
大ホール大ホール
1,500～2,000 席1,500～2,000 席

中ホール中ホール
500～800 席500～800 席

小ホール小ホール
100～200 席100～200 席

FM局FM局
BBQ

チャイルド
ルーム

リハーサル室リハーサル室
舞台と同じ大きさ

楽屋楽屋
大小

たくさん

リハ室リハ室 練習
出入口

練習
出入口

屋外ステージ屋外ステージ

練習場・宿泊
（合宿練習も可）

リハ室リハ室
舞台と
同じ大きさ広いトイレ

特に女性用

駐車場

福井駅

練習室練習室
大：100人×1
中：50人×2
小：20～30人×3
小小：2～5人×3
すべてピアノあり
託児施設併設

駐車場

練習
出入口

ホワイエホワイエ

ホワイエホワイエ

ホワイエホワイエ

客席段床あり
2階席あり

舞台奥
広く

オケピあり

２F ：レストラン
３F：事務・会議スペース
           ・福井の芸術史
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福井市文化会館を考える
ワークショップかわら版

福井市文化会館を考えるワークショップ season2season2　かわら版　　（平成 29年 5月 18日号）

season2
season2

発行／福井市商工労働部観光文化局　文化振興課　　編集／株式会社シアターワークショップ

意見のまとめ意見のまとめ

大ホール
・1000名/音楽専用
・1400～1500人 /平日/本物の演奏会鑑賞
・2300席/オケピット有/週末or金曜/バレエやミュージカル公演
中ホール
・500名/週末/プロ・文化団体の公演
・500～700人/いつでも/本物・地元セミプロの演奏会
・500～900人/平日・週末の空いているとき/ただで練習会場
・1100席/オケピット有/コンサート・演劇・バレエ・音楽

小ホール
・150名/週末/市民ワークショップ
・150名ほど/毎日文化団体が公演/空いているときは稽古
・200名/演劇
・100～250人/週末/市民がプロを目指す演奏会/クラシック・演劇
・350席/ミニコンサート/○○の夕べなど/参加型

大ホール
・フェニックス・プラザ並みのキャパ/一流アーティスト・興行優先
・主に興行/利用料を高く
・1000人/平日・休日/コンサート鑑賞
・1000人くらい/休日/プロの劇団・ミュージカル
・1000席/平日夜/丸いホールで中央にステージ/コント
・1200席/休日/仲間とポップスコンサートを聴く
・2000席（可動式）/パーティー
小ホール
・100～200人/休日/アマチュアの芸術団体発表
・200名/低利用料金/若い舞踊家・市民
・200席/休日の昼/子ども/ミュージカル
・200席/平日/仕事帰り/働いている人/寄席
・少人数/発表会/日時予約制

ホール
・オペラ(歌劇）をやる
・ゆったりスペースのある座席を互い違いに配置
・開演ブザーを変えてほしい

大ホール
・1000人弱/週末、休日/市民（市外も含む）/鑑賞
・3500席～/年数回全国規模のコンベンション
・年一回/市民コンサート
中ホール
・300人弱/週末、休日/市民（県民）
・800～1200席 /中学生/フリー練習（本番さながらの臨場感）
小ホール
・40～100、200席ほど/週末/寄席
・ブラックボックス/50名くらいがゆったり座れる
　/30名くらいが靴を預けられる/適度に狭い/照明・音響がしっかり
　/落語/100名くらい/和室

ホール
・市民コンサートの練習 / 週末のど自慢大会/カップル貸切コンサート
・年中/有名アーティストのライブ、映画祭、歌舞伎、演劇
・シーズン毎に市民ファッションショー/年末に第九
・チケットブース/他劇場を含むチケット販売
・売店/楽器リペア、パーツなど、作品の販売
・アリーナ/大人/社交ダンスパーティー
・屋外劇場/100名/オペラ公演/半円形舞台

