心して遊べるような場を設けます。 

また、建設予定地内を通る水路を部分的に利用し、親水空間を創出するなど、既存の環境を

生かしながら自然に触れ合え、自然を通した環境学習に取り組める場を設けます。 

公園の配置計画においては、駐車場や川沿いの道路などからアプローチしやすい計画とし、

ピクニックや散歩等、子どもからお年寄りまで、安心して活動し、集える場とします。 
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自家用車 324
バイク 0
自転車 7
鉄道 18
タクシー 0
バス 17
徒歩 31
その他 8 ※
未回答 3
合計 408

交通手段

※　送迎×4 団体×3

自家用車 バイク

自転車 鉄道

タクシー バス

徒歩 その他

未回答

1人 75
2人 157
3人 74
4人 70
5人以上 32
未回答 105
合計 513
同乗者率 2.58 人/台 ※

自家用車の同乗者数

※　5人以上は5人として計算

1人 2人

3人 4人

5人以上 未回答

２ 駐車場計画 

新文化会館に必要な駐車台数を以下により算出し、２５１台（常時駐車場１４３台、臨時駐車

場１０８台）を確保します。 

なお、景観活用エリアへの来場者やバス停利用者の駐車場など、多様な活用方法に対応できる

よう努めます。 

 

(1) 利用者アンケート 

現八鹿文化会館・公民館の交通手段を調査するため、利用者アンケートを実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

■交通手段について<2017 年6 月10 日実施「大阪桐蔭高等学校吹奏楽演奏会」来場者アンケート調査> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■同乗者数について<2017 年6 月10 日実施「大阪桐蔭高等学校吹奏楽演奏会」来場者アンケート調査> 

 

アンケート結果から、各機能に必要な駐車台数について、自家用車利用率７９.４１％、同

乗者率２.５８人/台として必要な駐車台数を算定します。 

 

(2) 駐車台数算定 

 

①ホール 

ホールでのイベントについては、常に満席となるイベントが常時開催されるわけではあり

ません。ホールの利用実態からは、２００～４００人の集客イベントが最も多いとの結果が

あり、このことから平均の３００人規模のイベント時に必要な台数を常時駐車場として確保

し、満席時に追加で必要となる駐車場は、臨時駐車場として広場等と兼用できるように整備

します。 
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常時駐車場の必要台数  ３００人×７９.４１％÷２.５８人/台＝ ９２.３４≒ ９２台 

満席時の必要台数    ６５０人×７９.４１％÷２.５８人/台＝２００.０６≒２００台 

ホールにおける必要駐車台数は、常時駐車場９２台、臨時駐車場１０８台とします。 

 

②公民館 

現状における公民館の最大同時利用人数を算出します。 

下の表のとおり、公民館全体での最大同時利用人数は１３３人となることから、公民館に

おけるピーク時に必要な駐車台数は、 

１３３人×７９.４１％÷２.５８人/台＝４０.９３台≒４１台とします。 

 

室名 

① ② 
③ 

(③=②/①) 

④ 

(④=①/431) 

⑤ 

(⑤=③×④) 

利用件数 

[件] 

利用者数 

[人] 

１件当たり 

平均利用人数 

[人] 

大会議室に対する各

室利用頻度の割合 

[％] 

大会議室利用時の各

室平均利用人数 

[人] 

大会議室 431  19,008 44.10 1.00  44.10 

25 号室 337  9,492 28.17 0.78  22.02 

松竹の間 147  4,570 31.09 0.34  10.60 

講義室 369  4,769 12.92 0.86  11.06 

さつきの間 
242  3,398 14.04 0.56  7.88 

きりしまの間 

調理室 56  2,065 36.88 0.13  4.79 

青年室 169  4,147 24.54 0.39  9.62 

2 号室 68  919 13.51 0.16  2.13 

3 号室 60  598 9.97 0.14  1.39 

4 号室 156  1,666 10.68 0.36  3.87 

22 号室 29  340 11.72 0.07  0.79 

23 号室 245  5,980 24.41 0.57  13.87 

合計   132.14 

■（各室の1 件当たり平均利用者数)×(大会議室に対する各室利用頻度の割合)の合計 
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③図書館 

