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（１）第５回市民ワークショップの概要について
建設検討審議会

令和4年3月に策定した「大洲市民文化会館整備基本計画」において、市

民の皆さんからいただいたご意見をもとに、施設の中心となるメインホー

ルをはじめ、サブホールや練習室、多目的室、共用部などの規模・機能に

ついて明記している。

今年度から設計段階へ移行するにあたり、サブホールや共用部、屋外ス

ペースなどについて、市民の皆さんが「どのように利用したいか」「どの

ような設備が必要か」など、より具体的な内容のご意見をいただき、基本

設計・実施設計の参考とするため、ワークショップを開催しました。

◆市民ワークショップの開催目的

◆第５回市民ワークショップ開催概要

○対象者：市内中・高校生や市民会館利用団体関係者、建設検討審議会委

員、一般公募による市民、屋外イベント利用想定者、子育て世代

計23名

○日 時：令和4年6月18日（土）14：00～16：00

○場 所：市役所2階大ホール
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（１）第５回市民ワークショップの概要について
建設検討審議会

サブホール・交流エリアの利用イメージを考えよう！

サブホール・交流エリアの使い方や、必要な設備について

次のようなアイデアを出し合い、発表し合う。

・この場所でやりたいことは？

・やりたいことのために必要な機能とは？

・重要こだわりポイント！
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◆第５回市民ワークショップのテーマ
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（１）第５回市民ワークショップの概要について
建設検討審議会

◆第５回ワークショップ当日の様子

Aグループ Bグループ Cグループ
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（１）第５回市民ワークショップの概要について
建設検討審議会

◆第５回ワークショップ当日の様子

Dグループ Eグループ
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（２）第５回市民ワークショップでの意見について
建設検討審議会
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（２）第５回市民ワークショップでの意見について
建設検討審議会

◆サブホール
◇映画鑑賞やライブビューイング、ｅスポーツ大会、パブリックビューイングなどに対

応できる大型スクリーンの設置

◇インターネット環境の整備（Free Wi-Fi）

◆交流エリア（交流スペース）

◇待合せ、休憩場所など、イベントがなくても気軽に立ち寄れる緊張感のない空間づくり

◇各種展示のほか、読書や勉強、リモートワークなどができる机等の設置

◆キッズスペースの利用イメージ

◇親子で各種体験ができたり、雨でも子どもが遊べるよう知育系遊具や絵本の設置

◇子ども用トイレや授乳室の設置

◆情報発信コーナー

◇大洲の自然や観光情報、地域行事などが紹介できる配信機器の設置

◆ホワイエ

◇手芸ワークショップやフリーマーケット、無料コンサートなどができる空間づくり

◇写真や絵画などが展示できる展示壁等の設置
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（３）第６回市民アンケートの概要について
建設検討審議会

第６回市民ワークショップについては、当初、第５回同様、参集型によ

り開催を予定していたが、令和４年７月１６日（土）当日の悪天候によ

り、警報発令や一部で土砂災害などが発生したことも考慮し、開催延期と

なった。

再度、開催日程を調整していたが、新型コロナウイルス感染症の急拡大

や設計者選定プロポーザルのスケジュール等も考慮し、ワークショップ形

式からアンケート形式に変更したものである。

◆市民ワークショップから市民アンケートへの形式変更について

◆第６回市民アンケート開催概要

○対象者：市内中・高校生や市民会館利用団体関係者、建設検討審議会委

員、一般公募による市民、屋外イベント利用想定者、子育て世代

計２３名（ワークショップ参加者）

○期 間：令和４年９月２０日（火）～令和４年１０月７日（金）

○提出先：㈱シアターワークショップ
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（４）第６回市民アンケートの内容について
建設検討審議会

①あなたが訪れたくなる屋外スペースとは、どんな場所ですか。（３つ選択）

□静かにくつろげる場所

□複数の仲間で一緒にいられる場所

□休日にイベントなどでにぎわう場所

□子どもと遊べる場所

□散歩などが気軽にできる場所

□仕事や学校帰りに休憩できる場所

□仕事や宿題ができる場所

□その他

◆市民アンケートの内容について
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（４）第６回市民アンケートの内容について
建設検討審議会

②駐車場のほか、屋外スペースに必要だと思う設備はどれですか。(３つ選択)

□芝生広場

□樹木や草花の植栽

□車（キッチンカーなど）の乗り入れもできる、舗装されたスペース

□ウッドデッキや縁側

□遊具

□モニュメント

□ベンチやテーブル

□東屋など屋根のあるスペース

□散歩などが気軽にできるスペース

□その他

◆市民アンケートの内容について
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（４）第６回市民アンケートの内容について
建設検討審議会