練習室
・ダンサー/20名/レッスン/壁面ガラス
・年中/部活/バンド練習/ピアノなど
・平日の夕方～夜/フリー使用
・大練習室/20人程度で利用できる/２部屋程度
・中練習室/10人程度で利用/３部屋程度
・小練習室/数人で利用/10部屋程度
・ガラス張り/天井が高い

カフェ・レストラン・売店
・レストラン/平日夜/大人/ディナーショー
・レストラン/週末/家族/音楽・演劇のあるランチ
・コーヒーショップ/会館に用がなくても使える
・カフェ/年中/アコースティックライブ、ゴスペルなど
・コンサートの種類によって料理が変わる
・テイクアウト/夜11時まで営業/パブ

会議室
・会議室/移動間仕切りで仕切る/数は多くなくてよい
　/年中 /市民団体/コワーキングスペース/調理室付き
・談話室/打合せが自由に出来る

教室・アトリエ
・スタジオ/ユーチューバ―の収録/５名 /機材 /
　/バンドCD作成 / itunesで販売 /映像配信が出来る
・ミニシアター（上映部屋）/100名 /段々座席/ステージあり
・アトリエ/平日 /市民団体/小物、衣装作り、楽器作成、リペア教室
　/日中 /作家が作品作り/親子、大人がクラフトワークショップ
・様々なジャンルを教える場
エントランス・ホワイエ
・雨や雪が降っても使いやすい
・駐車場が近い/車寄せあり
・ホワイエ/平日 /少人数コンサート（カルテットなど）/結婚式

シアター・ライブラリ
・文化系専門の図書館
・音楽、演劇ライブラリ/CD、DVD、NET…
・芸術書や資料、グッズが買える本屋（代官山蔦屋、NADiffみたいな）
・教室/文化芸術大学
・文化コンシェルジュの設置

その他
・キッチン/週末 /大人 /料理教室
・お手洗い/全140（男30、女90、多目的10、障がい者10）
・車イススペース/現状より多く/快適に 
・駐車スペース

練習室
・文化スクール（教育、研修）
・50－100人用/平日/劇団員が練習
・大中小の大きさ/遮音性
・休日の夜/60代のおやじ/バンド練習
・休日/アマチュアの団体/発表・ワークショップ
・練習室/作業部屋/道具・衣装作り
・長く借りられる（期間・時間）/料金が安い
・楽器のレンタル/保管庫
・天空に映像投影/寝て鑑賞

楽屋
・区切られるようにする/男女別・着替え部屋として使える
・畳
・明るいシャワールーム

ホワイエ
・総合受付/コンシェルジュ的なコーディネイトする人
・平日/昼 :美術展覧会/夜 : フリーマーケット
・平日/越前和紙など伝統工芸の常設展示
・休日/アマチュア芸術団体/小さい発表
・エントランスホール/いつでも見たり聞いたりする仕掛け
・演奏や小さい劇ができるスペース

レストラン
・遅くまでやっているカフェ/
　色んな人が訪れてゆっくりする/芝居やコンサートの余韻を楽しむ
・夜/演者と一般人が打ち上げ
・公演後/二人で余韻を楽しみながら食事をする

スタッフルーム
・運営ボランティア/事務室
・平日夜/ボランティア/ワークショップ

その他
・情報コーナー（次回公演の案内、出演者のとっておき情報など）
・鑑賞する若い親御さん向けの託児所
・一流アーティスト（県外客）/駐車場なし
・市民の発表会（県内客）/駐車場あり
・既存施設をリニューアルか郊外に建てる方が駐車場の点では便利
・県外客向けの観光案内所やマップなどを用意
・中庭（光、福井城跡の借景、緑豊か、お茶会）
・水辺のあるコンサート（中空）
・和太鼓/福井産のハープ
・宿泊施設を設ける

