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基本計画の背景 

 

基本計画策定の経緯 

木更津市民会館は、昭和 45 年に大ホール･集会棟、昭和 55 年には中ホール棟が設置され、

芸術文化の殿堂として芸術鑑賞から市民の活動･発表の場として、長年多くの市民に親しまれ

てきました。 

しかしながら、平成 26 年 4 月に施行された建築基準法改正による耐震診断の結果を踏ま

え、大ホール･集会棟は平成 27 年 3 月末を以て利用を停止しており、現在は中ホール棟のみ

が利用されています。また、大ホールに替わる施設の利用については、近隣市の施設を木更

津市民が他市の市民と共同で利用しており、今後も同様の形態で利用していくものとします。 

平成 30 年 2 月に策定した「木更津市公共施設再配置計画第 1 期実行プラン」では、これ

までの大ホールに替わる大規模ホールについては、市民会館の利用状況や市の財政状況、今

後の人口予測等を勘案し、木更津市単独ではなく近隣市と共同で整備することとし、木更津

市の芸術文化活動の場としては、新たな中規模ホール（500~700 席程度）の建設について検

討を進めていくこととしています。 

上記の状況を踏まえ、平成 30 年度には新たな中規模ホール整備に向けた「木更津市中規模

ホール整備基本構想」（以下、基本構想）を策定しました。 

そして令和元年度は、昨年度に策定した基本構想に掲げる基本理念の実現をめざし、諸機

能や施設計画、建設候補地や施設配置の考え方、事業手法など、中規模ホール建設の具体的

な方向性を明らかにする木更津市中規模ホール整備基本計画を策定いたします。 

検討にあたっては、昨年度に引き続き市民ワークショップ・高校生ワークショップを通し

て市民意見・ニーズを明らかにするとともに、外部有識者を含む検討委員会を設置・開催し、

市の現状を再確認しながら施設計画の前提となる施設の考え方を整理しました。 
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基本理念・基本的な役割 

基本構想においては、新たな中規模ホール（以下、中規模ホール）の基本理念を「きさら

づ文化を継承・創造・振興する にぎわい交流拠点」とし、その実現のために施設に求められ

る基本的な役割を 6 つに整理しています。 

 

◆基本理念 

基本構想において、中規模ホールの基本理念を以下の通り定めています。 

 

 

 

 

 

本市では、人と自然が調和した持続可能な都市を構築し、次世代につなぐ取組を「オーガ

ニックなまちづくり」と定義し、様々な施策を展開しています。 

この「オーガニックなまちづくり」の基本理念は「自立」「循環」「共生」と 3 つの概念か

ら構成されています。それぞれの概念に対し、中規模ホールに期待される基本的な考え方を

以下のとおりします。 

 

 

 

 

 

 

 

  

自立：これまでの文化を継承し、また新しい文化を育むことで、市民のまちに対
する誇りと愛着を醸成します 

 
循環：多様な地域文化資源を振興する芸術文化拠点の整備により、市民一

人ひとりの自然や歴史文化を大切にする意識を高め、次世代につなげ
ていきます 

 
共生：さまざまな芸術文化にとりくむ人々がお互いを受容し、刺激しあいなが

ら、新たな木更津の魅力を創出していきます 

きさらづ文化を継承・創造・振興する にぎわい交流拠点 
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◆基本的な役割 

基本構想において、上記の基本理念を実現させるために中規模ホールが担う基本的な役割

を以下のように定めています。 

  

①市民による芸術文化活動の推進 

木更津の芸術文化活動の中核施設として、成果を発表する晴れの場としてだ

けでなく、日常的な活動の場として幅広い市民芸術文化活動を支えます。 

②市民が優れた芸術文化に触れる機会の提供 

  こどもから大人まで幅広い世代が、優れた芸術や伝統芸能に触れ楽しむ機会

を提供します。 

③幅広い事業の提供による芸術文化の振興 

鑑賞機会の提供にとどまらず、市民参加による創作活動や、はじめての人で

も気軽に参加できるワークショップ、市内他施設や地域へ文化芸術を直接届け

るアウトリーチ事業等、幅広い事業を提供することで芸術文化活動のすそ野を

広げ、振興します。 

④市民の日常的な交流の促進 

市民が気軽に訪れ、日常的に集える場にするとともに、幅広い情報を受発信

できるようにすることで、新たなコミュニケーションの創出を促進します。 

⑤地域文化の継承と持続的な発展 

木更津に根ざす地域文化資源への関心を高め、価値を再発見することで、ふ

るさと文化の持続的な発展を促進します。 

⑥芸術文化を通じた社会やまちとの関わりづくり 

子供から高齢者、障がいのある方や外国の方など様々な背景の市民に平等に

文化活動への参加・参画を促し、社会参加のきっかけが得られるような機会を

提供します。 
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上位･関連計画における中規模ホールの位置付け 

中規模ホールおよび芸術文化に関連する計画として、次のものがあります。 

（要旨抜粋） 

 

 第１次基本計画（平成 27 年 3 月） 

基本政策 03 市民文化の充実 

施策 16 市民文化の充実 

目標 
歴史・文化・芸術にふれあう機会を市民に提供することで、市民による芸術文化活
動を活性化するとともに、地域の文化遺産や伝統芸能を次世代に引き継ぐことをめ
ざします。 

施策の 
方向性 

市民がふるさとの歴史や文化に誇りと愛情を持つために、地域の芸術文化を育む
環境づくりを図りながら多彩な芸術文化活動の高揚をめざします。 

主な取組 

01 芸術文化活動の推進 
・児童生徒が芸術を学ぶ機会として、市内小中学校で学校音楽鑑賞教室や邦楽
鑑賞教室を行います。 
・市民の対象とした美術展覧会の見学や一流の芸術団体を招いたコンサートなど、 
優れた芸術文化に触れる機会を提供します。 

 

 第２次基本計画（平成 31 年 3 月） 

基本政策 03 市民文化の充実 

施策 16 市民文化の充実 

現状と課題 
市民会館大ホール及び集会棟の休館により、市民の芸術文化活動の発表の場が
限定されるため、その場の確保に取り組む必要があります。 

課題解決の 
方向性 

芸術文化活動を推進し、幅広い事業展開を可能とする新たな施設整備を検討しま
す。 

主な取組 

No.1：芸術文化活動の推進 
・芸術文化活動の発表の場となるホール機能を有し、市民が日常的に集える様々な
用途に適した、新たな施設整備を検討します。 
・市内の芸術文化団体が、市外の施設を利用する場合の助成を行います。 
・児童生徒が芸術を学ぶ機会となる音楽鑑賞教室を行うとともに、プロの音楽家や芸
術団体を招いたコンサートを開催し、市民が優れた芸術文化に触れる機会を提供し
ます。 

 

 木更津市公共施設等総合管理計画（平成 28 年 5 月） 

第 3章 施設類型ごとの今後の基本的な方針 

第 1節 公共建築物 7 文化施設 1 市民会館 

基本的な 
方針等 

耐震性の不足により、平成 27年 4月から中ホールを除き休館している木更津市民会
館は、近隣自治体との相互利用や広域連携の観点を含め、今後のあり方について検討
を進める。 
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 公共施設再配置計画（平成 29 年 2 月） 

第 2章 個別施設の方向性 

第 6節 文化施設 

6-1. 文化施設 

（2） 
現状及び 
課題 

・大ホール及び集会棟は地震による倒壊又は崩壊の危険性が高いため、利用停止。 
中ホールは築 30年以上が経過し、今後老朽化等の対策が必要な状況。 
・平成 27年度に実施した市民アンケート調査によると、市民会館の機能が今後も必要と
する人は回答者全体の約 6割。文化芸術活動の発表やコンサートといったイベント利用
に対するニーズが比較的高い。 

