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年 2016(Ｈ28)

基本設計 （実施設計準備）

実施設計準備・各種ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ( 視線・音響・避難 )

契約

STEP1 :
STEP2 :
STEP3 :
STEP4 :

STEP6 :
STEP7 :

基本設計図書作成

実施設計図書作成（５か月）

成果品・まとめ

一次成果品・まとめ

調整

実施設計

＜計画・適判 2.5 カ月＞事前協議事前協議

2017(Ｈ29)
月

設計

ホールドポイント

申請

動員計画（人日）/ 累計
コストコントロール 基本設計概算 実勢調査

+ 基本概算見直し実勢調査
200/200 240/440 240/680 120/800 120/920 120/1040 160/1200 180/1380 200/1580 240/1820 240/2060 200/2260 160/2420 80/2500

実施設計概算 本積算基本概算見直し

施設系ＷＧ
運営系ＷＧ（調整会議）

報告会 基本設計最終報告 実施設計中間報告 実施概算
12/10

一次成果品
1/25

計算書等
2/10
契約工期
2/28

ヒアリング（専門家・文化団体等）
ワークショップ

1 2 3 4 1 25 6 7 8 9 10 11 12

成果品基本設計 3/25

初期段階に与条件整理と
前倒し検討に注力

基本設計に多くの人員を動員

基本設計で積み残しがあれば
実施設計初期段階で検討

: 一般図 FIX
▼DR・CR ▼DR・CR ▼DR・CR

ＨＰ ＨＰＨＰ

現況調査・与条件整理（諸室構成・面積精査）・各室諸元表作成
ｿﾞｰﾆﾝｸ ・゙ﾌﾟﾗﾝ複数案・各種ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ・比較資料作成

調整 調整

CR
▼

DR
▼Ａ案 Ｂ案 Ｃ案

南東西方向のスペースに制限があり
柔軟性が低い

ホワイエと共用部の位置がやや離れるホワイエと共用部の位置が離れる

南北方向にスペースのゆとりがあり柔
軟性が高い

フライタワーが敷地中央部に
設置され、近隣への圧迫感低減

フライタワーが敷地中央部に
設置され、近隣への圧迫感低減

フライタワーが敷地南側による

南北方向にスペースのゆとりがあり柔軟
性が高い

ホワイエと共用部を一体的に、また、
図書館に面して設けることができる共用部とホワイエの関係性

ホール計画の柔軟性

周辺環境との調和

: フライタワー

: ホワイエ

：共用スペース

遠
い

や
や
遠
い

DR: デザインレビュー　CR: コストレビュー
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計
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津市 市民

市民施設管理者

建設検討委員会
運営WG・施設WG 設計者

ヒアリング・アンケート

ワークショップ

ヒアリング・アンケート

ワークショップ

ワークショップ

建築与条件
の検討建築与条件

の確定

基本設計確定

実施図面
作成

実施図面確定

プレイベント

要求事項の
最終確認

竣工

協働して運営する

工
事

運
営

文化を継承

１.クロスロード 2.久居リビング

3.コントラスト 4.サーキュレーション
対比する

集まる

触発する

■図 -03 配置比較検討■図 -02 各種ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝを駆使した分かりやすい資料

■図 -01 地域を活性化する「みんなのいえ」の構成イメージ

■図 -06 工程計画

■図 -04 組織体制

■図 -05 業務フロー

い　　え

文化・交流でにぎわう『ひさいのいえ』～地域を活性化するみんなの拠点づくり～

様式９・業務内容に対する技術提案

　新たな津市「久居ホール」は、文化芸術の鑑賞や発表の機会を提供する「ハレ」の
場としてだけでなく、地域に根差した日常的な文化活動の場となる「ケ」の空間として、
市民が誰でも気軽に利用できる文化振興の拠点となることを求められています。
　そのためには「みんながいつでも集まりたくなる場所」であること、「まちづくりの
一環として賑わいを地域にもたらす」ことが重要です。
　

　私たちはそれに応える「4つのテーマ」を核とした建築を提案します。
　

　それは、1) まちの 2 つの軸を活かしたクロスストリートの交点に、2) みんなが集ま
るサロン的な溜まりの場「久居リビング」を計画し、3) 対 ( コントラスト ) の構成のもと、
4) 各施設のサーキュレーション（連携）により、施設全体が『ひさいのいえ』となるホー
ルです。そして市民のみなさんが日常的に「使いこなしていただける文化施設」を目指
して、みなさんのニーズを掘り起こし、かたちに変えながら一緒に『ひさいのいえ』を
実現したいと思います。

 １、業務の実施方針　合意形成のマネジメント
　積み上げ方式ではなく、それぞれの段階に応じたテーマの提示により
スムーズな意見交換と共有化を図ります。
①真の目的とテーマの共有
・設計工期の短さを考慮し、出来るだけ単純でわかりやすいテーマ設定を行い
関係者の意見を最大限引き出し、プロジェクトの一体感を醸成します。

②問題点の明確化と共有
・今回は多目的利用想定の諸室も多いため、「基本となる要求事項」、
「それに付随する活動」とに区分けして、議論の混乱を避けスムースな問題
点の共有化を図ります。
③仕組みや関係性の共有
・諸室配置には各専門の立場から、議論が分かれる可能性があります。
　場合分け、バリエーションを提示し、最適な諸室配置が合意できるよう柔
軟に対応します。
④工期の短さを考慮しながらも市民参加プロセスを実践します。
 ２、業務の実施手法　
①迅速な対応
・10日に一度の打合せを核とし、その他の分科会などを組み込み迅速な対
応で業務を遂行します。
・基本設計初期段階で特に集中して人員を配置し、早期の与条件整理と前倒
し検討を実施します。
②関連会議への参画
・関係者の委員会やＷＧ(ワーキンググループ)、市の決定プロセス、議会の
合意等を考慮した早めの対応を行います。
③多様な意見の再確認、推奨類似施設の視察
・多様な検討がなされた基本計画をふまえ、基本設計以降も同様の議論が予
想されます。多様な意見へ迅速に対応し、複数案の比較検討や再確認を行
いながら皆様とともに立案を進めます。
・市の目標とする類似施設の視察・情報収集を行い、目標の共有化を図ります。
④分かりやすいプレゼンテーション