練習室
・１人用×３ / ５-10人用×３ / 30人用×２ / 80-100人用×１
・全て防音・ピアノあり/仕切りは使わない
・平日/社会人/夜遅くまで練習できる
・60名くらい/いつでも/文化団体が練習
・100名/全国大会のリハーサルに使える広さ/公演にも使える
・大中小のホール全てに/舞台と同じ大きさ/リハーサル室になる
・普段の練習用/ワークショップもできる
・安く気楽に使用出来る

楽屋
・舞台の上手・下手袖・バックステージが広いと良い
・設備（モニター、トイレの数、シャワー）
・大中（仕切りあり）、小、たくさん
・倉庫（大型楽器、舞台装置を預けておける）
・皆が使うトイレ/ホールに通じている

ホールの附帯スペース
・ホワイエ/ワインコンサート/いつでも/地元セミプロの演奏会
・催し物のないときでも人が集う/舞台の案内を出す/文化を育てる
・事務所/開館中常に/活動について相談できる人がいる
・チャイルドルーム/大中小全てに/幼児教育と母親のため
・子どもの心が育つ/子どもが文化に触れやすい空間を作る
・会議室（20名２室、50名２室）/平日
・らくがきコーナー/毎日 /子どもが自由に
・子どもに静かに舞台をみるということを教えることも必要
・ライブラリー室（市民レベルの演奏、文化会館のCD、DVDの保管）
・レストラン/毎日 /コンサートやイベントを楽しめる
・練習室が見えるレストラン

屋外スペース
・屋外ステージ/季節に合わせた舞台・催し
・屋外広場/公演前後にBBQ・おしゃべり・フリーマーケット
・植物園（福井の四季を味わえる植物）
・公園を通るルート/デートスポット
・5～10分歩いた場所に駐車場
・水辺/屋外コンサート/ダンスパフォーマンス

その他
・FM放送スタジオ/公演時間帯/NHK,FBC,FM福井 /公演の生放送）
・宿泊施設/100人 /合宿 /他県からの出演者

第2回ワークショップテーマ
『文化会館の目指す方向性と機能について文化会館の目指す方向性と機能について②
理想の文化会館をつくりましょう！理想の文化会館をつくりましょう！』

なんでもアンケートよりなんでもアンケートより　平成29年5月18日 、福井市役所にて「第２回福井市
文化会館を考えるワークショップseason2」を開催しまし
た。今回は18名の方にお集まりいただき、前回に引き続
き『文化会館の目指す方向性と機能について』というテー
マのもと、ワークショップを進めていきました。
　まずは個人で前回のワークショップで出てきた各部屋の
使い方について、【どこで】【いつ】【誰が】【何を】【どれ
ぐらい】【＋α】を考えます。各々の理想の諸室が付箋に
書かれて貼られていきます。中にはすでに模造紙いっぱい
に付箋が貼られているグループも。
さて、たくさん出てきた皆の理想ですが、これを今度は
グループ毎に1つの意見にまとめていきます。　　　↗ 

　グループ毎、たくさん出た意見を集約していく議論をし
ているうちに、「あ、それもいいね」「こうしたらもっと良
いんじゃない？」という声が聞こえてきました。どんどん
手を動かす皆さん。中には文字ではなく絵を描いているグ
ループも…？最後には「ふくいかしわもち芸術村」、「ふく
い芸術ザ！」、そして「ふくいビートル会館」と、素敵な
愛称まで決まりました。
　今回、とりわけ勢いがあったのはかしわもちチーム。理
想の文化会館の中身だけでなく、なんと絵をおこし、配置
の検討までしてしまいました。実は次の回でやろうとして
いたのですが…先を越されました。とうとう皆さんの本気
炸裂。次回も盛り上がること必至です。たくさんのご意見、
期待しております！

ワークショップとしては楽しくていいが、
現実（実現性）は経済的側面を考えて
いないのが不安である。 使う側、演劇、音楽関係の人からの話はあり、

サイズのこと（練習室の人数など）、だれもが
ほしいと思っているエリア、機能など気付きが
ありました。ハコ(スペース）から入らずに
ソフト面から機能をおとしこむほうがよい。