（3） 
今後の 
方向性 

・耐震性能不足により、大ホールと集会棟は耐震改修は行わず、廃止･解体 
・財政負担等を考慮し、新たな市民会館（大ホール）は近隣市と共同建設することを調
査・検討する 
・利用需要がある中規模程度（約定員 500人）の固定席がある中ホールを市単独で建
設することを検討する 
・使用料を見直す 

 

現市民会館 
施設面積 

短期（2017～2026） 中期（2027～2036） 

・中ホール 
（1,108.3㎡） 
・大ホール･集会棟 
（5,702.0㎡） 

基本方針 
面積増減
（㎡） 

基本方針 
面積増減
（㎡） 

・中ホール新規整備   
（2,000㎡） 
・既存大ホール･集会棟  
 廃止 
（5,702.0㎡） 

▲3,702.0 

・新規大ホールは広域での
整備を検討 
（本市分想定 2,600㎡） 
・既存中ホール廃止
（1,108.3㎡） 

1,491.7 

6,810.3㎡ 短期（10年） ▲3,702.0 中期（20年） 1,491.7 

 

 公共施設再配置計画 第 1 期実行プラン（平成 30 年 2 月） 

第 3章 各施設における取り組み 第 6節 文化施設 1. 市民会館 

再配置計画 
における 
方向性 

・耐震性能不足により、大ホールと集会棟は耐震改修は行わず、廃止･解体 
・財政負担等を考慮し、新たな市民会館（大ホール）は近隣市と共同建設することを調
査・検討する 
・利用需要がある中規模程度（約定員 500人）の固定席がある中ホールを市単独で建
設することを検討する 

現状･課題 

・休館している大ホール（1,300席）は、市単独で保有するのではなく、広域的に複数の
自治体で共有することが合理的 
・文化芸術振興の観点から、定員 500～700人程度の固定席があるホールの建設に 
ついて、検討を進めている 

計画期間内 
の取り組み 

・中規模ホール建設にむけて、施設コンセプト、建物規模、座席数、ホール形式などの 
検討を行う。他の公共施設との複合化についても検討する 
・事業手法については、PFIなど様々な民間活力導入の手法を比較･検討する 
・建設場所は、現市民会館用地の活用を主に検討することとし、休館している大ホール･ 
集会棟などの既存施設については、解体する 
・大規模ホールは、近隣自治体との共同建設の可能性を調査･研究する 
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 都市計画マスタープラン（平成 28 年 3 月） 

第 2章 全体構想 2-3. 将来都市構造 

（2） 将来都市構造の形成 ① 
拠点をネットワークする集約型都市 
構造の形成 

拠点の配置 

○都市再生拠点 JR木更津駅周辺地区、内港地区、築地地区 
本市の中心として、みなとをシンボルとしたまちづくりを進めるとともに、商業・業務、行政、
医療・福祉、文化・芸術、居住など、高次な都市機能の集積とその連携を図り、市内外
の多くの人が集い・賑わう拠点を形成します。 

 

第 3章 部門別方針 3-2. 都市施設整備の方針 

5） その他都市施設 （1） 主要な都市施設の整備 

② 文教厚生施設等 

行政･公共 
サービス 
施設 

・市民会館、公民館等の公共サービス施設は、機能の見直しや統廃合、拠点となる地
区への誘導などを含め施設の適性配置を検討します。 

 

 第 2 期木更津市教育振興基本計画（平成 31 年 3 月） 

第 2部 教育をめぐる現状と課題 １ 木更津市における教育の現状と課題 

●まちを支える人づくり ＜Ⅵ＞ 市民文化の充実 

・本市には、数多くの歴史的文化遺産がある他、干潟や上総丘陵など、多様な地域資源を有している。 
・ふるさと意識や市民意識の高揚を図るため、優れた芸術や伝統文化に触れる機会を設けるとともに、
歴史的文化遺産への愛着心をはぐくみ、これらを次世代へ受け継ぐための施策が求められている。 

芸術文化振興への取り組み  
・音楽鑑賞教室の開催 
・市民向け音楽コンサート等の開催 

市民の芸術文化活動の場の確保・ 
市民会館大ホール等の休館により、市民の芸術文化活動の
場が減少しているため、その場の確保に取り組む必要がある 

 

第 4部 施策の展開 １ 基本目標を実現するための施策の展開 

●まちを支える人づくり ＜Ⅵ＞ 市民文化の充実 

①芸術文化活動の推進 

ア） 
芸術文化活動 
の充実 

・市内小中学校の音楽鑑賞教室を拡充し、芸術文化に触
れる機会を充実 
・芸術に親しむまちづくりを推進するため、プロの芸術家等
によるコンサートや美術展・鑑賞会を開催し、芸術文化に
触れる機会を提供したり、市民参加型の展覧会や発表
会の開催に努める 

イ） 
芸術文化 
団体への支援 

・各種芸術文化団体の自主的な活動を支援するための情
報提供や助言を行う 
・市内の芸術文化団体が実施する事業へ補助金を交付 
・市外の対象施設を利用する場合、使用料の一部を補助 

②ふるさと文化の継承 
ア） 
文化財保護 
対策の推進 

・市内に所在する有形・無形の文化財、史跡、天然記念
物の保護を図るため、文化財の指定・活用・周知に努める 
・市内の文化財を保存し、伝承する団体を支援するため、
求めに応じた指導・助言とともに補助金を交付 

③文化施設・郷土博物館
金のすずの整備 

ア） 
文化施設の 
適正な保全・ 
整備 

・市民文化の発展に資するため、新たな中規模ホールの
活用方法の検討を進める 
・利用者が快適に利用できる環境管理を図る 
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 木更津市第 2 次教育大綱（平成 31 年 3 月） 

5 基本施策 （6） 市民文化の充実 

①多彩な芸術文化活動の推進 

・市民が身近な地域文化や多彩な芸術文化に触れる機
会を提供するとともに、市民の芸術文化活動の発表の
場となる新たな市民会館ホールの建設及び運営方法に
ついて検討する 

②文化財を活用した地域の活性化の推進 
・地域の特色ある文化財の価値や魅力を市内外に広く発
信することを通じ、郷土意識の醸成や観光・産業振興等
に活かす 

 

 他整備事業 

現在木更津市内では、複数のまちづくりに関する整備事業が並行しています。 

中規模ホールの基本理念である「にぎわい交流拠点」を実現するためにも、周辺の整備事

業との連携を図る必要があります。 

周辺の整備事業である「木更津市中心市街地活性化基本事業」は、公共交通の結束点であ

る木更津駅周辺地域を市の中心市街地として、コンパクト＋ネットワークの拠点づくりを目

指して、市内外の多くの人が集い、にぎわい拠点を形成するための事業として、7 つの主要事

業を設定しています。そのうち、特に後述の建設候補地との関係が想定される「パークベイ

プロジェクト」、「木更津市公設地方卸売市場再整備」等については、連携の検討が必要です。 

 

主要事業 概要 

【1】パークベイプロジェクト推進事業 ・木更津港地区の魅力向上を図る中で、Park-PFIによ
り鳥居崎海浜公園内に民間施設の出店を図り、民間
の維持運営のノウハウを活用した施設整備を図る。 
・富士見通りの無電柱化や歩道再整備を行う。 
・木更津港内地区周辺の都市公園や公共用地を利用
して、民間の集客施設の誘致を図り、民間の資本を活
用することにより、にぎわいと憩いの親水空間の創出を
検討する。 