 ３、設計上特に重視する事項
①日常的な居場所の必要性
・常に市民の活動が垣間見えるにぎわいのしかけを提案します。
②あらたな創造活動支援の仕組み
・市民やグループの様々な文化活動における創作の意識を高めるために、様々な
活動が共用部から見える計画とします。
③周辺環境への配慮
・西側の低層住宅や北側の高齢者向け集合住宅への日影や騒音、振動、圧迫感な
どに配慮した施設配置、車両動線計画を行います。
④コストコントロール
・東京五輪と並行したプロジェクトであり、工事発注時の高騰を見据えたコスト
コントロールを行うとともに、コストの共有化を徹底します。
・実施設計の最終積算の前に、2回の基本概算の見直しを行い、計画内容と予算
の乖離が起きないよう進めます。
・工事費を抑えるためできるかぎりコンパクト化を目指します。
 ４、その他の業務実施上の配慮事項
①地域をよく知る
・地域の日常性、歴史性、イベントなどを活かした施設計画を行います。
・詳細な現場調査や市民とのワークショップ等により、きめ細かく地域の事情を
知ることで、計画にさらなるオリジナリティが反映できるよう努めます。
②今、そして昔からの共感要素を反映
・歴史的町並みや、豊かな自然環境など、市民が共感できる要素を施設計画に盛
り込み、市民が愛着のわく施設の実現を目指します。
③地域産材の利用と地元活性化
・地場産木材の内装材利用など、地元活性化を考えた材料・工法を検討します。
④ユニバーサルデザインを徹底/親子連れに配慮しキッズルームを設置する等、高齢
者や障害者など誰もが利用しやすい施設とします。
⑤複数案の提示 / 配置・ゾーニング等は複数案を提示し比較検討を行います。

１、業務に直接係る組織体制
①実績の豊富な設計チーム
・ホールをはじめとした公共の文化施設設計
の実績や、人々が集い多様に利用される施
設計画に優れたメンバーによる設計チーム
とします。
・市内設計事務所との協働により、久居なら
ではの独自性を持った施設を実現します。
②全社的なバックアップ
・４面舞台を持つ日本有数の劇場をはじめ、
全国１８０件以上のホールの設計実績を活
かし、高水準なホールを実現します。
・設計の各段階で本社のデザインレビュー、
コストレビューを行い、総合組織事務所と
して全社的な支援体制のもと行います。
③劇場や音響などの外部専門家との協働によ
りレベルの高い施設を計画します。

 ２、業務フロー
①対話を大切にします
・市内関係部署をはじめ、市民、各種文
化団体、専門家、有識者など関係者との
コミュニケーションを重視します。
②早期に市民ワークショップや関係者
とのヒアリング、分科会を開催し、
ホールならではの施設計画を迅速に
進めるとともに、運営計画と連動し
た施設計画や、管理運営への地域参
加の促進に努めます。
③設計～運営を見据えたワークショッ
プを行い、市民に親しまれる施設を
つくります。
・設計段階(３回以上のＷＳ実施を想定)
・工事段階「仮囲いペイント」「プレ
イベントの企画」「アートワーク」
・運営段階「市民参加イベント」

 ３、工程計画及び動員計画
①適切な工程管理と設計プロセスによる工程順守
・基本設計初期段階より課題を分析・確認する先行検討型の設計プロセスと
ホールドポイントを明確にした工程管理により設計工程を厳守します。
・基本設計で多くの人員を配置し、素早い検討を行い、重要事項を早期に明
確化し、設計方針の迅速な共有化を図ります。

〈ﾎｰﾙの音響ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ〉 〈通風ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ〉

【取り組み方針】

【取り組み体制】

・模型やＣＧ，ダイアグラム（モ
デル）図を用いた分かり易い説
明資料を提示します。イメージ
の共有化を図り、早期により良
い結論を導き出せる打合せ資料
とします。
・音響、視線、温熱、通風等、各
種シミュレーションを行い、感
覚的ではなく定量的に判断でき
る資料を提示します。



みんなが文化を通して「継承する」「集まる」「創造する」「発見する」場　＝  『ひさいのいえ』

様式10・業務内容に対する技術提案（特定テーマ）

1

計画地

国道 165 号

誠之小学校

近鉄名古屋線

ふるさと文学館
久居郵便局

旧久居市民会館
久居公民館

久居 IC

伊
勢
自
動
車
道

久居中学校

：久居陣屋城下跡 ：散策ルート

久居農林高校
津市久居総合福祉会館

久居駅

自然交流軸 歴史交流軸

久居リビング
カフェ 展示ギャラリー

スタジオ
ホール

上
浜
元
町
線

本町西鷹跡町線

ふるさと文学館
辻の空間

Ｎ

久居リビング

カフェ

ホール

スタジオ

展示ギャラリー

：ブラックキューブ ：ホワイトキューブ
：活動スペース

自然交流軸

歴史交流軸

凡例

海：伊勢湾

自然交流軸

名古屋

伊勢

歴
史
交
流
軸山並み

久居リビング

■図 -09 気軽に集まれる久居リビング ■図 -10 久居リビング活動イメージ ■図 -11 コントラストを意識した構成
■図 -12様々なイベントに利用される