違うジャンルの方のたくさんの意見を聞くことが出来
てすごく楽しく、勉強にもなりました。思った以上に
意見交換が出来ていたように思いました。

だんだん自分がのぞむミニマムが見えてき
た。そして、たくさんの人の最低限なこと
が一致してくるとよいと思いました。

人にやさしい街づくり、皆で作っていきま
しょう。誇れるものを！！

たくさんの知恵がより結集されて、未来、
夢ある施設が誕生しますこと、今後楽しみ
にしています。ありがとうございました。

たくさんの夢が語られて良かったと思います。
ホールがビジネスとして成立するかが
ポイントだなと思いました。

大ホール

・2,500 ～席
・コンベンションができる
・NHKのどじまん
・有名アーティスト
・第九
・映画祭
・社交ダンスパーティ

中ホール

・800 ～ 1,200 席

小ホール

・40 ～ 200 席
・寄席

練習室

・大（20人）、中（10人）、小（数人）
・楽器が入る
・ダンス、バンド
・ガラスばり
・天井が高い

小劇場・ミニシアター

・～50名
・映像がみやすいシート

レストラン・カフェ
・高級レストラン
・夜11時までやっている
・パブ
・カフェ
・アコースティックライブができる
・コンサートの種類によって料理がかわる

アトリエ

・工作室
・作家がつくれる
・クラフトワークショップ

スタジオ

・ユーチューバー
・収録
・録画室
・CD作成

ワンフロアホール
アリーナ

屋外劇場

エントランス・駐車場

・素敵
・結婚式ができる

シアターライブラリ

・芸術書がある
・コンシェルジュがいる
・図書室

その他

・お手洗い
・おしゃれ
・車椅子スペース

調理室

・30名くらい

大ホール

・1,000～2,000席（可動式）
・ゆったり席（寝転べる）
・オペラ、ミュージカル、コンサート
・パーティー会場としても機能
・素敵な開演ブザーに
・所作台、花道、すっぽん

小ホール

・100～200席
・若手　ピアノ発表会（新人）
・演劇（アマチュア）、寄席を聴く
・市民利用で使用料を安く
・歌舞伎観劇　回り舞台、大ゼリ

練習室

・楽器のレンタル（あり）
・若手むき
・大、中、小
・文化コンクール
・ワークショップ（研修）
・そのまま発表出来る

楽屋

・畳の部屋、所作台
・宿泊
・シャワールーム
・長く借りられる
・+作業室(道具、衣裳がつくれる)

カフェ・レストラン

・演者と一般人が打ち上げ
・余談を楽しめるよう長く営業
・（お酒あり）居酒屋

ホワイエ・共有スペース

・伝統芸能（福井）
・教育、展示、フリーマーケット
・きれいなトイレ（多目的）
・ボルダリング
・オープンなスペース
・図書室

受付・コンシェルジュ

・総合窓口・相談

緑・庭

・借景（福井城址）
・水辺のあるコンサート
・屋外（中庭）

スタッフルーム

・畳の部屋
・ゲストルーム（宿泊機能）
・託児所

お問合せお問合せ

次回予告次回予告

〒910－8511　
福井市大手3丁目10番1 号
福井市役所   商工労働部  観光文化局
文化振興課
TEL      ：0776-20-5367
FAX     ：0776-20-5670
E-mail：b-shinkou@city.fukui.lg.jp

かしわもち
チーム

こいのぼり
チーム

かぶと
チーム

やろっさ！やろっさ！拡大版！拡大版！

たくさんのご意見、
どうもありがとうございました！

y !a aross
第3回ワークショップ
日　時：平成29年6月22日 (木 )
　　　　19時～21時
場　所：福井市役所
テーマ：
    「文化会館の諸室・機能について」

ふくいかしわもち芸術村ふくいかしわもち芸術村

ふくい芸術ザ！ふくい芸術ザ！

ふくいビートル会館ふくいビートル会館