【2】富士見通りアーケード撤去事業 富士見通りに設置されているアーケードが老朽化により
強雨風時に危険な状況となっているため、無電柱化・
歩道整備事業と並行し撤去する。 

【3】まちなか景観形成推進事業 地区の魅力を活かした景観づくりを行うため、区域内に
おいて景観形成を図る重要な地区となる駅西口地区
を景観形成重点地区として指定することを検討する。 

【4】木更津駅前西口駐車場改修事業 継続して安全性を確保するため、改修工事を実施す
る。 

【5】駐輪場整備事業 PPP 手法の活用も視野に入れ、木更津駅東口第 2～
第 3・西口第 1～第 2自転車駐輪場を整備する。 

【6】中の島大橋改修事業 みなとまちのイメージを持つ市のシンボル中の島大橋の
健全な状態維持を目的とし、耐震診断や改修・更新を
行う。 

【7】木更津市公設地方卸売市場整備事業 開設後４５年以上が経過し、施設・設備の老朽化が進
んできた木更津市公設地方卸売市場を再整備する。 
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国の文化政策の動向 

国は、平成 13 年に「文化芸術振興基本法」(基本法)を制定し、芸術文化の振興に関する施

策を総合的に推進するための基本理念を定めました。基本法においては、地方公共団体の責

務として、主体的に地域特性に応じた施策を策定し実施することが求められています。 

平成 24 年には、劇場・音楽堂等の活性化を図ることにより実演芸術を振興し、心豊かな国

民生活や活力ある地域社会の実現等に寄与することを目的とした「劇場、音楽堂等の活性化

に関する法律」(劇場法)が制定されました。 

基本法に基づき平成 27 年に国が策定した「文化芸術の振興に関する基本的な方針-文化芸

術資源で未来をつくる-（第 4 次基本方針）」において、「文化芸術は成熟社会における成長の

源泉、将来世代のために継承すべき価値といった社会的便益を有する公共財」であり、「子供・

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ひらく社会包摂の機能を有し

ている」ことが示されました。 

また、平成 29 年には「文化芸術振興基本法の一部を改正する法律」として「文化芸術基本

法」が施行され、芸術文化だけでなく、観光やまちづくり等その他の分野も取り込んで、芸

術文化によって生み出される様々な価値を芸術文化の継承、発展及び創造に活用しようとし

ています。 

 

国の芸術文化に関する施策の流れ 

平成 13年 文化芸術振興基本法制定 

平成 14年 文化芸術の振興に関する基本的な方針（第 1次基本方針） 

平成 18年 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法） 

平成 19年  文化芸術の振興に関する基本的な方針（第 2次基本方針） 

平成 23年  文化芸術の振興に関する基本的な方針（第 3次基本方針） 

平成 24年 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律 

平成 25年 劇場、音楽堂等の事業の活性化のための取り組みに関する指針 

平成 26年  文化芸術立国中期プラン 

～2020年に、日本が「世界の文化芸術の交流のハブ」となる～ 

平成 27年  文化芸術の振興に関する基本的な方針（第 4次基本方針） 

－文化芸術資源で未来をつくる－ 

平成 29年  文化芸術基本法 

平成 30年  障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 

平成 30年  国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 
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施設の考え方 

 

施設をとりまく状況 

本市は、人口約 13.5 万人、面積約 139 ㎢を有する、南房総東京湾岸に位置するまちです。

江戸時代には町人文化が流入し、歌舞伎「切られ与三郎」や木更津甚句が誕生しました。か

つては港町として栄え、現在も陸上交通における交通の要となっています。 

近年、東京湾アクアライン通行料金の引き下げや、大型商業施設等の出店、住宅地整備の

進展等を背景に、人口は年々増加しており、特に子育て世代の流入が増加しています。市全

体としては少子高齢化が進行しており、将来人口については、令和 8 年をピークに減少に転

じると予想されていますが、交通体系や商業環境について利便性の向上が進んでいることか

ら、当面は新たな転入が見込まれます。通勤に関しては千葉市内やアクアライン対岸地域へ

の流出傾向が強い一方、通学に関しては流入傾向が強く、周辺市町村から多くの学生が市内

の学校へ通学していることが伺えます。 

また、現在市内には現市民会館以外にも、全 15 館の公民館をはじめ、地域交流センターや

市民活動支援センターなどの施設でも、様々な市民活動が行われています。こうした活動を

とりまとめる、市民会館に替わる拠点の整備が必要とされています。 

 

施設に期待されること 

上記のような背景から、市内には昔から木更津に住んでいる人、新しく木更津へ移ってき

た人がおり、さまざまな世代の人々が暮らしています。子育て世代が新たに増え、さらに学

生が市内外から集まってきています。このようにライフスタイルや文化・考え方が異なる多

様な人々が交流することで、一人ひとりが自らの可能性を見出し、互いを受容し刺激し合い、

相乗効果を生み、木更津文化がさらに彩り豊かなものとなることが期待されます。 

また、現在市内では中心市街地活性化をはじめとしたいくつかの事業においても、にぎわ

い空間づくりに取り組んでいます。これらの他まちづくり事業との連携を図りながら、中規

模ホールの施設周辺を含めたエリア全体が、市民の芸術文化活動を通したにぎわいづくりを

けん引していくことが期待されます。 

 

施設の考え方 

これらをふまえ、中規模ホールは市民の芸術文化「活動拠点」となり、活動を通して会話

やコミュニケーションが生まれる、自分らしくいられる「居場所」を市民が主体的に創り出

していくことを目指します。そこでは活動を通した交流だけでなく、新たな出会いも生まれ、

地区ごとの歴史文化や様々な活動を共有しながら次世代へとつなげていきます。この「にぎ

わい交流拠点」が、木更津文化を発信しながら、木更津のまちを持続可能なまちへと先導し

ていく存在となることを期待します。 
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基本的な役割 運営計画 施設計画 想定利用者 

①市民による芸術文化 
活動の推進 

・市民参加型事業の実施 

・各団体とのネットワークづくり 

・自由に利用・参加できる 

芸術文化事業 

・練習・リハーサルのスペース 

・練習成果発表の場（ホール等） 
・充実した設備 

・市民・文化団体 

・学校/教育団体 

・プロモーター・ 
興行団体 

（練習利用） 

②市民が優れた芸術文化 
に触れる機会の提供 

・鑑賞事業の実施 

・普及・育成事業の実施 
・鑑賞環境の優れたホール 

・舞台特殊設備 
・市民・文化団体 

・学校/教育団体 

・プロモーター・ 
興行団体（主催） 

③幅広い事業の提供 
による芸術文化の振興 

・創造型事業の実施 

・ワークショップ・アウトリーチ等 

普及型事業の実施 

・専門知識のある人材の登用 

・ワークショップ・講習スペース 

・学校イベントへの会場提供 
・市民・文化団体 

・学校/教育団体 

・まちづくり団体 

④市民の日常的な交流 
の促進 

・施設 HPや情報誌による 

広報活動 

・市民活動状況の収集 

・他施設との情報連携 

・市民サポーター組織 

・文化活動状況紹介スペース 

・市民活動団体の拠点スペース 

・チラシ・ポスター展示スペース 

・市民・文化団体 

・学校/教育団体 

・まちづくり団体 

⑤地域文化の継承と 
持続的な発展 

・地域文化に関連する事業 

・地域文化アーカイブ対応 
・地域情報の展示スペース 

・地域文化発表の場 

・まちイベントへの会場提供 

・市民・文化団体 

・学校/教育団体 

・まちづくり団体 

⑥芸術文化を通じた 
社会やまちとの 
関わりづくり 

・芸術文化と社会をつなぐ 

人材の育成 

・体験事業・ロビーコンサート等 

の事業実施 

・目的がなくても立ち寄れる 

オープンスペース 

・まちへ開いた施設デザイン 

・ユニバーサルデザイン 

・市民 

【施設の基本的な役割と具体的に想定される運営・施設計画】 
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施設機能の考え方 