久居リビングのイメージ■図 -08 交流の２つの軸

■図 -07 文化芸術の創造拠点となる「ひさいのいえ」

■図 -13　久居リビングに
顔を出す多様な空間

『ひさいのいえ』の提案～４つのテーマ

特定テーマ(1)：基本計画における「基本理念」「基本的な考え方」、そしてその基盤となっている、劇場法の理念を具現化するための方策

1)気軽に集まれる、みんなでつくる「久居リビング」
①市民だれもがくつろぎ交流する、津の木に囲まれた心
地よい居場所をつくります。使い方はみんなで考え、
どのようにも利用できる矩形の大きな空間です。
②気軽に入れるカフェを久居リビングに面して設け、さ
らにカフェは運営やメニューも含め地域性を考慮し
て検討し、ここにしかないくつろぎの空間とします。
③可動する家具（組合せテーブル、畳ユニットなど）によ
り、大きなイベントから日常的な利用まで、最適な環
境で利用できる地域のコミュニティ空間とします。

1)ホールと「久居リビング」の構成
①日常空間である「久居リビング」と、非日常空間としての
「ホール」。この２つの空間を対の構成とすることで、ホ
ワイエと連続した「久居リビング」はもうひとつのイベン
ト空間となります。

2)スタジオ・展示ギャラリーと「久居リビング」の構成
①スタジオや展示ギャラリーなどの様々な文化活動
（空間）を、「久居リビング」に対して展開すること
で、それぞれが自立しながらも相互に連携した一体
的利用が可能となり、活動の多様性や相乗効果によ
る刺激的な創造環境を生む空間をつくります。
②｢ハレ｣と｢ケ｣、｢明｣と｢暗｣、｢外部｣と｢内部｣、｢演者｣と
　｢観客｣など、「対(つい)の概念」が多様性を生み新たな
活動を誘発する刺激的な創造環境をつくります。

1)２つの交流軸による、地域との結び付きの強い構成
①南北軸 ( 歴史交流軸 )：
　伊勢街道、国道 165 号線に象徴されるように、市を
　象徴する大きな交流の軸 ( 活性の軸 )
　

②東西軸 ( 自然交流軸 )：
　西の青山高原の山並み、東の伊勢湾の海という、古く
から親しんできた地域の自然交流軸 ( こころの軸 )

　

③この二つの軸と久居の街の散策ルートを密接に関係
付けることにより面的な広がりを持つ回遊性を生み
出し、地域と密接した施設とします。

2、久居リビング
　 日常的に憩える、みんなの居場所を提案します

3、対（コントラスト）の構成
　対の構成により、新たな創造活動を支援します

４、サーキュレーション
　    実演芸術の振興とまちづくりの拠点

1、歴史・自然の二つの地域軸と回遊性の構成
       身近な地域との接点が愛着を育みます

劇場法

津市基本計画

劇場、音楽堂等の

活性を図る

・心豊かな国民生活

・活力ある地域社会

・国際社会の調和ある発展

・地域をつなぐ

・開かれた施設

・独自性のある

・文化芸術の創造拠点

2)様々なイベントに活用可能な久居リビング
①新たなイベント空間により、様々な利用計画を支援し
ます。( 例：結婚式、トークショー、気軽な地域活動の
発表会 ( お茶付 ) よさこいの予選会場等を想定 )

1)サーキュレーションでつなぐ施設群
①久居リビングを中心に、ホール（ホ
　ワイエ)をはじめ、スタジオや展示
　ギャラリーなど様々な空間がつな
　がりますが、その共有空間に回遊
　性をもたせることで、あたらしい出
　会いや交流を誘発します。
②サーキュレーション空間には、各施設での文化活動が情
報発信できるメディアウォールを計画し、ここを見るだ
けでも文化に触れ楽しむことができる空間とします。

2)自主的な実演芸術創造活動を支援する建築的配慮
①少人数での練習室からホールまで規模に応じて段階
的な活動が可能。特にスタジオは日常的に市民が利
用しやすい計画とします。
②スタジオに近接して「制作準備室・制作倉庫」を　
設け自主的な活動がしやすい施設を提案します。
③事務室と一体となった情報ラウンジにより、市民が
文化情報やスタッフと日常的にふれあい、情報発信
や交流を促す計画とします。
④独自性を持ったホール(演劇型の客席形態)と｢久居リビ
ング(様々なイベントに対応)」により、市内の他施設と
連携(ネットワーク)した特色ある活動を誘発します。

