
2012/3/22 米子市公会堂利用促進の会

米子市公会堂利用促進の会による改修提言の対応まとめ

2012/3/16に報告された基本設計報告書抜粋、および、2012/3/22の利用促進の会での市からの報告を
元に、利用促進の会による改修提言（2011/9/8付けの提言文書、および利用促進の会合での提言）の
対応状況をまとめました。

項
目

提言 評価 対応 情報元

大ホール

1-1 【重点要望】
座席数の確保

○ ・現状の座席数を最大限に確保し、約1100
席の維持を目標としながら「鳥取県福祉のま
ちつくり条例」に基づいた再レイアウトを行
う
→現座席数1120席より18席減の1102席とす
る。18席は車椅子スペースとする。

6-1.項

利用促進会

1-2 【重点要望】
外部からの音の遮音

○ ・屋根・天井改修により伝達経路を閉塞する
などして低減する。
・サイレン音はかすかに聞こえる可能性あり

9-3.項

1-3 チャイルドルームの設置 × ・チャイルドルームは設置しない
・ただし、トイレに授乳室を設置する 6-3.項

1-4 音響・演劇設備・内装の維持 ○ ・ホール天井や壁は意匠を維持
・音響の現状維持（音響測定を行った）
・舞台設備の維持または改善
→現在は天井に直接外と繋がる開口部があり、
そこから音漏れすると分かった。改修ではこ
の開口部を塞ぐ。

6-1.項
9.項
10.項
利用促進会

ホワイエ・エントランス

2-1 【重点要望】
喫茶コーナーの設置

× （現在の設計では対応予定がない。少ないコ
ストで対応できるので引き続き提言する）

2-2 【重点要望】
トイレの増設

△ ・管理棟の元そば屋の厨房スペースを男子ト
イレに変え、ホワイエ両脇のトイレの一方を
女子専用トイレに改修する。

利用促進会

2-3 開場前の待合場所の確保 △ ・劇場扉を施錠できるようにする
→ホワイエでの待ち合いが運用で可能になる
と思われる。

6-1.項
利用促進会

2-4 ホワイエ単独で小さなイベン
トが行えるスペースとする

○ ・劇場扉を施錠できるようにする 6-1.項

2-5 階段下の通行危険箇所の改善 × （現在の設計では対応予定がない。進入を防
ぐ手すり柵の設置などは少ないコストで対応
できるので引き続き提言する）



項
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提言 評価 対応 情報元

2-6 車椅子用スロープ、手すり ○ ・「鳥取県福祉のまちつくり条例」に基づい
たバリアフリー設備を設置する

6-3.項

舞台

3-1 下手スペースの拡張 × ・現状を維持

3-2 釣り昇降操作は手動式を維持 ○ ・現在の設備を維持する 10-3.項

3-3 楽屋と舞台間の出入口の拡大 × ・現状を維持

3-4 上手ピアノ庫横のトイレ不要 ○ ・トイレの一部を楽屋棟階段の拡張にあて、
一部は物入れへ更新する

6-2.項
内装改修図

搬入口

4-1 搬入車両向け門の拡張 ○ ・門扉を撤去する 6-2.項

4-2 ホール搬入口の横側の開口 × ・現状を維持

楽屋棟および集会室

5-1 【重点要望】リハーサル室を
利用しやすい場所に移設

△ ・リハーサル室は移設しない
・動線である階段を拡張（1m幅→1.5m幅で
螺旋でなくす）し、階段室の扉は更新する

6-2.項
利用促進会

5-2 【重点要望】管理棟のスペー
ス拡張と集会室の増設

△ ・応接室を小集会室に変える。
・管理棟のスペースそのものは拡張しない
・集会室３と４との間仕切りは固定壁を新設
・集会室１と２との間仕切り、および、集会
室４と５の間仕切りは可動壁とする
（基本設計抜粋の資料に一部誤りがある）