中規模ホールでは、市内外の公共施設や民間施設との連携事業の開催や、施設周辺の市内

まちづくり事業との連携、地域全体でのイベント開催等を通して、施設とまち全体が連携し、

文化・にぎわいづくりを進めていきます。 

中規模ホールにはホール、創造活動、交流、管理運営の 4 つの部門を設置します。施設全

体を交流部門として位置づけ、施設に対して興味を持ってもらうきっかけづくりを行い、市

民を施設へと呼び込みます。用事がなくても日常的に人々が施設に立ち寄り、施設の内外、

様々な場所で交流が生まれます。 

創造活動部門では、市民が芸術文化を通した創造活動を行い、新たな木更津文化を生み出

していきます。さらにホール部門には、市民の晴れの場として 700 席規模のホールを設置し

ます。市民団体からプロまで、様々な人が利用する、木更津文化の継承・創造・振興拠点と

して、市内外の芸術文化活動を先導し、高めていく存在を目指します。 
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施設計画 

 

ホール部門 

ホール 

ホールは舞台芸術に重点を置き、文化団体や学校利用をメインに想定した、音楽利用性

能を向上させる技術を取り入れた多機能ホールとします。 

 

・収容人数：700 人程度（客席 1～2 層） 

・文化団体や学校利用をメインに想定します。 

・各種音楽、ダンス、演劇等が十分に行える舞台広さ、演出環境を確保します。 

・客席は良好な鑑賞環境を確保するとともに、催しの規模に応じて、小人数でも良好な雰

囲気で利用できるように工夫します。 

・客席可変については今後の検討とします。 

・障害のある人や親子の利用に配慮します。 

・ホワイエはゆったり過ごせる空間とし、十分な数の客用トイレを確保します。 

・良好な搬入環境、十分な規模の倉庫等を確保します。 

・楽屋は利用人数にあわせて使える最小限の構成とし、大人数の場合は他の部屋を利用す

ることを想定します。 

分野 具体的に想定される諸室など 想定面積 

客席関係 客席、親子室、車椅子席など 

2,800㎡ 

ホワイエ関係 ホワイエ、主催者事務室、客用トイレなど 

舞台及び舞台裏 舞台、備品庫、搬入ヤードなど 

技術諸室 調光操作室、音響調整室など 

楽屋関係 楽屋、スタッフ控室、楽屋用便所、備品庫など 

 

・想定舞台寸法は下記の通りとします。 

舞台寸法 ：36m×18m、主舞台 W14.5m（8 間）×D14.5 m（8 間）程度 

音響反射板：音響反射板を設置し、観客と演奏者自身への音響に配慮する 

舞台袖  ：搬入出や出演者の控え場所等を考慮し、上手・下手とも十分な広さ 

 

 
36m 

18m 
演技エリア 

(W14.5m×D14.5m) 

舞台袖 

音響反射板 

10間：18m 

8間：14.5m 

舞台袖 
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創造活動部門 

市民の日常的な活動を支援する部門として、創造活動部門を設けます。市民の様々な活動

や生涯学習等に対応する公民館的なスペースを確保します。 

 

スタジオ 

練習成果の発表や展示、リハーサル、ホールの楽屋としても利用可能なスタジオとしま

す。 

・収容人数：200～300 人程度 

・客席を可動席として、多用途に対応する平土間ホール形式とします。 

・本番前のリハーサル、日常的な練習利用の他、小規模な発表会や展示、会議等の利用を

想定します。 

・ホールの楽屋としても利用することを考慮した動線とします。 

・ホールの舞台同等の広さ（15m×20m 程度）及び十分な天井高を確保します。 

・充実した音響照明設備を検討します。 

・本番利用の場合、楽屋はホール用楽屋や、その他の創造活動諸室を楽屋として転用する

ことで対応します。 

 

分野 具体的に想定される諸室など 想定面積 

スタジオ ホール、倉庫など 300㎡ 

 

楽器演奏や合唱、ダンス、演劇等の練習スペース 

・バンド等の音の出る活動に対応するため、防音･遮音性能を確保します。 

・ダンスやバレエのため、鏡ばりの壁面、レッスン用のバー等を装備します。 

・ジャンルや人数に応じて使い分けができる諸室構成･仕様とします。 

・ホールやスタジオの楽屋としての転用利用も想定します。 

絵画や華道、書道等の美術活動に対応し、創作及び作品を展示するスペース 

・給排水設備、塗料や水などが使用可能な内装とします。 

・作品の展示を想定し、ピクチャーレールやライティングレールなどを装備します。 

・活動にあわせて、十分な天井高の確保や充実した音響照明設備等を検討します。 

会議研修等スペース 

・会議室は専用の部屋のみではなく、練習室等との兼用（重ね使い）を想定します。 

 

分野 具体的に想定される諸室など 想定面積 

練習室 中：２室、小：２室程度、多用途に使える仕様 

400㎡ 
創作室・展示室 水廻り付き、１室程度 

会議室 練習室、創作室と兼用（内装等工夫） 

その他 備品庫・楽器庫、更衣・シャワー室 
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交流部門 

交流部門は、施設全体のにぎわいを創出し、催し物がなくても誰もが気軽に施設へ訪れる

ことができるような部門として計画します。市民が一人でも仲間と一緒でも自由に過ごし、

新たな交流が生まれる居場所的スペースを設置します。 

交流部門の施設計画については、明確な諸室ではなく、共用部との一体的な計画、エント

ランスロビー近くや諸室への動線上など自然に利用できる配置や設えを検討します。 

具体的には下記のようなスペースを確保することとします。 

市民交流スペース 

こども・親子スペース 

・こどもが遊ぶスペース、子育てに関する情報提供を行う場 

図書・情報スペース 

・文化関連図書や市内外の文化情報を提供・発信する場 

・市内の高校生や大学生、社会人の勉強や学習の場 

飲食スペース 

・飲食が可能なスペース 

畳スペース 

・靴を脱いで寛げる畳スペース 

・共用部との間を仕切ることで茶道等の活動にも対応する。 

 

分野 具体的に想定される諸室など 想定面積 

市民交流スペース 市民ラウンジ、イス・テーブル等 

350㎡ 

こども・親子スペース キッズコーナー（託児室として利用可） 

図書・情報スペース 図書・情報コーナー 

飲食スペース カフェコーナー、キッチン等 

畳スペース 畳コーナー、茶道にも対応 

エントランスロビー 
 

 

管理運営部門 

管理運営部門には施設全体の維持管理、諸室貸出の管理を一体的に行う管理事務室の他、

市民活動団体の荷物置き場や活動拠点となるような市民活動スペースを設けます。 

・施設全体の維持管理の他、利用者受付、打合せ、スタッフ執務等の諸室貸出の管理を一

体的に行います。 

・市民活動団体の荷物置き場や活動拠点のスペースを設けます。 

 

分野 具体的に想定される諸室など 想定面積 

管理事務スペース 管理事務室 
100㎡ 

市民活動スペース 市民団体の荷物置き場など 
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駐車場 

駐車場台数については、市の条例に基づく附置義務台数を確保した上で、周辺の交通への

影響等を総合的に勘案し、施設管理者用、主催者用、搬入トラック用などの駐車場と併せて

適切な台数を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体規模 

施設全体の規模については、およそ 6,000 ㎡と想定します。 

 