③イベントなどで、屋外スペースでやりたいこと、やってほしいこと、ほしい設備

（例えば）どのようなイベントが開催されていたら家族や友人と参加しますか？

普段活動している団体などで利用するとしたらどんなイベントですか？

◆市民アンケートの内容について

やりたいこと・やってほしいこと それに必要な設備

④日常的に屋外スペースでやりたいこと、やってほしいこと、ほしい設備

（例えば）休日を屋外スペースで過ごすとしたら、何がしたいですか？

仕事帰りや学校帰りに屋外スペースで過ごすとしたら、何をしますか？

やりたいこと・やってほしいこと それに必要な設備

⑤その他、自由な意見を記入してください。
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（５）第６回市民アンケート結果について
建設検討審議会

①集計結果

◆市民アンケート結果について

②集計結果

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

静かにくつろげる場所

複数の仲間で一緒にいられる場所

休日にイベントなどでにぎわう場所

子どもと遊べる場所

散歩などが気軽にできる場所

仕事や学校帰りに休憩できる場所

仕事や宿題ができる場所

その他

あなたが訪れたくなる屋外スペースとは、どんな場所ですか。(３つまで選択)

「休日にイベントなどでにぎわう場所」が
17件で最も多く、日常的な憩いの空間とし
てだけでなく、イベントによる賑わいのあ
る屋外スペースが求められていることが分
かる。

0 2 4 6 8 10 12 14 16

芝生広場

樹木や草花の植栽

車（キッチンカーなど）の乗り入れも…

ウッドデッキや縁側

遊具

モニュメント

ベンチやテーブル

東屋など屋根のあるスペース

散歩などが気軽にできるスペース

その他

駐車場のほか、屋外スペースに必要だと思う設備はどれですか。(３つまで選択)

ベンチやテーブル、屋根のあるスペースな
ど、自由に座って休めるような環境を求め
る声が多く見られる。また、芝生広場や
キッチンカーの乗り入れが可能なエリアな
どを希望する意見も複数あった。



（２）

13

（５）第６回市民アンケート結果について
建設検討審議会

③～⑤集計結果（自由記述のまとめ）

◆市民アンケート結果について

項 目 ご 意 見 左記に必要な設備

屋外スペースでやりたいこと

・フリーマーケット販売
・イルミネーション
・屋台、夜市
・キッチンカー（トラック市場）販売、マルシェ
・お祭り、ヒーローショー、音楽系イベント
・アート展、植物展
・演奏会、カラオケ大会、吟詠、尺八

・舗装されたスペース
・広いスペース
・使いやすいスペース
・机、椅子（ベンチ）、電源
・照明、屋外ステージ、音響 など

日常的に屋外スペースでやりたいこと

・散歩、子どもが遊べる場所
・休憩、憩いの場、木陰
・読書
・ダンス練習、ラジオ体操
・キッチンカー販売
・飲食、カフェ

・遊歩道、広場
・屋根スペース、ベンチ、机
・ウッドデッキ、テラス
・走り回るスペース
・芝生スペース、オブジェ
・屋根付き駐車場
・自販機、水飲み場（ｳｫｰﾀｰｸｰﾗｰ）

その他自由意見

・小中学生が集える場所
・メインホールについて学校等への貸し出し（学生割）
・吹奏楽などの練習場
・お遍路さんが立ち寄れる場所
・市民が日常生活で求めるものを備えている場所
・総合福祉センター駐車場との併用
・ぐるりんバスの休日便数増加
・防災機能をもった設備（椅子→釜になる）
・ゴミや植栽などの管理にお金がかからない仕組み
・屋外での水の利用（多用途に使える）

・樹木などの植物
・公園機能
・出店
・観光案内の地図
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（５）第６回市民アンケート結果について
建設検討審議会

◆屋外スペース

＜屋外スペースの位置づけ＞

◇休日にイベントなどでにぎわう場所

◇子どもと遊べる場所

＜屋外スペースでやってみたいこと＞

◇フリーマーケット、キッチンカー販売、マルシェ

◇お祭り、演奏会 など

◇アート展、植栽展

◇散歩、休憩 など

＜屋外スペースに必要な設備等＞

◇舗装されたスペース、広いスペース、芝生スペース など

◇机、椅子（ベンチ）→防災機能も有する

◇遊歩道、走り回るスペース

◇屋根付き駐車場

◇自販機 など


