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《作成・発行》 

四万十市企画広報課 

文化複合施設整備推進室 

＆ 空間創造研究所 

平成 30年 9月 2 

 

 

次回（最終回）の開催予定 

第３回：11月 8日（木曜日） 

 

19時～21時／市役所本庁舎 3階 会議室 

「新しい文化複合施設の 

施設機能・事業計画を考える」 

 

第 2回 「新しい文化複合施設の活動・事業を考える」 
4つの班にわかれ、新しい文化複合施設に「やってほしいこと」、参加者の皆さんが施設で「やってみたいこと」について具体的に話をしました。 

具体的な事業内容や意見を書いたふせんを使ってまとめたワークシートをもとに、班ごとに発表を行いました。 

☆★ひとことアンケートの一部をご紹介します★☆ 

○“何か行事がなくても市民が気軽に立ち寄れる場所”が求められているような気がしました。ただ人が多く集まればいいわけでもな

いと思うので、市民の真のニーズに沿った施設ができたら嬉しいです。 

○他にも同じ機能があるものは、ここに必要なのかな？と思います。日々一生懸命生活している人が、他の文化に触れ、成長してい

ける場として完成された場ではなく、使いやすい（扱いやすい）施設をつくってほしいです。 

○折角新しいものができるのですからこどもから大人（０才～高齢者）までが集い、にぎやかに、気兼ねなくすごせる場としていただき

たい。運営への市民参加はぜひ必要で大切なことと思います。 

○「人と人の繋がり」「交流」「コミュニケーション」新しい施設だが求められているものは根源的なモノ。しかしその形はいろいろ多様化

しているのも現状。新施設には「多様性」「共生」こういったことがポイントになるかもと思惟した。 

 

●四万十市文化複合施設基本計画とは？ 

四万十市総合計画等に基づき、文化複合施設の整備を進めるうえでの根幹となる計画で、市が目指す施設像を踏まえ、施設の利便性・機能性・環境への配慮等の視点から「効

率的な管理運営計画（ソフト計画）」と「整備位置や規模等を示す施設計画（ハード計画）」の両面から、基本的な方針を明確にして整備の指針や考え方を示すものです。 

●四万十市文化複合施設基本計画市民ワークショップとは？ 

基本計画の策定には、市民の皆さまからの意見が欠かせません。このワークショップは様々な立場からの市民の皆さまの意見を集約する場です。その意見を確認しながら、学識経

験者や市民団体・公共的団体の代表者等で組織する「四万十市文化複合施設整備検討委員会」が「基本計画」の策定に向けて協議を行います。 

市民ニーズや地域の声を「検討委員会」に届けることがワークショップの役割です！ 

夏の暑さも残る 9月 1４日（金）、中央公民館 2階研修室Ⅰにて、「四万十市文化複合施設基本計画第 2回市民ワークショップ」が開催されました。 

今回は市民参加者３３名、（女性２３名、男性１０名）、市の事務局スタッフ４名、その他の事務局スタッフ４名、合計４１名での開催となりました。若い世代の参加も多く、 

１０代から８０代までの幅広い世代の皆さまに参加していただき、各班、様々な立場から積極的な議論が行われていました。 

第２回目のワークショップは、「新しい文化複合施設の活動・事業を考える」をテーマに、４つの班に分かれ、自己紹介の後に「新しい文化複合施設に主体的にやってほし

いこと」と「新しい文化複合施設を活用してやってみたいこと」について意見を出し合い整理するグループワークを行いました。 

発表では、舞台や映画、展覧会など鑑賞型の事業のみならず、実際に体験できるワークショップ型の事業や、茶道・華道など生活文化系の講座の開催など、さまざまな

意見が挙げられました。また、各班共通して「何もないときでも老若男女が集える施設であること」が挙げられ、「市民の居場所となる施設であること」が期待されました。 

「年間をとおして芸術文化を楽しめる

施設であること」が望まれ、施設の事業

としては、年末の第九コンサートの開催

や映画上映、子どもの仕事・文化体

験、TV の音楽番組の誘致などが挙げ

られました。 

また、世代間交流の場となるよう、地

元食材を活用したカフェや、勉強がで

きる場所、遅くまでいられる場であるこ

と、防災面への配慮などの意見が挙げ

られました。 

C班 

B班 

D班 

A班 

四万十市を知るための講座や、映

画上映、子どもに対しての芸術鑑

賞、音楽フェスティバルなどが挙げら

れました。 

また、公演やイベントなど、何も事

業が行われていないときでも、老若

男女が集い、子どもを遊ばせたり、中

高生が過ごせる場となったり、交流や

情報交換の場になったりできる施設

であることが望まれました。 

 