部門 具体的に想定される諸室など 想定面積 

①ホール部門 ホール（700席程度） 2,800㎡ 

②創造活動部門 
スタジオ 300㎡ 

練習室（中：2室、小：2室）、展示室（1室） 400㎡ 

③交流部門 
市民交流スペース、こども・親子スペース、図書・情報スペース、 
飲食スペース、畳スペース、エントランスロビー 

350㎡ 

④管理運営部門 管理事務スペース、市民活動スペース 100㎡ 

小計  約 3,900㎡ 

共用部 小計×35％程度  廊下、共用トイレ、階段 等 1,300㎡ 

機械室 延床面積×13％程度 800㎡ 

合計  約 6,000㎡ 

  

【施設機能間の連携図】 
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建設候補地 

 

建設候補地の概要 

中規模ホールの建設候補地は、「公共施設再配置基礎調査プラン」で「旧庁舎跡地」としま

した。ここは、同プランにおいて文教ゾーンとして位置づけられており、中規模ホールの新

設の他、広場や市民交流スペース、商業空間の整備などが予定されている土地です。 

 

【公共施設再配置基礎調査プラン 配置ポイント】 

～公共施設は、時代の変化に合わせフレキシブルに～ 

 

ポイント 1：官民連携による市庁舎整備 

・木更津駅周辺に「市庁舎、市民交流スペース等」（民間施設の一部を賃借） 

・朝日庁舎周辺に「市庁舎」（民間施設の一部を賃借） 

ポイント 2：学校と公民館の複合化（木更津第一中学校と中央公民館の複合化） 

・コミュニティ機能向上（多世代交流） 

・公民館の機能向上（特別教室（音楽室、家庭科室、技術室等）の有効活用） 

ポイント 3：中規模ホールの新設 

・旧庁舎敷地を文教ゾーンとし中規模ホール、広場、市民交流スペース、商業空間整備 

ポイント 4：市民体育館の更新 

・ウェルネスゾーンとして、屋外に運動スペースを整備 

・既存市民体育館の機能の充実化（シャワールーム、更衣室、選手控え室の増設） 

ポイント 5：図書館の機能見直し 

・機能の分散化（駅前図書スペース⇒雑誌等、現図書館⇒児童書等） 

・レンガ調の外観を利用した民間施設（カフェ等） 
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 立地特性 

建設候補地とした「旧庁舎跡地」は JR 木更津駅より南西約 1 ㎞に位置し、駅からは徒歩

20 分程度、バスや車でのアクセスが容易です。候補地の西側は海水面（運河）を含む流通業

務系市街地が広がっており、東側には業務、住宅等を主体とした用途混在市街地が広がって

います。 

さらに、公共施設再配置基礎調査プランの中でウェルネスゾーンとして位置づけられてい

る体育館や現市民会館敷地とも近接しており、中規模ホールとの連携による、にぎわい創出

やまちづくりへの波及効果も期待されます。 

 

位置 
交通 
アクセス 

住所 木更津市潮見 1丁目 1番 

鉄道 JR木更津駅南西約１ｋｍ 
JR木更津駅西口より徒歩約 20分 

バス ・イオンモール木更津線「木更津市民会館前」 
   徒歩 3分 
・潮見線「木更津消防署」徒歩 1分 

道路 木更津駅から 
 西口：富士見通り、木更津富津線 
 東口：木更津停車場線、東口一番街、 
    都計道 3･3･3号線 
    （潮見木更津高等学校線） 
千葉方面から 
 国道 16号、都計道 3･3･3号線 
館山方面から 
 国道 127号、国道 16号、木更津富津線 

都市計画 用途地域 準工業地域 

建蔽率 
容積率 

60%（70%：角地緩和）  
200% 

 
高度地区 ー 

周辺環境 • 西側は海水面（運河）を含む流通業務系市街地 
• 東側は業務、住宅等を主体とした用途混在市街地 
• 体育館や水面･緑地等が近隣に立地 
• 文化教育関連施設は北東方向に点在 
• 飲食商業施設は駅周辺を中心に分布 
• 劇場に起因する騒音振動、交通や人の集中等を特に考慮すべき市街地はない 
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■位置図 

 

■建設候補地および周辺環境 
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 敷地特性 

建設候補地である「旧庁舎跡地」は北側・東側・南側の三面が接道、西側は警察署敷地に

隣接した矩形の敷地であり、施設建設にあたっては比較的自由度の高い敷地です。また、敷

地面積は約 23,500 ㎡と、想定施設規模（約 6,000 ㎡）を建設するには十分な広さが確保され

ています。 

 

敷地 面積 23,492㎡ 

形状 長方形（約 190ｍ×約 130ｍ） 

傾斜 平坦地 

土地条件 地盤 支持層深さ約 35m（N値 50程度、埋立地） 

海抜 2.7ｍ 
想定浸水深さ 0.5~0.8m（津波ハザードマップ） 

その他 上空は羽田空港への航空機離着陸ルート 

接道状況 周辺道路 南側：都計道 3･3･3（潮見木更津高等学校線） 
幅員 25m（４車線） 

北側：街区道路 幅員 6.6ｍ（2車線） 
東側：街区道路 幅員 8.0～9.4m（2車線） 

接道面数 3面 

接道長さ 南:190m／北:190m／東:130m 

その他 敷地内道路（市道あり） 

都市計画 
制限等 

斜線制限 道路斜線、隣地斜線 

日影規制 5h-3h（測定面 4m）  

隣地・ 
周辺環境 
等 

隣地状況 
等 

西側      警察署 
北/東側  道路、水面（運河） 
南側      消防署ほか業務施設 

主要 
公共施設 

木更津警察署、木更津消防署 
木更津市市民総合福祉会館、 
木更津市学校給食センター など 

 

 

  



20 

建設候補地の現状と課題 

建設候補地である「旧庁舎跡」には、現在旧庁舎の杭や上下水道配管等の地中残置の他、

現状も利用されている車庫等、残置施設などがあるため、移転や解体等、今後の対応を検討

する必要があります。 

また、建設候補地周辺は海抜 2.7m であり、津波ハザードマップ上では想定浸水深さ

0.5~0.8m とされています。そのため、建築計画において盛土をする、1 階部分にピロティを

設けるなどの対応を検討する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【建設候補地における課題】 

1．残置施設等 

①旧庁舎杭（地中） ・杭残置箇所を避けて上物を建築するなど、要対応検討 

②上下水道配管等  
・残置上下水道配管等を避けて上物を建築する、残置配管
を活用するなど、要対応検討 

③備蓄庫  
・施設として備蓄庫を所持するか要検討 
・残置する場合、配置計画によっては要移転 

④車庫、バス車庫 ・残置する場合、配置計画によっては要移転 

⑤通路 ・配置計画によっては要移転（移設可能） 

⑥記念碑等 ・配置計画によっては要移転（移設可能） 

2．海抜 2.7ｍ、浸水想定あり 
・盛土をする、ピロティを設けるなど、建築計画において 
要対応検討 
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施設配置の考え方 

 

検討にあたっての留意事項 

建設候補地への施設配置の

方針については、下記の点に

留意し、設計段階において詳

細に検討することとします。 

 候補地のポテンシャルを

活かす 

・敷地の広さを有効に活用

する 

・周辺の水辺環境を有効に

活用し、中規模ホールと

あわせて魅力的な環境を

形成する 

・富士見通り、ウェルネス

ゾーン方面からのアプロ

ーチ景観を形成する 

 