6-2.項
および
利用促進会

5-3 楽屋の動線の拡張 × ・現状を維持

5-4 楽屋２階と管理棟２階の連結 × ・現状を維持

5-5 楽屋入口改善(スロープ化等) ○ ・楽屋入口は現状を維持するが、ホワイエ側
と下手舞台袖との間に昇降機を設置し、車椅
子での移動を可能にする。

利用促進会

5-6 集会室の防音 △ ・壁や窓は現状を維持する
・集会室の間仕切りは現状のアコーディオン
カーテンよりも遮音性の高いものに変える。

利用促進会

5-7 【重点要望】
管理棟のカフェ設置

△ ・喫茶店は、改修時は現状仕上げを撤去し、
スケルトンのままとする。
・現在の厨房スペースは男子トイレに改修
・庭側にデッキスペースを新設する。

6-3.項

5-8 集会室にギャラリースペース × ・現状を維持
（美術館と機能が重複するため）

利用促進会

5-9 集会室の段差を無くす ○ ・集会室の床の躯体修繕により段差解消する 6-2.項

設備備品

6-1 映写機/スクリーンの更新 △ ・映写機を更新するか、撤去してビデオプロ 10-2.項



項
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ジェクターに移行するかは継続協議
→ビデオプロジェクターへの更新に決定
　スクリーンは現状を維持

利用促進会

6-2 空調/音響/照明装置の近代化 ○ ・空調設備の機器・配管を全面更新
・給排水衛生設備は現状問題ないので原則再
利用するが、一部設備は更新する
・舞台照明設備、舞台音響設備の更新

8-3.項
8-4.項

10-2.項

6-3 その他設備・備品の追加 △ ・コインロッカーやホワイエモニターの設置
は、今後検討する。

利用促進会

広場、駐車場、その他

7-1 【重点要望】
前庭広場を最大限に広げる

△ ・土塁の撤去や噴水スペースへの芝生拡大
・駐車場は現状を維持する

利用促進会

7-2 【重点要望】
広場を囲う土手の撤去

○ ・土塁を撤去し敷地内へ入りやすくする
・高木は残す
（高木が景観の邪魔になっているので、間引
きや、高さを下げる伐採を今後も提言する）

6-3.項

7-3 【重点要望】
噴水池の再整備

× ・噴水は撤去する
・辻普堂の彫刻は移設する
→これまで、米子市内の設備の噴水は故障す
るなど評判が悪い。公会堂の噴水も故障して
おり、今後の維持も考えて撤去を判断した。
（維持がしやすい最近のデザインもある。噴
水は子供が喜ぶスペースにもなるので、今後
も提言を検討する）

外観改修図

利用促進会

7-4 【重点要望】
外壁のライトアップ設備設置

× ・設置しない
→約５００万円のコストがかかる
（ライトアップは街の賑わい感にもつながる。
今後の提言を検討する）

利用促進会

7-5 大会用のバス降車場の確保 ○ ・現状の維持 利用促進会

7-6 ベンチ/緑化など憩いスペース △ ・今後の検討事項
・街灯は現状の６箇所から８箇所に増え、合
わせて、外部コンセントも設置する。

利用促進会

7-7 コンクリ打ち放し外観の復活 × ・コンクリ打ち放しへの復活予定は無い
・タイルはオリジナル部分をピン打ち工法で
補強し保存する

6-2.項

利用促進の会合での提言

改修案を米子市より市民に直
接説明する報告会の開催

× ・基本設計の市民報告会は開催しない
（利用促進のためにも情報発信は重要である。
市から情報提供する会の開催を今後も提言す
る）

利用促進会
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大ホール正面の窓下部の腰板
を撤去し、建築当初のデザイ
ンを復旧する

× ・腰板は現状のまま
→正面およびサイドの腰板を撤去すると約３，
０００万円の費用を要する。
（正面だけの撤去に絞れば費用が抑えられる
のではないか。開放感が高まり印象が良くな
るので、今後も提言する）

利用促進会

ホワイエのリノリウム床を、
建築当初のデザインのタイル
床、またはじゅうたん等に変
える

× ・リノリウム床は現状のまま
（少ないコストで対応できるので引き続き提
言する

利用促進会

行政サービスセンターを移設
して集会室を増やす

× ・行政サービスセンターは現状のまま
（公会堂にある必然性はなく、米子市役所第
二庁舎や駅前イオンなど他の場所でも良い。
今後も引き続き提言する。）

利用促進会
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