映画上映や各地の伝統芸能の継

承、演劇公演やお笑いライブ、ゴスペ

ルコンサート、歌舞伎公演、展覧会、茶

道・華道などの生活文化、シルバー教

室の開催など幅広い提案がありました。 

また、若い世代からは ICT（情報通信

技術）を活用し施設内の機器をリンクさ

せるなど、次世代の施設としてのアイデ

ィアも提案されました。 

体験できる音楽ワークショップやクラ

フトワークショップ、若者文化（スケボー

等）の講習会、映像系のワークショッ

プ、伝統芸能のワークショップなど、「体

験する・参加する」事業をやってほしい

という声が多く挙げられました。 

また、「やりたいこと」としては市民が

つくる市民講座や、地域芸能の伝承、

マタニティクラブ、たくさんの人を集めて

のイベントなどが挙げられました。 

※皆さまから出たご意見（ワークシートのふせん内容）の全てを裏面に記載しています。 
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【やってほしいこと】 土佐清水会館を視察したらどうでしょうか？近くの施設

では評判が良い／演劇 コンサート 映画上映／BS にっぽんの歌を開催し

て欲しい／映画の上映／映画上映会／DVDで観られる映画館／市民の

搬入から展示までの日数がありすぎ（約 1 ヶ月）そのあいだホール等が使え

ない！／花展の開催のとき照明があるとよい！春（ロビー）秋（大ホール）／

ぬれない駐車場／情報コーナー 広報・宣伝 地元の方の情報発信場所

／使いやすい小ホールを作って欲しい 200～300席／500席ホール 

300席ホール ムードある 100席ホール／いろいろなワークショップのでき

る空間／地元の食材をつかったカフェ（コミュニティの場）／郷土料理を伝

える会／コンクリートではなく CLT で建てる／自主運営事業 年に何回かは

ホールを活用した自主事業企画する／子育て世代がつくろげる場所／子育て支援に使える施設を希望／子どもの

お仕事・文化体験（キッザニアの四万十版）／ボランティア活動の練習のために無料・低額で使える部屋／貸し空間

事業／市民活動支援事業（現在の 3つの施設を利用している団体が活動を継続できる）／ちゃんとした管理（文化

センター）／物置き場にならない舞台裏・そで／駐車場の整備（十分な台数が駐車できる）／ハードではなくて、ソフト

への支援（活動の中身を手伝ってほしい）／身体・知的・精神障害者も健常者とともに参画できる事業を希望／子ど

も・障害者・高齢者が集合できる施設事業を希望／茶室（和室・呂・床・水屋も・立礼室）茶会が出来るようなスペー

ス必要／卓球場 2台 

 