クロスストリート（継承する）
歴史軸・自然軸と読み解ける２つの
地域軸の交点である立地を活かす
1

日常的に集まりたくなる、地域の
ぬくもりあふれる居場所をつくる

久居リビング（集まる）2
「対(つい)」が多様性を生み創造を
誘発する刺激的な環境をつくる

コントラスト（創造する）3
実演芸術の振興とまちづくりの
拠点をつくる

サーキュレーション（発見する）4

基本

提



ふるさと文学館

街並みにあったボリューム配置

セットバックし圧迫感を低減します

市民を招き入れる門型フレーム

N

 ふるさと文学館  郵便局

久居リビング

ホール

一番ボリュームの
大きいフライタワーは
敷地中央部に配置

街のスケール
にあわせた
ボリューム配置

図書館と久居リビング
の連続性

駐輪スペース

車寄せ

（95 台）
（75 台）

（30 台）

（65 台）

人の流れ

人の流れ

人の流れ

辻の空間

元表御門位置

辻のひろば

駐輪スペース

ホール

辻の空間

ホールは敷地の重心に配置することで、
近隣の住居から引きを確保

辻の空間

久居
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ホール

ふるさと文学館

まちに
開く

緑
の
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド

屋外動線（緑のプロムナード）
屋内動線

駐輪
スペース

カフェ
久居リビング

運営事務室

ホール

搬入
楽屋

練習室

専用展示
ギャラリー

辻のひろば

ふるさと文学館

スタジオ

主出入口

車両出入口 バス停

出入口
敷地内に
歩道を整備

庇のある
車寄せ

緑のプロムナード

ポケット
パーク

屋外展示
スペース

搬入口

駐輪スペース

車両出入口
（一般・サービス）

搬入車両待機スペース

搬出入時は
一般車両を制限

N

■図-20 街並みに連続する建物ボリュームの配置

■図-21 活動が浮かび上がるひさいのいえ
■図-19 建物内外動線計画

■図-14 敷地周辺との関係性 ■図-15 配置イメージ ■図-16 久居リビングを中心としてみんなが集まるひさいのいえ

■図-18 大ホール配置計画

■図-17 久居藩玄関 表御門

「クロスストリート」「久居リビング」からなる回遊型ホール

様式10・業務内容に対する技術提案（特定テーマ）

2

２、様々な自然の流れを演出する、分かりやすい動線計画
1) シンプルで分かり易い動線計画と歩車分離の徹底 ( 人の動線 )
　①久居リビングを中心に、南東の交差点、西側 ( 駐車場 ) からのアクセスが容
　易な計画とします。緑のプロムナードは南側道路に接続しており、休館時に
　も駐車場から文学館へのアクセス通路として確保します。
　②サブ動線として北東側からの出入も可能な計画とします。
2）一般車・自転車の動線
　①駐輪スペースは北東角、南西角のエントランス近くにそれぞれ設け、自動車
　との動線の交錯のない計画とします。
　②東側、南側の両道路からアクセスできる計画とし、敷地内で回遊できる利用
　しやすい駐車場とします。
3) 運用しやすいサービスの動線
　①サービス動線は北側に設け、車両用の待機スペースも設けます。
３、サンルームのように明るい”久居リビング”の提案
1) 誰もが気軽に立ち寄れる計画
　①文学館や散歩の行き帰りなどに立ち寄れる、多世代のくつろぎ空間を提案
　します。カフェ、情報ラウンジ、事務室を近接させ、日常的に情報や人とのふ
　れあいを生みだす地域のコミュニティ空間です。
2) 様々なイベントが可能
　①結婚式・よさこいイベント・久居農林高校の文化祭などの他、日常的にはラー
　ニングコモンズとしての使用や、日曜市会場としても活用可能な空間です。
　②二階の回廊、ホワイエ空間まで、観覧ギャラリーとすることで第２のホール
　として利用可能です。
　③久居リビング、専用展示ギャラリー、スタジオ、２Ｆホワイエ、市民活動諸室
　を組み合わせることで、大小様々な規模の展示会が可能な計画としています。

４、周辺になじむ、街並みを意識した外観の考え方
1)周辺の街並みになじむ配置計画
　①ボリュームの大きいホールは敷地のほぼ中央に配置し、その周囲に周
　辺環境とスケール感の近い諸室を設けることで、建物全体の威圧感を
　軽減し、周辺の街並みと連続した外観とします。 
2)にぎわいをつくる建物配置
　①県道沿いからは、ロビー空間、ポケットパークなどが見え、にぎわい
　を演出します。
　②門型フレームで人々を招き入れる構成とします。
　③ボリュームの大きなホール部はセットバックさせることにより、圧迫
　感の軽減を図ります。

１、ゾーニングの考え方について　
1)みんなが訪れやすい「久居リビング」
　①アクティビティの高い位置への配置
　・アクティビティの高い辻の空間に面して地域
　の交流空間「久居リビング」を設け、文学館
　や商店街からの人の流れを受け止めます。
　②地域のシンボル空間
　・この辻空間は元久居陣屋の玄関口｢表御門｣が
　あった場所で、現在も野邊野神社の神輿ルート
　になっている久居地域のシンボル空間です。

　

2)敷地の重心にホールを配置
　①周囲との距離が最も確保できる敷地の重心に
　ホールを配置します。

　

3)脇街道のような交流空間　
  ①久居リビングを中心に交流諸室を配置し、更
　に回遊動線を重ね合わせることで人の流れと
　たまりをつくり、様々な活動を誘発します。

　

4)文化活動をまちに開く
 ①展示ギャラリーやスタジオ、練習室を東側道
　路に面して配置し、中での文化活動が通りか
　らも感じられる計画とします。

　

5)敷地全体を南北に貫く、緑のプロムナード
 ①南北の通過動線として遊歩道を整備します。
　遊歩道の周囲には植栽を設け、公演後の余韻
　の空間にもなる計画とします。

特定テーマ(2)：敷地全体及び建物におけるゾーニング及び動線の考え方

ホール

スタジオ

屋外展示
スペース

久居リビング

ふるさと文学館

展示ギャラリー

屋外展示スペース

辻のひろば

シンプルで分かり易い配置・動線計画
街の成り立ちに合わせた配置と歩車分離の徹底1
気軽に立ち寄れる建物を目指す
久居の街を巻き込む回遊型の建物配置計画2
近隣環境に配慮した建築計画
周囲の環境に配慮したボリューム配置3

駐車台数合計：265台
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１Ｆ

：展示利用スペース [ 合計約 1,000 ㎡ ]

展示
ギャラリー

久居リビングカフェ

アートギャラリー

２Ｆ

舞台からのサイトライン

視線カット
昇降パネル

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0
10² 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 810³ 10⁴ 10⁵

室容積（ｍ³）

最
適
残
響
時
間
（
ｓ
）

コンサートホール (ヨーロッパ )

コンサートホール (アメリカ )