 新たな交流やにぎわいを生みだし、まちの活性化に資する環境づくり 

・中規模ホール周辺エリアを活用したイベントや活動との連携を図る 

・ウェルネスゾーン、市場・木更津港内港地区（パークベイプロジェクト）とのつながり

を意識する 

・「にぎわい交流拠点」として、外部空間を含めた施設全体を交流スペースと位置付ける 

・建物と広場、外部空間のつながりを意識する 

 

 市民の日常的な「居場所」となる環境づくり 

・わかりやすい動線計画、ユニバーサルデザイン・バリアフリーなどに配慮する 

・施設のいたるところに「居場所」となる場を配置する 

 

 機能的な施設づくり 

・市民の多様な活動に対応する機能的な施設を目指す 

・ランニングコスト低減へ配慮する 

 

 浸水への対策 

・海に近く浸水が想定される地域であり、盛土、ピロティの設置などを検討する 
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土地利用および施設配置方針案 

前述の施設配置検討にあたっての留意事項を考慮し、配置パターンの可能性を検討しまし

た。各案共にメリット・デメリットが挙げられ、詳細な検討については今後の設計段階にお

いて進めることとします。 

 

【施設配置案】 

① 

 

② 

 

③ 

 

④ 

 

⑤ 

 

⑥ 
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【施設配置案比較表】 

 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

配置条件 

ホール配置 北西 北西 西 南西 南西 中央 

ホール軸 南北 東西 東西 東西 東西 東西 

残置施設の有無 有 有 有 有 無 無 

評価項目 

水辺との関係 

× △ 〇 〇 ◎ ◎ 

北側がバック
ヤードになる 

ホワイエ一部
が水辺と 
近接 

既存建物一部残置 
施設と水辺が近接 

残置施設無 
施設・広場と水辺が近接 

建物と広場の関係 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

施設全体が広場と近接 

アプローチからの 
景観 

× × × × ◎ ◎ 

残置施設有、見通し不良 残置施設無、見通し良好 

ウェルネスゾーン 
との連携 

〇 〇 〇 〇 〇 △ 

広場が大きく開放的 広場が狭い 

残置杭回避 
〇 〇 〇 〇 〇 × 

杭残置箇所を避けて配置  

建築面積 
小 小 大 小 大 大 

  建築面積大  建築面積大 
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管理運営に関する考え方 

 

基本的な考え方 

劇場・ホール施設の管理運営は、他の施設管理運営とは異なり、様々な特殊性を有してい

ます。劇場法で定められているように、劇場は地域やまちとの連携が不可欠であり、また利

益追求型の施設ではないことなど、芸術文化だけに限らない、様々な専門性が必要とされま

す。そのため、これらの特色を十分に理解し、施設の管理運営を検討していかなければなり

ません。 

中規模ホールは、基本理念で掲げたとおり、木更津市の芸術文化活動拠点としてだけでな

く、木更津市の地域文化を継承し振興していくとともに、「にぎわい交流拠点」として、あら

ゆる人に日常的に開かれ、市民が主体的に施設を利用し、様々な活動を通した交流を生み出

すことが求められています。そのためには、単に施設を貸し出すだけでなく、様々な事業企

画を提供し、気軽に立ち寄れるにぎわいのある施設として市民に継続的に働きかけていくこ

とが重要です。 

また、施設はホールの他、創造活動部門、交流部門、管理運営部門と多様な機能を有し、

その管理や運営において、常に柔軟な対応が求められます。そのため、施設の目的に沿った

管理運営を可能にする組織体制や、各機能同士の円滑な利用を可能とする利用規則等が望ま

れます。 

管理運営の詳細については、基本構想、基本計画の考え方を踏まえて「管理運営計画」の

中で検討を行います。 

 

運営組織等 

 組織・体制の方針 

施設を運営していくためには、各種事業やサービスを積極的に提供していくための部門と

人員が必要です。 

特に、「にぎわい交流拠点」として中規模ホールを活性化させるためにも、舞台芸術、舞台

技術、まちづくり等の専門性を持った人材を確保し、適正な配置によって、市民の主体的な

活動参加を促していく必要があります。今後の管理運営計画段階において、市の現況や国の

動向等を踏まえて適切な運営主体を検討していきます。 

 

【今後の検討課題・留意点の例】 

・必要な専門分野と人員数 

・事業における専門家の位置づけ 

・勤務体制や雇用形態 

・市民協働のあり方 
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 管理運営主体 

公の施設の管理運営方法として、市が直接運営を行う「直営」と特定の事業者を指定し行

う「指定管理」があります。「指定管理」の指定管理者については、「民間事業者」や「公益法

人」等が運営する場合があります。指定管理者が「民間事業者」の場合は、効率的な運営・管

理が可能であり、「公益法人」の場合は、地域密着型の運営など、市民団体等との連携が図り

やすいという特色があります。 

また、施設の運営主体には、いかに地域の思いを共有し、地域の状況にあわせた運営がで

きるかが求められています。基本理念に掲げられている通り、施設が「きさらづ文化を継承・

創造・振興する にぎわい交流拠点」として、積極的にその役割を果たしていこうという姿勢

がある運営主体が望まれます。この中規模ホールにふさわしい運営のあり方、また運営主体

を選定していきます。 

【公の施設の管理運営方法別の主な特徴】 

  直営 指定管理者 

特
徴 

・文化政策や関連部署と連動性が高い 

・地域の実情を踏まえた運営や事業や市民

協働が可能 

・人事異動によるノウハウの継承が難しく、

専門的人材の継続的確保が課題 

・予算の確保や運用面での縛りが多く効率

性や収益性のインセンティブが働きにくい 

・予算の柔軟な運用や効率的な運営が可能 

・専門的人材・ノウハウを有し、質の高いサー

ビスや事業の提供が期待できる 

・他市･全国と同じ事業の提供が期待できる 

・法人形態（組織目的）によっては、非効率・

不採算な事業には消極的になる 

・指定期間による人材・事業の不安定化、 

終了・交代に伴う切替の混乱が生じる 

 

【今後の検討課題・留意点の例】 

・施設の基本理念を実現するために適切な運営主体のあり方 

 

〔指定管理者制度を導入する場合〕 

・指定期間、業務範囲の設定 

・主体の選定方法、選定時期、選定基準 

・開館準備業務の担い手 

・市民協働との関係性 

・リスク分担の考え方 

・施設設備の維持管理、修繕の役割分担および費用負担の考え方 

・評価基準 
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 管理運営業務 

管理運営に関する業務は、大きく以下の業務に分けられます。 

【主な業務項目と内容】 

項目 業務内容 

貸館事業 ホール・各諸室・共用部の貸出管理 

自主事業 各種事業の企画・制作・実施 

市民参画・協働 市民参画・協働の相談窓口・調整・促進 

広報・券売 広報・マーケティング、チケット販売管理 

舞台技術管理 音響、照明、舞台機構の機器操作・管理、安全管理 

共用スペース管理 飲食スペース、情報・図書コーナー等 

ビルメンテナンス 施設本体のメンテナンス、清掃、維持管理 

 

各々に専門性を求められることから、各業務を異なる主体が担当する事例もあります。 

各業務の詳細内容や役職については、今後の管理運営計画において、管理運営業務全体の

効率化やサービスの向上の実現に向けて、様々な観点から検討していきます。 

 