【やりたいこと】緑ある空間でおしゃべり（中庭・小道・デッキ）／年間を通して芸術文化を楽しめる町にしたい／異文化

交流会／人・子育て 地域づくり／世代間の交流の場として年に数回・24時間営業／カルポートや美術館ホールの

ように行事がなくても出入りできるスペース。喫茶とか。／宿題とか勉強／遅くまでできる／シルバー教室立札（イス

席）でのお茶の教室をしてみたい／40,010人を集めた（数回開催） コンサートを／年末は第 9交響曲合唱付／鑑

賞交流事業 音楽を通じて市民との交流の場 ※定期演奏会／丈夫な建物（災害時に頼りになる）多人数が押し寄

せる！！★地盤調査／ひなん所として使えるように・・・。（南小は小さすぎる）／調理室で炊き出し 身長ごとの調理

台 キッチンスタジオ／防災教室 ザコネ 炊き出し／カルポートの文化財団を見本にしてほしい／150～200人くら

いのホールを作ってほしい／運営母体づくり  ・ボラ協（窪川） ・高知市「文化振興」イベントをするときに・・・・・マネ

ージメント 

 
【やってほしいこと】 子どもに
本物の芸術をみせたい。誰も
が行けるよう、安い金額
で！！／ホールは大小 2つ
あれば便利。演じるものによっ
て大きさがちがってくる。／そ
れぞれのグループが生き生き
と活動できる場所の提供。無
料で。／コンサート／映画館
がないので映画の上映。回数
もいまより多く／四万十市のこ

とを知っていくための活動（フィールドワーク、歴史など）／高知市までい
かないと観ることができないものが多いので、演劇、落語、音楽関係の
コンサートを回数多く／リタイヤしたものが多くなっていくので文学や語学
や日本の文化、地域の歴史を学べる教室、講座／文化芸術交流の
場。情報交換。／お茶も飲むスペースが欲しい。／ライブラリーの充
実。／行事がなくても集える場／高齢者や障害者にも安全に移動が出
来て使える施設／音楽フェスティバル。子どもから大人まで／その時の
イベントにより選べるホールや会議室を（大中小）／映画祭／福祉の研
修会で使えるホールや会議室／小さい子どもからおじいちゃんおばあち
ゃんが一緒に楽しめる場になる施設／以前行ったライブ事業でなかな
か不便な点が多かったので、アリーナでトラックがのりつけれるホールが
ほしい／公開討論会などで使えるスクリーンのついたホール（映画やも
ろもろでも使えるような）／小・中学生（高校生）主体のイベント／公民
館で行っていることがすべてひとめでわかる掲示板、機関誌で情報発
信／だがしや（※昔の駄菓子屋のように、小中高生などが集まって食
べたり話したりしながら使える場所）／予約や会員制ではなく無料で使
用できるルーム（親のつきそいあり）曜日、時間ごとにボランティア、リズ
ム運動やバレエ、英語であそんだりできればいいなと／子どもと大人が
交流できる場、（例）子どもがひとりにならないため、高齢者とのふれあ
い、子ども食堂とデイサービスのようなものをリンクさせる／心に、家庭
に問題があっても気軽に足をはこべ、心のやすまる居場所／その場所
に足をはこぶこと自体が親子でたのしみであること／年間をとおして利
用できる。土日祝もやってほしい／世代間交流、各所との連携／地域
で子どもを見守ってほしい。老若男女が利用でき集える。／小・中学生
の居場所づくり。／生活の利便性にすぐれていてほしい／雨にぬれずに
館内に入れる。／キッズイベント、地域のイベント、地域をすきになるイ
ベントを日常的に子どものあそべる施設（スペース）／子育て支援課が
子育て部門を担当する 
 
【やりたいこと】サークル活動が出来るような 30人ぐらいの部屋がいくつ
か欲しい。（借りてつかいたい）／運動ができるような広い部屋をつくっ
てほしい。（借りてつかいたい）／子ども食堂の場所がほしい 
 