オペラハウス

計画目標値
1.1 ～ 1.3

会議室
講演・会話が主の部屋

通常時（久居リビング）　

展示 展示

展示

展示

展示利用イメージ 結婚式利用イメージ　

スクリーンで囲う

ステージイベント利用イメージ　

2階回廊も観客席として利用

カフェや情報ラウンジと一体
となった日常的な憩いの空間
として設えます。

展示ギャラリーと一体的に利
用可能でフレキシブルな展示
スペースです。

舞台、大階段を活用し、披露
宴に利用します。

ミニコンサートや講演会等に
利用可能。２階の回廊は観客
席として利用可能です。

30°以内

3Ｆ:100 席

2Ｆ:150 席

1Ｆ:450 席
舞台

久居リビング

展示ギャラリー

3

ア
ー
ト
ギ
ャ
ラ
リ
ー

ア
ー
ト
ギ
ャ
ラ
リ
ー

・切り穴式の主舞台を提案

・回廊と一体的な利用も可能な
　オープンな設え
　活動が感じられる計画

・演劇に適した
　最大視距離23ｍ

・十分な広さの袖舞台

・ウイングルーフの搬入車両に
　対応した室内の搬入口
　舞台や備品倉庫との動線に配慮

・仮設の脇花道が可能な鳥屋口を計画

・久居リビングに面した
　交流・発信の場
　文学館との連携に配慮

・小劇場としての利用を考慮した
　テクニカルギャラリー

・２層吹き抜けの展示空間により
　立体的な展示の演出も可能

・単独利用のほか、分割利用や
　久居リビングと一体的な利用も可能

・スタジオやバンド練習室の
　夜間・休日利用時のセキュリティライン

・ダンス練習に最適な鏡を設置
　録音、音響編集も可能な室を設ける

・舞台のアクティングエリアと同様のスペース

・外部からの直接利用に
　配慮したカフェ

・様々な活動ができる久居リビングは
　地域のコミュニティ空間としてにぎわう

・緩やかな区画により、
　久居リビングとの
　一体的な利用も可能

・ボランティアや地域活動の
　たまりの空間にもなる

・ホールの運営事務室に隣接し
　行政サービス、運営ニーズの変化に
　柔軟に対応可能

・駐車場から直接出入りでき
　休館日にも利用可能

・見通しの良いオープンカウンター
　形式の事務スペース

・セットバックにより
　上部のボリューム低減

・屋上緑化

・一体感のある空間を醸成する
　サイドバルコニー席

N N N

・オーケストラピット、
　前舞台使用時は△100席

１Ｆ ２Ｆ ３Ｆ ４Ｆ
■図 -22   各階平面イメージ

■図 -23 ホール座席構成図

■図 -26 機能間連携に配慮した計画

■図 -27 久居リビングとギャラリー断面

■図 -28 展示利用スペースの展開イメージ ■図 -29 様々な利用形態をとる久居リビング

■図 -25 500Hzの最適残響時間
と室容積

■図 -24 視線カットパネルによる
舞台からの視線制御

２Ｆ座席

久居リビングを中心に様々な部屋が機能的に連携する『ひさいのいえ』

様式10・業務内容に対する技術提案（特定テーマ）

 １、ホール部門の考え方
舞台芸術活動の実践の場として、機能的で多用な演目に利用可能な多
目的ホールとします。また、演劇を中心とした高い専門性だけでなく､
市民利用の使い勝手にも配慮した計画とします。

 ２、各種活動機能
1) スタジオーリハーサルから小劇場まで活用可能
①舞台のアクティングエリアと同等のスペースを
有するリハーサル空間です。また、合唱などの大
人数の公演時には控室として利用可能となるよ
う舞台や楽屋との連携に配慮した計画とします。
②テクニカルギャラリー、バトンや仮設のステー
ジにより 160 席程度の小劇場としての利用も可
能な計画とします。

2) 専用展示ギャラリー
①２層吹き抜けの展示空間は、２階からも見え、
立体的な展示、インスタレーションが可能です。
②久居リビングやスタジオ、共用部、その他の交
流施設等を利用することで、1,400 ㎡程度の展
示空間を確保可能とします。久居リビングを除
いた場合でも、1,000 ㎡の展示空間確保を可能
な計画とします。

3) バンド練習室（３室）
①遮音性を考慮した浮き構造とし、数人～ 10 人
程度で気軽に利用可能な練習室とします。
②時間外利用も対応できる動線、配置とします。
4) その他の交流施設
・市民活動諸室を久居リビングと２階回廊に面し
て配置し、市民活動のニーズに対応できる自由
度の高い計画とします。
・久居リビングに面して設けたオープンなカフェ
は、図書館利用者も気軽に利用できる計画とし
ます。外部からの単独利用も可能な計画とし、
休館日や時間外利用にも対応します。

３、行政・窓口機能
施設運営の効率化を図る、管理しやすい計画。運営方式や行政ニーズの
変化に対応可能な柔軟な計画とします。

1)事務室 ／ 情報ラウンジ
久居リビングに面した情報ラウンジやキッズルームと連続して、施設の管
理事務室を計画します。セキュリティや効率的な人員配置に配慮した計画
とするとともに、オープンカウンター形式の事務スペースとすることで、
運営の顔がみえ、気軽に訪れることができる市民と運営スタッフとの交流
・文化情報の発信の場ともなる計画とします。
2)総合支所サテライト
休館日や時間外利用を想定し、駐車場に近く外部から直接利用が可能な計
画とします。また、管理事務室とも近接した配置とし、将来の運営ニーズ
や行政サービスの変化に柔軟に対応できる計画とします。
3)防災センター
駐車場からの動線や、スタッフの最終退館口に配慮した位置とします。
さらに夜遅くまでの利用が想定される舞台（仕込み）、スタジオ、バンド練
習室に近接して設けます。アートギャラリーや楽屋口の管理もしやすい計
画とします。

1) ホール客席ー臨場感のある客席
①１階席を 450 席、2 階席を 150 席、3 階席を
100 席とし、公演の規模に応じた多様な運用
を可能にします。
②３層のサイドバルコニー席により演者と観客
の包み込むような一体感をつくります。
③１階席のみの利用時において、簡易な仕掛け
により視線を制御し、空席感のない演者に配
慮した計画とします。
④室幅 21ｍで客席全体に響きや明瞭度にムラ
のない計画とします。演劇に最適な残響時間
となるよう計画し、音響反射板の設置により、
コンサートにも最適な残響時間を確保します。