新文化会館の図書館の図書貸出冊数が、統計上の全国平均値まで増加した場合の来館者

人数を想定し、駐車台数を算出します。 

養父市民の図書貸出冊数は、１人当たり約２冊となっています。一方、国民１人当たりへ 

 の平均図書貸出冊数は５.２冊となっています。 

<参考：平成27年度社会教育統計（社会教育調査報告書）>  

 

新文化会館の図書貸出冊数の全国平均値への増加を利用人数の増加と仮定すると、利用人 

 数の増加の割合は、５.２冊/人÷２冊/人＝２.６となります。 

現施設のピーク時の利用人数は５人であることから、新文化会館の図書館のピーク時の来 

 館者人数は、５人×２.６＝１３人と想定します。 

また、政令指定都市等以外のその他の市町村における、自宅から最寄りの公共図書館まで 

の主な交通手段自動車来館率は、５８.７％となっています。 

<参考：平成 26 年度図書館及び図書館情報学に関する調査研究 図書館利用者の情報行動の傾向及び図書館

に関する意識調査(国立国会図書館)>  

 

上記より、新文化会館の図書館のピーク時に必要な駐車台数は 

１３人×５８.７％＝７.６台≒８台とします。 

 

ホールでのイベント時の来場と異なり、公民館や図書館には常に最大人数が来場されるわ 

けではありません。さらに、公民館の利用が多い時間帯が平日の夕方以降であるのに対し、 

図書館は休日の昼間の利用が多いことから、公民館の４１台分を確保すれば、図書館の８台 

分についても対応できることが予想されます。 

 

④職員・ホールスタッフ 

職員やホールスタッフ、出演者その他用の駐車場として、１０台とします。 

 

以上のことから、新文化会館の必要駐車台数は 

常時駐車場９２台＋４１台＋１０台＝１４３台、 

臨時駐車場１０８台とし、合計２５１台程度の駐車場を確保します。 
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３ 施設規模計画 

必要諸室の規模については、以下を基準として検討します。 
機能 室名 面積 備考 根拠 

ホール 
(観客) 

ホワイエ 325 客席数1 席当たり1.0 ㎡×50% ※1 
男子便所 35 大便器3 小便器5 洗面器3 280 人 ※2 
女子便所 50 大便器12 洗面器5 420 人 ※2 
多目的便所 15 2 ブース 想定 
客席 520 間口520mm 奥行950mm 650 席 想定 
合計 945     

ホール 
(演者) 

舞台 375 幅員28.8m 奥行13m 想定 
舞台備品庫 40  ※5 
楽器庫 20   想定 
搬入スペース 50 搬入車両（11ｔ）の後方より荷卸し ※4 
楽屋A 36 12 人×3 ㎡/人 想定 
楽屋B 36 12 人×3 ㎡/人 想定 
楽屋C 36 12 人×3 ㎡/人 想定 
リハーサル室 100 50 人×2 ㎡/人 想定 
楽屋WC 20   想定 
調光操作室 35  ※5 
音響調整室 35  ※5 
投光室 30  ※5 
倉庫 20   想定 
合計 833     

公民館 

大会議室 150 100 人×1.5 ㎡/人(2 分割利用が可能) 想定 
中会議室 60 30 人×2 ㎡/人 想定 
小会議室 25 10 人×2.5 ㎡/人 想定 
小会議室 25 10 人×2.5 ㎡/人 想定 
和室 30 15 畳+収納+踏込 想定 
和室 30 15 畳+収納+踏込 想定 
調理室 80  ※5 
スタジオ 40 事例 ※4 
倉庫 44 諸室面積の10％ 想定 
合計 484     

図書館 

書架スペース 160  想定 
ラーニングスペース 180  想定 
倉庫 34 諸室面積の10％ 想定 
合計 374     

管理 

管理事務室 72  ※5 
打合室 10   想定 
倉庫 8 諸室面積の10％ 想定 
各種機械室 237 ホール、公民館、図書館、管理、共用機能の6％ ※6 
合計 327     