【今後の検討課題・留意点の例】 

・各業務の担い手 

・外部委託業務の可能性 

・市民協働との関係性 

・貸出範囲の設定、利用料金の設定 

・運営・事業評価方法の設定 

・収支計画の考え方 
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事業の方針 

公共文化施設の事業は、実施主体により「自主事業」と「貸館事業」の 2 つに分けられま

す。 

自主事業 
主催事業‐施設の運営主体が主催する事業 
共催事業‐施設の運営主体と他団体（民間企業・団体等）が共同で主催する事業 

貸館事業 市民や文化団体、プロモーター等に施設を貸し出す事業 

自主事業における主催事業では、事業の広報宣伝やチケット販売等の業務全てと収支の責

任を担います。対して共催事業は、施設の管理運営者と上演団体等が共同で行います。他団

体と協働することで、膨大な業務と収支リスクを分担できるだけでなく、芸術文化や制作等

についての情報交換が行なわれるため、職員のスキルアップや自主事業全体の質の向上も期

待できます。 

貸館事業は、市民が自ら行う文化活動等やプロの団体等の公演等に対して、施設を貸出す

るもので、市民が自らの練習成果を発表したり、良質な舞台芸術を鑑賞・体験する機会とな

ります。また、市民が借り手として利用する際は、制作や技術等のアドバイス等を日常的に

行い、市民文化の育成につながる支援を積極的に行う必要があります。 

【想定事業の例示】 

事業 想定事業内容 市民WS意見 

自
主
事
業 

鑑
賞 

質の高い舞台芸術・コンサートを鑑賞する機会を市民に提供し、市
民の豊かな心と感性を育む事業 
例）プロの劇団・楽団等の公演、著名アーティストの 
パフォーマンス等 

・オーケストラ、オペラ 
・演劇、ミュージカル 
・映画鑑賞 
・ライブビューイング 

普
及
育
成 

芸術文化に関する体験機会の提供、文化活動に取組む人材の育
成等により、芸術文化に親しむ人を増やし、技術向上や活動の活
性化を図ることを目的とした事業 
例）学校等でのアウトリーチ、体験ワークショップ、バックステージ 
ツアー、舞台芸術やアートマネジメント等の講座や研修会等 

・皆が手軽に参加できる 
イベント 
・ホールの職場体験 

創
造 

実際に舞台にたったり、舞台や公演をつくったりする機会を通じて、
市民の創造力と表現力を引き出す事業 
例）創作演劇・ミュージカル等 

・市民劇団 
・市民音楽祭・文化祭 

発
信 

木更津市の魅力ある地域資源を施設や様々なイベントや媒体を通
して、積極的に発信する事業 
例）木更津市の歴史・文化講座、ICTを利用した情報発信等 

・他地域とのコラボ事業 
・市域活性化事業 

交
流 

各地域間、世代や立場、芸術文化に限らないジャンル等、交流を
通じて、にぎわいを生み出し、市民やまちの活力につながる事業 
例）フェスティバル、マルシェ等 

・多世代交流 
・アフタースクール活動 
・野外フェスティバル 
・フリーマーケット 

貸館 

事業 

・ホールや諸室を市民や文化団体、プロモーターに貸し出し行う事業 
・単に施設を貸し出すだけでなく、市民の施設を利用した活動に対し、専門的アドバイスや
支援を行い、施設の多様な活用方法を積極的に市民に提供する 

 

【今後の検討課題・留意点の例】 

・事業方針、事業展開イメージ、開館前後の事業スケジュール 
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運用・規則 

 

 利用規則の考え方 

最新の舞台設備や練習室等を備えることで、様々な芸術文化活動が可能となり、利用方法

の細かなルール作りや利用目的別の適切な料金設定等が必要です。また、芸術文化活動にか

かわらず、日常的な居場所として利用できるように、諸室以外のスペースについても多様な

利用方法に対応できる規則作りや料金設定が必要となります。 

市民の日常的な芸術文化活動を支援するためには、利用時間や予約方法等、利用しやすく

柔軟な運営が可能となるような運営システムが求められます。 

これらについては今後、管理運営計画で詳細に中規模ホールにふさわしい規則のあり方を

決めていくこととします。 

【利用規則の基本的な考え方／今後の検討課題・留意点の例】 

開館時間 午前 8時 30分～午後 9時 30分までを基本とし、開館時間の拡大を検討 

休館日 
・年末年始を基本とし、施設・設備の保守点検時は休館 

・休館日であっても事前希望があれば開館するなど、柔軟性に配慮 

利用申請 窓口に加え、利用者の利便性と管理の効率化を図った申請方法について検討 

利用区分 
・ホール・楽屋については午前・午後・夜間の 3区分を基本 

・創造活動諸室等は、時間制など利便性の高い区分や制度を検討 

利用料金 
・施設の広さや席数に応じた利用料金、休日や入場料に応じた加算等を検討 

・利用内容に応じ、受益者負担や市民に使いやすい料金等を検討 

 

【今後の検討課題・留意点の例】 

・施設維持管理業務と勤務体制とのバランス 

・時間外対応 

・利用ニーズ 

・利用申請方法および時期 

・利用許可条件 

・予約方法、施設予約システムの導入 

・利用料金設定・減免の考え方 

・備品の貸出方法・料金設定の考え方 
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 市民参加・市民協働の基本的な考え方 

中規模ホールが「にぎわい交流拠点」となり、市民に主体的に利用される施設となってい

くためにも、ともに活動を担う仲間として、多くの市民がホールの運営に参加できる機会を

創出することが必要です。 

劇場・ホールにおける市民参加には、利用者の日常的な活動の他にも、チケット購入や鑑

賞、イベントへの参加、主体的に運営に関わるホールサポーター、事業パートナー、企画・

運営に参画する等、多様な関わり方があります。 

施設を貸し出す／使う、公演を提供する／享受するというような従来からの関係だけでは

ない、より多くの市民と多様な関わり方ができる方法を検討する必要があります。市民の多

様なライフスタイルや、運営参加・参画に対する意向を踏まえ、上記のいずれかに限定する

ことなく、様々な参加形態を設定し、市民の思いに柔軟に対応していくことが求められます。 

引き続き、今後の設計段階や管理運営計画においても、市民の参加・参画を進めながら、

開館後に展開していくことができる環境整備や仕組みづくりを検討することとします。 

 

【市民参加の例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の検討課題・留意点の例】 

・参加市民の育成、募集 

・参加形態の設定 
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 広報宣伝の検討 

広報手段の多様化に伴い、世代により偏りが生じないよう、多様な媒体による情報展開を

検討する必要があります。 

昨今、施設の名称については正式名称の他、親しみを込めた愛称をつけるケースが増加し

ており、独自のシンボルマーク・ロゴタイプを設けることも多くなってきています。 

今後の管理運営計画において詳細・方針を検討し、実施する場合には市民公募等による命

名・選定等を行うことも検討することとします。 

 

【今後の検討課題・留意点の例】 

・広報媒体と手法 

・プレイベントの実施 

・シンボルマークやロゴタイプの設置検討 

・市民公募等の実施検討 

 

 

 財源の確保 

施設等の貸出に伴う利用料金、公演やイベントのチケット代・参加費等の入場料の他、ネ

ーミングライツ、冠コンサート、屋内や紙面等での広告収入、国や民間等からの補助金・助

成金、共催・協賛金等、外部からの資金調達に努めます。 

 

【今後の検討課題・留意点の例】 

・収支計画の考え方 

・貸館収入および自主事業収入の考え方 

・広報宣伝の方法および広告収入の考え方 

・利用可能な補助金・助成金の検討 
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概算事業費と整備手法の検討 

 

概算事業費 

近年整備された劇場施設の実績から、建設費単価を１㎡あたり 70～80 万円（税別）と想定

し、本施設の想定延床面積約 6,000 ㎡を乗じると、概算建設費は 42～48 億円（税別）程度と

想定されます。これらに設計費や調査費等を加えて、概算総事業費を 47～54 億円程度（税

別）と想定します。 

また、施設整備費のほかに管理運営に係る事業費として、以下の項目が挙げられます。 

 ・維持管理費（清掃、光熱水費、設備保守点検、警備等に係る費用 

 ・運営事業費（利用受付、事業企画、舞台技術管理等に係る費用） 

これらは施設規模や運営体制、事業内容等によるため、今後の管理運営計画で引き続き検

討することとします。 

 