⑤落ち着きのあるダーク調の木内装とし、非日
常の空間を演出します。

2) 舞台・楽屋ー連携のとれた動線計画
①PW＝14.5ｍを基本としながらも、音響反射
板設置時には 18.0ｍの間口を確保します。
②楽屋ゾーンはスタジオやバンド練習室にも近
接し、ホール未使用時には会議室等としての
利用が可能な計画とします。

3) ホワイエ
①メインのホワイエは、久居リビングの２階と一体的な空間とします。
ホール未使用時には久居リビングと一体的な利用や、ホワイエのみの
単独利用も容易な計画とします。従来型のもぎりの他、ドアチケッチ
ング方式も視野に入れた運用が可能な計画とします。

特定テーマ(3)：個別の室スペース及び複数室・スペース間の関係に関する考え方



　

　
　
　

　
　

　

どんなときでも機能する「強い庁舎」

市民活動室上部に反射板を
設け、天井を照らす

アレイセンサー

客席

A
B

C

D

舞台

市民活動室

80%空調を行う20%空調を行う

使用エリアに合わせて、
エリア毎の空調の入切り
を制御できる計画とする

11
2
33

標準

提案
0 20

27%

27% 14% 26% 15%

36% 19%
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強固にし、耐震要素とする
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■図 -35 ZEB化へのロードマップ

■図 -33 長寿命化対策リスト

市民活動室上部に反射板を
設け、天井を照らす

アレイセンサー

久居リビング

80%空調を行う20%空調を行う

久居リビング

運営事務

80%空調を行う

20%
空調を行う
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シンプルな形状 ( 平面・断面 )

仕上材料の整理による削減

一般的な構造・工法の採用

S造部床への採用を検討フラットデッキの採用

ハーフ Pca の採用

基礎躯体へのラス型枠の採用

非耐力壁に押出成形セメント板を採用

鉄筋の機械式定着の採用

納まりの数の削減、施工性の工場による
イニシャルコスト低減と工期短縮
外装・内装共に仕上げ数を整理し数を減らすこと
による、スケールメリットによるイニシャルコスト縮減

地元事業者など受注者の範囲を広げることが可能

支保工の削減と作業性向上による工期短縮

現場作業軽減による工期短縮

型枠の設置・解体期間の削減による工期短縮

現場作業軽減による工期短縮
スケールメリットによるイニシャルコスト低減
確実な作業職人確保による工期の読みが可能
現場作業軽減による工期短縮

建
築
計
画

納
ま
り
・
施
工
関
連

卓越風

卓越風を考慮し、駐車場の植栽への散水
( 雨水利用 ) による蒸散効果

蒸散効果により
涼しい風が建物
に取り込まれる

図－２ 市民の暮らしを守る「防災の港」となる外観イメージ

図－１ コンセプトダイアグラム

■図 -31 アレイセンサー制御による
省エネ空調(久居リビング)

（断面イメージ）

（平面イメージ）

■図 -30 ゾーン分けした居住域空調

市民の安心安全を守る「強い庁舎」

ホールの特性に考慮し、トータルコストを抑えたシンプルで合理的なホール

様式10・業務内容に対する技術提案（特定テーマ）特定テーマ(4)：ライフサイクルコストの低減及び工事発注の不調、不落を未然に防ぐための方策

4

１.出動動線と充実した訓練スペースの確保
①前後両方向からの入出庫が可能な車庫
・前面道路、訓練スペースの２方向に入出庫可能なフレキ
シブルな計画とし、通常時の迅速な活動と有事の際の安
全性の確保に努めます。
・通り抜け型の車庫により、訓練スペースghgfhfgfjでの
、車両を用いた訓練が容易に行えます。また、全国消防
救助大会に基づく訓練(陸上6種目)が行える施設とします
。
・車庫中心部に、利便性の高いレスキュー階段を設けます。
・車庫内は迅速な行動が可能なよう、余裕のあるスペースを
確保します。

■消防庁舎に必要なこと
・機動力のある活動を24時間支える「二重化」
・安心、安全、力強い庁舎
・市民に開かれた自助、共助、公助を促す防災拠点

最高の機動力を発揮できる
「通り抜け型車庫」(二方向の出動)
「確実なバックアップインフラ」

安心と合理性を提供する

「合理的でシンプルな構造計画」

呉の環境や近隣と調和する
「防災の港」呉らしい外観

■それらを実現するための計画的なポイント

 ２、シンプルで合理的な計画による不調・不落の防止対策
１）単純明快な施設構成による工事コストの縮減
①曲線の無いシンプルで無駄の無い計画、一般
的な構造架構によりイニシャルコスト低減、
工期縮減、仮設の軽減に寄与します。
②シンプルで機能的な動線計画によりコンパクト
な平面計画を実現します。施設面積を７％程度
抑えた計画（約 6,500 ㎡）とし、今後の物価上昇
も見据えたコストコントロールを行います。
③使用材料の整理を行い、数を減らすことによ
り、工種を絞り、コスト縮減を図ります。
④壁厚の必要な遮音壁を耐震要素とした明快で
合理的な構造計画とします。
⑤機能に応じた適正な階高設定により、躯体コ
ストを低減します。
⑥避難検証や耐火検証などにより、防火区画や
耐火被覆などを最小限に抑えます。

２）コスト管理の徹底
①市場動向を見据えたコスト管理
　発注時における物価上昇をあらかじめ加味したコスト計画とし、本積算
までに３回の基本概算の見直しを行い､予算乖離の無い業務を行います。