共用 

エントランスホール・展示 250  ※5 
ラウンジ 94 喫茶・軽食ができるスペース ※5 
男子便所 20 大便器3 小便器3 洗面器2 62 人 ※3 
女子便所 24 大便器4 洗面器4 93 人 ※3 
多目的便所 6 1 ブース 想定 
キッズルーム 43 10 人×3.3 ㎡/人+水廻 想定 
その他共用部(廊下等) 791 ホール、公民館、図書館、管理、共用機能の25％ ※4 
合計 1228     

総計 4191     
     

※1 <出典：谷口汎邦・ほか編(1999)『建築計画・設計シリーズ12 公共ホール』市ヶ谷出版社>より 
※2 <空気調和・衛生工学会『ホール・劇場トイレの適正器具類の算定方法について』>より  
※3 <空気調和・衛生工学会『オフィストイレの適正器具類の算定方法について』>より  
※4 他自治体計画事例より    
※5 現施設より    
※6 <出典：日本建築学会編(1993)『多目的ホールの設計資料』彰国社>より 
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第４章 施設整備計画 

１ 配置・ゾーニング計画 

(1) アプローチ計画 

歩行者及び車両のアプローチの考え方は、以下のとおりです。 

 

①歩行者動線 

歩行者通行量の多い東側道路及び北側道路からのアプローチ動線を確保します。 

また、周囲に整備する敷地内歩道からのアプローチ動線についても検討します。 

 

②車両動線 

利用者用車両は、本計画に合わせて整備を予定している、北東の新市道からアプローチす

る計画とします。 

搬出入車両は、文化会館の配置に応じて、西側、搬入ヤードからのアプロ―チも検討しま

す。 

歩行者動線との分離や周辺道路への見通し等、安全性に十分配慮した計画とします。 

 

(2) 機能配置計画 

文化会館、公園、駐車場の３つの機能の配置計画の考え方は、以下のとおりです。 

 

①文化会館エリア 

八木川沿いの景観及び北側住宅地への日影、騒音などの影響を考慮した位置に配置します。 

ボリュームの大きいホール機能の配置については、特に慎重に検討します。 

 

②公園エリア 

八木川と一体的な利用を促進するために、南西側を中心に配置します。 

子どもが親に見守られながら、安心して遊べる広場を文化会館に近接して配置します。 

また、建設予定地内を流れる水路を部分的に利用し、親水空間を創出します。 

 

③駐車場エリア 

新市道からのアプロ―チと近接し、車路部分を最小限とすることができる南東側に配置し

ます。 

また、退場時の混雑を緩和する方法をソフト面も含めて検討します。 
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■配置・ゾーニング計画図 
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２ 構造計画 

(1) 耐震安全性の分類 

新文化会館の耐震安全性の分類は、災害時に避難所として機能することから、国土交通省が

定める「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」により、（７）の対象施設とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■耐震安全性の分類<出典：国土交通省 HP 耐震安全性の目標及び分類の一覧> 
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(2) 耐震安全性の目標 

各部位の耐震安全性の目標は、それぞれ以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■耐震安全性の目標<出典：国土交通省 HP 耐震安全性の目標及び分類の一覧> 
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３ 設備計画 

新文化会館においては、ユニバーサルデザインの考え方に即して、利用者だけでなく環境にも

優しい計画とします。合理性の高い設備計画に加え、今後の設計においては建物の省エネルギー

化や自然エネルギーを積極的に活用することで、豊かな自然環境を有する養父市に根付いた施設

づくりを行います。 

 

(1) 電気設備計画 

 

①電気設備の基本方針 

本施設は、多機能なホールとして利用者に快適で親しみやすい環境を提供するとともに、 

ホールとしての照明、音響などの機能的、効果的な演出が可能な設備とします。  

建築及び他設備との協調を図り、省エネルギー、省力化が図られ経済的で信頼性が高く、 

維持管理が容易なシステム構成とします。 

 