整備手法の検討 

公共施設の整備手法は大きく分けて、公共が設計施工等を単独事業として行う「直接発注

方式」と、公共と民間事業者が適切な役割分担と連携のもとで事業を推進する「官民連携型」

があります。 

直接発注方式には、設計施工等を個別に発注する「従来方式」と、設計施工を一括して発

注する「デザインビルド（DB）方式」等があります。 

官民連携型の一方式として、近年は財政支出の削減・民間資金の活用および施設の管理運

営への民間ノウハウの導入を目的として、設計施工から管理運営まで包括的に民間企業に発

注する PFI 方式を活用する事例が増えてきています。 

いずれの整備手法においても、効率化のみを重視するのではなく、先述した劇場・ホール

における管理運営特性を理解し、その留意点を設計へ反映させることが必要です。また、施

設の基本理念や果たすべき役割についても十分に理解し、施設計画・設計へと反映できる事

業者を選定する必要があります。今後の事業スケジュールや財政状況、施設性能、管理運営

主体の検討とあわせて、中規模ホールにふさわしい手法を検討していくこととします。 

【想定される事業手法】 
方 
式 

概要 
土地 
所有 

資金 
調達 

施設
所有 

設計 建設 留意事項・課題等 

直
接
発
注
方
式 

設計･建設の全てを公共
で実施 

・従来方式 

設計施工を個別に発注 

・デザインビルド方式 

設計施工を一括発注 

公
共 

公
共 

公
共 

公
共 

公
共 

長所 ・市の意向が確実に反映される 

課題 

・設計･建設の契約が分離されるため、    

 事業全体の効率化が困難（従来方式の  

 場合） 

P
F
I

方
式 

PFI事業者が設計･建設
を行ない、開館後の管理
（運営）を行う 

公
共 

民
間 

* 

公
共 

/ 

民
間 

民
間 

民
間 

長所 

・管理（運営）まで一括発注のため、    

 コスト削減や財政支出の平準化が期待できる 

・市は分割で事業費を支払う 

課題 

・整備にかかる事業期間が長くなる 

・民間資金活用のためコスト高の可能あり 

（*補助金･起債は市） 
・事業性が優先され、運営に充分な予算をかけ
づらい傾向がある 
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【PPP/PFIにおける主な手法】 

方式名称 
土地 

所有 

資金 

調達 

施設 

所有 
建設 

運営 

維持管理 
留意事項・課題等 

BTO方式 公共 民間 公共 民間 民間 

・民間が建設した施設について、公共が施設の譲
渡を受けるとともに、その管理運営を民間側に
委託する。 
・民間側は施設運営によって投資を回収（行政
からのサービス提供対価の支払い・利用料金） 

BOT方式 公共 民間 
民間 

↓ 
公共 

民間 
民間 

↓ 
公共 

・民間が建設した施設について、民間が一定期
間施設を所有し、その管理運営を行うことで投
資を回収する。 
・投資回収後、施設を公共に無償譲渡する。 
・業務の自由度が高く、採算性をある程度追求で
きる事業が対象。 

BLT方式 
公共 
又は 
民間 

民間 

民間 
↓ 
公共 
ﾘｰｽ 
↓ 
公共 

民間 公共 

・民間が建設した施設について、リース契約を行
い、公共が施設運営する。民間はリース期間内
に投資を回収し、リース契約終了後、公共に譲
渡する。 
・譲渡特約付きの賃貸契約とほぼ同義。（床を民
間から借りて、公共が直営する形態） 

BTM方式 公共 民間 公共 民間 
民間 
／ 
公共 

・民間が建設した施設について、公共が施設の譲
渡を受けるとともに、その施設の維持管理のみ
を民間側に委託する。民間側は施設の維持管
理によって投資を回収（行政からのサービス提
供対価の支払い・利用料金）。 

 

DBO方式 公共 
公共 

* 
公共 民間 民間 

・民間が建設した施設について、公共が施設の譲
渡を受けるとともに、その管理運営を民間側に
委託する。 

*整備費は公共が負担するため、民間資金の必
要はない。 
・民間金利に比べ起債金利のほうが安い現状に
おいて、この手法を採用する自治体も増加。 
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【設計･建設方式（直接発注方式のバリエーション）】 

設計段階から施工者を交えて検討することによる施工費の縮減、入札時の不落によるスケ

ジュール変更等のリスクを回避すること等を目的として、近年では様々な方式が検討されて

います。いずれの方式に関わらず「性能確保、確認のための工夫」が求められ、設計･施工･

監理をトータル的にマネジメントする体制を検討する必要があります。 

 

方式 概要  基本設計 実施設計 建設 

従来方式 

基本設計、実施設計後に
施工者を入札等で決定す
る  

 

 

   

ECI方式 

実施設計段階で施工者を
決定し、施工者の協力を
得ながら実施設計を行う 

 

 

    

設計監修方式 

実施設計段階で施工を一
括で発注し、設計監修を
得ながら、実施設計を行う 

 （設計協力費が発生） 

   
 

  

DB方式 

（ﾃﾞｻﾞｲﾝﾋﾞﾙﾄﾞ
方式） 

設計・施工を一括で発注
する 

（設計者選定時に施工者
を決定) 

   
    

  

設計・施工者 

+設計者監修 

施工者 
+施工者協力 

設計者 設計者 施工者 設計者 

選定 

施工者 
選定 

設計者 

選定 

設計者 
設計者 設計者 

選定 

設計者 
施工者 

選定 

設計者 設計者 
選定 

設計者 

施工者 
選定 

設計者 
施工者 

選定 

設計・施工者 
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 今後の検討課題および想定事業スケジュール 

 

今後の検討課題 

基本構想においては、今後の課題として以下の点を整理しています。 

・ 既存中ホール存続についての方針 

・ 敷地候補地の検討 

・ 施設機能・諸室の詳細検討 

・ 複合化の検討 

・ 事業手法の検討 

基本計画においては、前述の通り敷地候補地および施設機能・諸室の詳細検討を行いまし

た。 

既存中ホール存続については、建築寿命までは利用を続けることとします。 

複合化については、現在、公共施設再配置基礎調査の中で文教ゾーンとして、中規模ホー

ルには、広場、市民交流スペース、図書スペース、商業施設を整備する配置としています。

このため、交流部門の中で市民交流スペース、図書情報スペースを確保しております。他施

設との複合化については、今後さらに検討していきます。 

また、事業手法については、今後事業を進めていく中で本施設にふさわしい手法を決定し

ていく必要があります。 

 

事業スケジュール 

基本計画において、想定される今後の事業内容およびスケジュールを整理しました。採用

する事業手法によっては、事業内容およびスケジュールは変動することがあります。 

基本計画策定以後の想定事業期間：直接発注方式の場合  最短で 5 年間 

PFI 方式の場合  最短で 6 年間 

 － 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 

直
接
発
注
方
式
の
場
合 

                                

P
F

I

方
式
の
場
合 

                                

 

設計者 
選定 基本・実施設計 

発注 
手続き 建設工事 

管理運営計画 開館準備 

PFI導入 
可能性調査 

◎開館 

基本計画 
策定 事業者 

選定 

基本・実施設計 

建設工事 

開館準備 

◎開館 

管理運営 
実施計画 

管理運営 
基本計画 

基本計画 
策定 