１、ライフサイクルコスト低減提案
　

１）ホールのランニングコスト提案
①椅子吹出しの居住域空調を行います。
②使用エリア毎に空調の入切ができるよう、
ゾーン分けした計画を行います。
③ホールの空調はガス熱源とすることで、
ホール使用時の電気料金のピークカットを
行い、電気基本料金の削減を行います。
④舞台照明に LED を使用し、電気量削減と共
に、舞台の空調負荷を低減します。
⑤舞台吊物装置に従来の鋳物に比べ耐久性が
高く、舞台への粉塵の影響も少ない樹脂製
滑車を利用します。
⑥多量な舞台音響の配線・配管に LAN 回線を
使用し、配管・配線の合理化と共に、改修や
更新時の作業性向上を図ります。

　

２）久居リビングのランニングコスト提案
①アレイセンサーを設けた空調制御により、
余分な空調エネルギーの低減を図ります。
②少ない照明で明るさ感を得るため、２Ｆの
室上部にリフレクター（反射板）を設け自然
光で天井照度を確保します。

　

３）その他ランニングコスト削減の提案
①建物の高断熱、方位を考えた開口部の最適
配置を行います。
②全館 LED照明の採用、昼光センサー、人感セ
ンサーを設置し、消費電力を抑えます。

４）創エネ － 久居の地域環境を生かす
　久居の自然を最大限とりいれた自然エネルギー利用
①自然採光・自然通風（北西の風）を利用します。
②年間降水量が多い地域特性を考慮し雨水利用
③駐車場の植栽に散水（雨水利用）を行うことにより
蒸散効果による涼しい風を建物内に取り込みます。

　

５）施設の長寿命によるライフサイクルコストの低減
　①高耐久で維持管理し易い長寿命な建物とします。
　②竣工後のＺＥＢ化（ゼロエネルギービルディング）

に向けたロードマップをサポートします。
　　　

６）シンプルな建物によるイニシャルコストを抑える
　①遮音・防震の必要な大ホール部はＳＲＣ造、その

他の部分は鉄骨造とすることで、コスト削減します。
　②屋根は陸屋根とし金属屋根の無い無駄の無い計
画とします。( 工事費約 5％の低減 )

　③矩形の平面プランとし、費用のかかるエキスパン
ションジョイントが発生し無い計画とします。

　④同じモジュールの繰り返しによりスケールメリ
ットを活かしたコスト低減を行います。

　⑤適切なＦＬ設定と、水廻りを集約し合理的なピッ
ト計画により、掘削残土を削減します。

　⑥大ホール、スタジオ、専用展示ギャラリーは廊下
や外部空間を間に挟むことにより、過度な遮音ス
ペックとならない計画とします。

１）ホールのランニングコスト提案
①客席足元に吹き出し口を設けた居住域空調を行い
ます。
②使用エリアに合わせて空調の入切ができるよう、
ゾーン計画を行います。
③ホールの空調はガス熱源とし、電気料金のピーク
カットを行います。
④ピンスポットを除く照明にＬＥＤを使用し、電気
量削減で、ホールの空調負荷を低減します。
２）久居リビングのランニングコスト提案
①アレイセンサーを設けた空調技術により、余分な
空調エネルギーの低減を図ります。
②少ない照明で明るさ感を上げるため、２Ｆ諸室の
上部に反射板を設け、自然光で天井照度を確保し
ます。

自然エネルギーを活用した計画

災
害
時

●外周部の大きな窓やハイサイドライトなどにより日中の
　照明エネルギーを大幅にカットします。
●太陽光発電を費用対効果を踏まえながら適正規模の
　導入を検討します。

●大庇による日射制御をすることで、夏場の温度上昇を
　抑え、冬場は暖かい環境を提供します。
●久居リビングなど、大空間となるエリアは居住域空調に
　より、人のいる低い空間のみ空調することでランニング
　コストを抑えます。

●屋根や屋上だけでなく敷地全体に降った雨を集めて
　便所への中水利用や屋外の散水利用を行います。

●日中は照明がなくても過ごすことができる
　ように外光を制御しながら取り入れます。
　（ロールスクリーン等）

❶光を効果的にとり込み活用します

❶避難時の滞在スペースとしての
　“久居リビング”

❷空気環境をより快適にデザインします

❸水を大切にする施設をつくります　

●中間期には卓越風(北西の風)を施設内に取り入れます。
●吹抜け空間を利用した重力換気を行います。

❺風とおしのよい施設計画とします。

●倉庫に石油ストーブなどの
　暖房器具を稼働させてその
　暖気を小ホールなどへ送り込む
システムを検討します。

❷冬場の避難を想定した
　簡易暖房システム

●東日本大震災の避難時でも困ったのが、
　ロビーなどにちょっとした給排水設備が
　なかったことでした。
　駐車場エリアに面して給排水設備を
　プロットして災害時に利用できるようにします。
●雨水利用により貯めた水はポータブル
　濾過機により防災用水をして活用できます。

❸避難時の水場を設けます
●日常的なイベント用にフロア
　コンセントを分散配置します。
　災害時には携帯電話の充電など
幅広い利用に対応します。

❹電源確保の工夫

●個別の小さな部屋はルームエアコンとすることで
　エネルギー効率と消費電力のバランスを図ります。
●大空間の照明はゾーニングを小割にすることで
　デマンド制御効果をねらいます。
●BEMS導入によりエネルギー管理の一元化を図ります。