②高圧引込設備 

受電は、関西電力配電線路より、三相３線式、６,６００Ｖ、６０Ｈz、１回線受電を想定 

します。 

 

③受変電設備 

電力会社より受けた高圧電力を電灯用、動力用などに変圧して、低圧電力を供給するもの 

とします。 

 

④停電時の電源確保 

商用電源が停電した場合に、防災機能を維持するため、必要な電源を確保できるよう、自 

家発電機設備の設置又は太陽光発電設備や蓄電池設備の設置を検討します。 

 

⑤幹線動力設備 

建築設備への電源供給と操作・監視・制御に伴う配線及び動力制御盤の設置を行います。 

 

⑥電灯コンセント設備 

建築における照明計画は、意匠的にも重要です。省エネに配慮しつつ各室の用途及び使用 

目的に合った照明方式、器具選定、器具配置とします。 

また、施設周辺の安全、防犯対策及び駐車場の必要照度の確保のため、外灯を合わせて計 

画します。 

なお、外灯については、周辺への光害に充分配慮した配置とします。 

主要室の照度は、ＪＩＳ基準を考慮しながら、使用条件にあわせて基本設計段階で検討を 

行います。 

 

⑦通信・情報設備 

障がい者、高齢者はもとより、誰もが安心して利用できるよう、分かりやすい設備を計画 

するとともに、情報化社会や将来変化へのフレキシブルな対応が可能な計画とします。 
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また、非常時の対策として公衆電話を設置します。 

 

⑧防災設備 

防災設備は、建築基準法、消防法その他関連法規に準拠し、非常照明設備、誘導灯設備、 

非常放送設備、自動火災報知設備、避雷設備を計画します。 

 

⑨防犯設備 

施設利用状況監視用、防犯対策として防犯カメラの設置や事務室にＩＴＶモニター収録 

装置の設置を検討します。また、休日、夜間の防犯対策として警備会社による防犯設備の委 

託が導入可能な設備計画とします。 

 

⑩舞台照明設備 

ホールの舞台照明設備は、音楽ホールとして各種コンサート、演劇、発表会等、多種多様 

な催物に幅広く対応できるものとし、かつ、舞台音響と連携を図るものとします。 

 

⑪舞台音響設備 

ホールの音響・映像設備は、音楽ホール内における明瞭度の高い拡声、視認性に 

優れる映像投写機器を備え、ピアノ演奏会、各種コンサート、発表会等、多種多様な 

催物に幅広く対応できるものとし、かつ、舞台照明との連携を図るものとします。 

また、リハーサル室の音響設備においても、明瞭な拡声、映像投写ができるもの 

とし、ピアノ演奏会、発表会、講演会等に対応するものとします。 
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(2) 機械設備計画 

 

①機械設備の基本方針 

本計画は、多機能な音楽ホールとしての機能が充分発揮できる公共施設として自然エネ 

ルギーを積極的に取り入れた、省エネルギー、省資源な機器を採用し、環境負荷の低減を目 

指すとともに、経済的で信頼性が高く、維持管理が容易なシステム構成とします。 

 

②空気調和設備 

ア 熱源設備 

熱源方式は、中央式、分散式を空調ゾーニングの機能に応じてベストミックスした熱

源供給システムとし、保守管理の省力化、経済性に重きを置いて計画します。 

また、省エネ性・経済性を検討して方式を決定します。  

 

イ 空調設備 

各室の空間、空調条件に適した空調方式を採用します。 

ホールは、大人数が収容される空間であることや、演出照明の熱等により、冬期でも

冷房要求が考えられます。どのような条件でも快適な温熱環境を作れるシステムを優先

的に採用し、かつ、省エネルギー運転が行える空調システムを検討します。 

ホールの重要な機能である静音性を保つため、空調設備機器・ダクト・吹出し・吸込

みからの発生騒音値が室内許容騒音値として下記の値を目標とします。 

系 統 名 許容騒音値 

ホール客席系統 NC-25（35ｄB） 

ホール舞台系統 NC-25（35ｄB） 

■室内許容騒音値の目標＜日本建築学会編『建築設計資料集成』＞ 

 