【ワークシート外】暑い中、子ども 2人を連れて川遊びには連れていけ
ないし、賃貸アパートのベランダでは狭くて水遊びができないので、この
夏は過ごし方に困りました。ちょっとした水遊びスペースがあるといいな
と感じたので、ぜひ新施設ができる際には作って欲しいです。（2才男
児・1才女児の母）／授乳室、子ども用のトイレ（エミフルにあるよう
な！）、子どもを 2人のせられるカート／座敷つきの café スペース（小
さな子を転ばせておけるところ）上の子の育児中、このような場所にとて
も助けられました。（支援センター内にありました）：→同感です。少しサ
ークルっぽくなっていたり、手を離しても見ていられるスペースのあるカ
フェ等があるとありがたいです。どうしても支えながら、抱っこしながらだと
座敷でなかなか飲食も難しくて困ることが多いので…：→このように、雨
や暑い、寒い時にも行く場所が増えるのもありがたいです：→アンパンマ
ンのビデオを流してもらえたらもう少しゆっくりお茶したり食べたりできると
思います。完全にかこいを作ってほしい（食べるスペースに）遊び場とト
イレが近かったらありがたいです。：→もう少しスペースを広げたら、もっ
と多くの子どもと遊べると思います。カタカタなどがぶつかりそうなので／
児童手当など子どもの手続きをしにいく際、ついでに子どもを無料であ
そばせられるような場所：→他市の市役所 1階に保育士さん、ボラン
ティアさんが手続き中にみてくれるスペースがあり、とても助かりました。
帰りには、おりがみのアンパンマンやピカチューのついたメダルのようにク
ビにかけるものをくれ、子どももとてもよろこんでいました。／子どもが仕
事体験できるような場所（制服をきたり帽子をかぶったりして車長さんに
なりきったりシェフになれたり…なにかになりきって仕事体験ができる）／
夏場は、●●にあるような噴水広場があったらいいなと思います。／お
じいちゃんおばあちゃんとお話ができて昔あそびが教わる、一緒にでき
たらいいなと…。子育てのアドバイスも聞きたいです／遊具となるとお金
もかかると思うので、タダでも雨の日広い所であそばせてあげられる場
所。ホールのような所がほしいです。／ちょっとした砂場や夏場はプー
ルなど庭があるとより嬉しい／遊ぶ部屋にトイレ+シャワー室があると良
い。／アピアの駐車場のように雨でもぬれない駐車場だといいなあ…。
真夏も暑いのでここの駐車場に助かります。（同意 4名）／同じ空間だ
とあかちゃんと子どものスペースが別になってる所が良い。動き回る子
どもが赤ちゃんの悪さをできないように。／ママの子育ての相談を気軽
にできる相談会のイベントなども月 1回でもいいから作ってもらいたい。
子供をみるのもママが元気でなければ難しいけど、自分の体は二の次ぐ
らいに我慢してしまうことが多い。腰痛、手首の痛み、だっこの仕方はこ
れで大丈夫かなど、専門家の意見を聞いたり、みてもらいたい／テラス
みたいなお庭がほしい。あわよくば水はけがいいやつ…。／四万十市在
住でなくても気軽に利用できる施設にしてほしいです。黒潮町在住です
が四万十の子育て支援センターを利用したときに、四万十市以外の方
は遠慮してほしいと言われたので…（2才男児母）／ぜひ Free WiFiの
スペースがほしいです 

 

【やってほしいこと】 

ホール演劇をみたい／お笑いライブ（プロ）／歌舞伎公演／ゴスペルコンサ

ート 参加・鑑賞│小さめの部屋←窓のある部屋 たたみのある部屋 陶芸

のかまを設置した部屋／シルバー教室をやって欲しい／こどもの体験活動

がしたい／大人数のヨガ教室／畳の部屋を広く利用したい（現在ヨーガ教室

で 12名が限度）／│フリースペース←電源と WiFi 子ども用の本棚／用が

なくても来たくなる雰囲気づくり／カフェテラスが欲しい／こどもたちが集まる

場が欲しい／こども達 幼児の遊べる部屋／授乳室│展示室？ スペー

ス？ ホール？色々な展覧会に来て欲しい／美術館が欲しい アートを身

近に 大人も子人も│管理 しっかりとした管理者を置いてほしい／ずっと出

来た時の性能を発揮しつづけられるホール（使いやすい古くても愛されるホール）│その他お手洗い（トイレ）子ども大

人・車椅子入る オムツ交換出来る／立駐でもいいので十分な駐車場の整備 

【やってほしい／やりたいこと】展示室？ スペース？ ホール？作品を展示するところ 自分たちの作品 巡回展覧会

│屋外フリーマーケット 

【やりたいこと】 

ホール音響板を使い今以上に広がりのある音楽で演奏してみたい／定期的な映画の上映会をしたい／大型ライブ

がやりたい／スポーツバスケットボールなど／各種団体の大会講演会│小さめの部屋茶道／花道／水彩画／フラ

ワーアレンジメント／会議／陶芸の作業場 若い方～高齢の方まで健康寿命を延ばす為にも／料理教室 大人用 

子供用両方│展示室？ スペース？ ホール？写真 絵画 書道／グラフィック 

 