❹節電モードを体感できるバランス
　エネルギーシステムの構築（もったいない運動）

人 風

熱日射制御
ガラス面は方位によって遮熱
塗料や紫外線フィルムで熱負
荷低減。（ロールブラインドあり）

光ハイサイドライト
人感センサーや昼光センサー
により利用者の状況に合わせ
適切な照明制御します。

風久居リビング
吹き抜け効果で効果的な自然
誘因換気を行います。

水雨水利用
屋根やバルコニーの雨水は回
収し便所や散水に利用します。

ワイヤレス温湿度センサー
配線不要な温湿度センサーに
より竣工後も気になる場所へ
の位置替えが容易です。

１） イニシャルコストを低減します
①シンプルな施設構成(ゾーニング）によりコンパクトな面積規模を実現す
ることで施工費を抑えます。
②熊野の荒 し々さや直截なイメージを素材のもつ表情そのまま使うことで
華美な装飾を見直しコストダウンにつなげます。（コンクリートや木材等）
③機能に応じた適正な階高と躯体コストの低減。
④避難検証や耐火検証などにより、防火区画や耐
　火被覆などを最小限に抑えます。
⑤ピロティを最小限にしコストアップを抑制します。
⑥工事掘削残土を極力少なくするレベル設定します。
⑦市民文化会館跡地の造成工事を最小限にするこ
とでコストダウンを図ります。
⑧丹鶴城跡西側の埋蔵文化財エリアは極力建物を構
築せず遺跡調査による費用、工期延長を抑制します。

２） ランニングコスト・維持管理費を低減します
①事務室の一元化による時代の変化に柔軟に対
応できる配置とします。分散配置よりも効率的
な運用を提案します。
②メンテナンスのかからない仕上げや増員人件
費のかからないホール舞台装置（機構・照明・
音響）を検討します。
③長寿命化を材料・設備機器において吟味し、規
格汎用品による更新のしやすさを図ります。

３） ロングライフで安心して使っていただくための工夫
①津波避難ビルにも採用されている塩害に強いコ
ンクリート混和剤を導入し密実な躯体性能を確
保することで躯体の中性化や汚れを防ぎます。
②大庇により窓面の汚れ防止を行います。
４） 将来を見据えた「津市久居ゼロエネルギー 」
①竣工後のZEB化（ゼロエネルギービルディン　
グ）に向けたロードマップをサポートします。

■図26 的確な環境指標の目標設定

■図 -34 LCC縮減率

■図 -32 卓越風を活かした計画

■図 - 37 効率的な構造計画

■図 -39 シンプルで機能的な『ひさいのいえ』断面イメージ

■図 -36  ｼﾝﾌﾟﾙで合理的な架構ｲﾒｰｼﾞ

雨水を利用します。
（植栽への散水）

シンプルな建物の形態により
イニシャルコスト低減

屋根は陸屋根とし、
金属屋根を用いない計画

ソーラーパネル

自然採光

害虫駆除、落葉・剪定手間の
かからない植栽計画

ソーラー・風力併用による
駐車場照明

屋上緑化による
熱負荷低減

久居リビングは県産材の
杉材のリブ付羽目板仕上げ

ゾーニングした
居住域空調

雨水ピット

（搬入口下部）
アレイセンサーを使用した
効率的な居住域空調

久居リビングの高天井は構造２次部材への
設置を行い、揺れに強く、特定天井に該当し
ない天井とします

自然換気が可能な開閉式サッシ

 １、業務の実施方針　合意形成のマネジメント
　積み上げ方式ではなく、それぞれの段階の応じたテーマの提示により
スムーズな意見交換と共有化を図ります。
①真の目的とテーマの共有
・設計工期の短さを考慮し、出来るだけ単純でわかりやすいテーマ設定を行い
関係者のアイデアを最大限引き出し、プロジェクトの一体感を醸成します。

②問題点の明確化と共有
・今回は多目的利用想定の諸室も多く、基本となる要求事項を明確化、
　それに付随する活動とに区分けして、議論の混乱を避けスムースな
　共有化を図ります。
③仕組みや関係性の共有
・所室配置には各専門の立場から、議論が分かれる可能性があります。
　場合分け、バリエーションを提示し、最適な諸室配置が合意できるよう
　柔軟に対応します。
 ２、業務の実施手法　
①迅速な対応
・10日に一度の打合せを核とし、その他の分科会などを組み込み迅速な対
応で業務を遂行します。
・基本設計初期段階で集中して人員を配置し、早期の与条件整理と前倒し検
討を実施します。
②関連会議との参画
・関係者の委員会や市の決定プロセス、議会の合意を考慮した早めの対応を
行います。
③多様な意見の再確認、推奨類似施設の視察
・多様な検討がなされた基本計画をふまえ、基本設計以降も同様の議論が予
想されます。多様な意見へ迅速に対応し、複数案の比較検討や再確認を行
いながら皆様とともに立案を進めます。
・市の目標とする類似施設の視察・情報収集を行い、目標の共有化を図ります。
④分かりやすいプレゼンテーション
・模型やＣＧ，ダイアグラム（モデル）図を用いた分かり易い説明資料を

２）建築材料の地産地消
①県産材の利用します。（スギ・ヒノキ）
・久居ホール壁、舞台床（ヒノキ）、フロー
リング床材などの
　県産材の利用します。
②創作工房やキッズコーナー、楽屋事務室
、主催者控室等の内装腰壁や共用部の家
具（イス・カウンター等）に「あかね材」
を積極的に利用

３）各種補助金の活用を視野に入れた計画

長寿命化による LCC 低減
①　高天井、設備などの耐震化

②　外壁低汚染型塗装、ガラス光触媒コー　
　　ティング、により施設清掃コストの縮減

③　改修に対応可能な避難安全計画

④　階高、荷重条件のゆとり、道連れ工事
　　のないあらかじめ設計
⑤　使いながらの設備更新可能な計画　
　　（スラブ上での配管・配線）

⑥　設備機器は規格汎用品による高更新性

⑦　塩害に強いコンクリート混和材の
　　導入による躯体の中性化防止

光

熱

水

光 風

光

■図 -38 工事発注の不調、不落を防ぐ具体的対策

舞台の自然排煙
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