③給排水衛生設備 

ア 給水設備 

生活用水として北側道路市給水本管より引き込み、いったん、受水槽に貯水します。受

水槽より、圧送ポンプにて全施設の給水必要箇所に給水します。受水槽は、停電時を考慮

し、高所への設置を検討します。 

 

イ 給湯設備 

局所に給湯器を設け、必要箇所に給湯します。 

 

ウ 排水通気設備 

自然流下による排水計画とします。屋内は汚水・雑排水合流式とし、屋外は雨水・汚水

の分流式とします。 

通気は、ループ方式と伸頂通気方式の併用とします。 

 

エ 衛生器具設備 

障がい者、高齢者はもとより、誰もが利用しやすい多目的トイレを設置します。多目的
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トイレは、オストメイト対応とします。 

 

オ 消火設備 

消防法に基づき、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備等を設置します。 
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第５章 事業計画 

１ 事業手法 

本事業は、まちのシンボルにふさわしい文化芸術の創造と交流の拠点を実現することを目的

としており、そのためには養父市と市民が協働し、作り上げていくことが重要となります。 

また、合理性の高い財源計画とするため、主たる財源として合併特例債を用いることとしま

す。施設整備の手法は、設計・施工・維持管理をそれぞれ個別に発注する従来方式を含め、工

程や建設業をとりまく社会環境を鑑み、官民協働など多様な発注方式の中から最適な方式を選

択します。 

本事業は、養父市始まって以来の大規模事業であり、専門的知見、技術を必要とすること、

事業費の縮減を図りながら高品質な施設を整備すること、施設整備段階における市民意見等へ

の柔軟かつ弾力的な対応、工期内に事業を完遂することなどが強く求められます。そこで、発

注者、ＣＭＲ（コンストラクション・マネジャー）が一体となってプロジェクト全般を確実に

管理する、ＣＭ（コンストラクション・マネジメント）方式を導入します。 

 

２ 事業費 

全体事業費は、おおむね３５億円を目途とします。 

（道路整備費、景観活用エリア整備費を除く。） 

 

３ 事業スケジュール 

 年  度 

H29 H30 H31 H32 H33 

   供用開始  

設計者選定                   

設計・許認可                   

施工者選定                   

工 事                   

 



 
 

                  
巻末資料                       



 
 

養父市文化会館（仮称）整備基本計画（案） 検討経過 

 

 

アンケート調査の実施  

 

市 民 ド ッ ク（５/22、５/23） 

よ う か 芸 能 祭（５/28） 

よ う か Ｊ Ａ Ｍ（６/４） 

大阪桐蔭高校吹奏楽演奏会（６/10） 

八鹿高校芸術鑑賞会（７/14） 

大阪大学吹奏楽演奏会（８/26） 

市 内 小 中 学 校（９/11～14） 

市 内 高 等 学 校（９/20～22） 

 

 

タウンミーティングでの説明 

 

  

18自治組織ほかで実施（６/１～８/29） 

 

養 父 市 議 会 の 審 議  

 

 養父市文化会館（仮称）建設調査特別委員会（以下、「特

別委員会」という。）の設置 

 

 第１回特別委員会（４/17） 

 第２回特別委員会（５/19） 

 第３回特別委員会（６/13） 

 第４回特別委員会（６/23） 

  第５回特別委員会（６/27） 

 第６回特別委員会（７/４） 

  第７回特別委員会（７/25） 

 第８回特別委員会（10/30） 

 

 

庁 内 検 討 会 議 の 開 催 

 

 

 養父市文化会館（仮称）整備検討会議（以下、「検討会議」

という。）の設置 

 

 第１回検討会議（６/30） 

 第２回検討会議（７/20） 

 第３回検討会議（８/４） 

 第４回検討会議（９/26） 

 第５回検討会議（９/29） 

 第６回検討会議（10/２） 

 第７回検討会議（10/３） 

 第８回検討会議（10/５） 

 第９回検討会議（10/６） 

 



 
 

 