【やってほしいこと】クラフト系ワークショップ（講座）／市民がつくる市民の講

座／きょうどりょうりきょうしつ／若者文化（スケボー等）の講習会／めずらし

い楽器などを教えてもらって演奏できるワークショップ（プロのコンサートもあ

ると良し←ワークショップ参加しなくてもききにいける）／高齢者とこどもの利

用は無料で／学生だけの利用者無料／高齢者の健康相談の場／炉の切

る位置／施設見学を定期的に（市民へ）（こども達へ）／アニメーション作成

ワークショップ映像系（映画とかも OK）／ホール運営のスタッフ育成（若い

人にも）／運営について 市民と実施主体が意見交換できるように運営委

員会／働く婦人の家申請時間 昼休み又は夕方の時間延長を／自主講

座の実施／フリースペースを広く利用自由 WiFi利用／こども祭り 野外の

利用 オープンキッチン／若い人の自由に出入りして情報交換の場／カフェベース 地場産 障害者団体 農協／小

さい子を持つ親たちの情報交換の場／飲食 OK 無料で集える場／カフェ／子育て広場 ぽっぽとのコラボ／待ちあ

わせしやすい／情報収集室／キッズスペース ベビーカー （置き場つき）／自由解放で市民の交流促進（model:西

土佐）／広報紙／WIFI／図書館とのコラボ／ICT を用いた複合施設の広報／演劇祭／伝統芸能のワークショップ

（鑑賞講座など）／こども寄席／映画祭／民芸祭（各地から呼べると良い）／防災体験（子ども 中・高生向）／市民

参加劇（講座・ワークショップ形式）／卒業式など学校のイベント／バックヤード 体験ツアー／避難所体験的な。／

音響設備を良くして欲しい／舞台設備を超一流のものにする 座席数は 500～600／特産品等の品評会的な・・・

／小さいホールが欲しい（平土間）／小ホール欲しい（小さいスペースでやれる方がいい時もある）／ゆったりとした座

席（今のせまい）／オペラにも対応できる舞台ホール（有名な人よんでコンサートできるといい）／情報掲示板／パソコ

ン利用スペース／道路 外から見える所に建物の案内やっている／IOT で設備のコントロールを容易にする／防音室

が必要（バンド活動など）／音楽室（小さめでも防音で若者でもきがるにかりて練習できるやつ）／詩のボクシング／控

室（大きめと個室規模） ポットや鏡やテレビがあると良し（飲食可）／映写室／和室でお茶会が出来るように／自然

光のたくさん入る広場／バリアフリー／ソーラーパネル設置希望／備品の充実（プロジェクター 音響 パソコン etc）／

茶室／建物のエコや災害時の対応を／雨水の利用／太陽光発電（外灯） 

 

【やりたいこと】雨の日に遊びに行きたい／たくさんの人を集めて会がしたい／市民が先生になるサークル（料理とか

習い事）／四万十市ならではのおどり（伝統の）（こどもたち）など／地域芸能の伝承／伝統（教室）文化継承（子ども

に）／マタニティクラブ／県外から来た友人を連れていく（案内する）／体操教室／勉強を教えてもらったり／スポー

ツ観戦（サッカーなど）／とうげい（かま確保）／着付教室／ワークショップ等催しが外から見える ひらけた雰囲気／

子どもの（小学生）ワーク体験／中高生のダンススタジオなど防音設備／ダンス室（床やわらかくて鏡ばり） 

 2時間を超える今回の市民ワークショップでは様々な立場の皆さんから、こんなに多くのご意見が出されました。 

今回の検討をふまえ、次回（最終回）は新文化施設の施設機能・事業計画へと話がすすんでいきます。皆さんでワークショップを盛り上げていきましょ

う！ 

皆さまのご意見（ワークシートのふせん内容）を全て掲載します 

 
※ご意見は基本的にワークシートのとおり掲載していますが、適宜誤字・脱字の修正を行っています。また読み取れない部分は●で表記しています。 
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