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県・市連携文化施設に関する整備計画（原案）について 

文化創造の機能 
  

芸術文化活動の裾野の拡大や質
の向上を図り、秋田の文化力を向
上させるために、質の高い舞台芸
術など、創作活動を支援する諸機
能を整備する。 

発表・鑑賞機能 
  
秋田県民会館及び秋田市文化会

館の役割を継承し、多様な芸術文化
活動の「発表の場」を充実させるとと
もに、十分な機能を持つホールを整
備することで、既存施設では実施で
きなかった質の高い実演芸術の「鑑
賞機会」を提供し、本県の文化の裾
野を拡げる。 

文化情報の提供・発信機能 
  

文化を中心とする秋田の情報ター
ミナルとして、県内・市内の文化情報
を提供し、秋田の文化を県内外に発
信する機能を整備する。 

コンベンション機能 
  

街のにぎわい効果を生み出し交
流人口の拡大につなげるために、
3,000人規模の大規模会議等に対応
できる機能を備える。 

  

にぎわい創出機能 
  

 日常的なにぎわいを創出し、地域
に開かれた施設とするために、気軽
に立ち寄り、交流できる場を設ける。 
また、地域における芸術文化活動

の拠点機能を整備する。 

 

 文化創造に向けた取組の活発化 

・「創造」、「練習」、「発表」という各ステー
ジで優れた環境を提供し、多様な芸術
文化活動の「発表の機会」を提供する。 

・全県をカバーする文化施設として、本県
の芸術文化の情報発信などを可能とす
る機能を備える。 

 

       文化に触れる機会の拡充 
 
・若者を多数集客できるコンサートなど、 
 国内外の一流アーティストによる実演芸 
 術を数多く開催し、県民・市民の芸術文 
 化に触れる機会を拡充する。 
 
・文化施設間の連携事業、国等の文化事 
 業の情報提供や取りまとめ、文化施設 
 の運営に携わる人材の育成などを推進 
 する。 

人が集う｢場」を創出することで、地域
の活性化に貢献 
 
・県民・市民が気軽に立ち寄れる多機能な 
 空間を確保するとともに、県内文化施設 
 の催事情報の提供や本県を代表する伝 
 統文化の紹介コーナーなどを設ける。 
 
・3,000人規模の各種会議、大会など、コン 
 ベンションの開催にも対応できる施設とす  
 ることで、交流人口の拡大に貢献する。 

施設の役割 施設の機能 施設の構成 
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○高機能型ホール  
[性 格] 秋田県を代表するホールとして、文化関係の東北・全国大会の開催を可能とする機能や 
      規模を有し、様々な興行ニーズにも十分対応でき、高度な音響やステージ機能を持つ 
      高機能なホール 
[主用途] クラシック音楽、ポップス、ロック等のコンサート、歌舞伎、オペラ、ミュージカル等 
[客席数] 2,000 席  
・全ての客席から舞台が見やすいよう、座席を千鳥配置にするとともに、客席内で鑑賞条件 
 や音響条件に極端な差がない配置とする。 
・可動プロセニアムとし、演目に合わせてプロセニアム高を約10～約14mに変更できるように 
 する。 

○舞台芸術型ホール 
[性 格] 市民の多様な芸術文化活動の場として、質の高い舞台芸術を実演可能とする高質なホール 
[主用途] 演劇、舞踊、音楽、伝統芸能、大衆芸能などの上演 
[客席数] 800 席 
・鑑賞のしやすさを特に重視し、観る側と演じる側とが一体感を感じられるホールにする。 
・可動プロセニアムとし、演目に合わせてプロセニアム高を約７～約９mに変更できるように 
 する。 
 
 
 

 

  
○エントランスロビー 
・公演の開場までの時間を過ごすことができるスペースとし、大型モニターや音響設備を設け、映像や 
 音楽を流すことで、開場待ちの時間帯も楽しめる空間とする。また、小規模のイベ ントや展示発表が 
 可能な空間としても活用できるようにする。 
・県民・市民が日常的に訪れることができるラウンジとしても機能させる。  

○文化創造部門 
・公演のリハーサルや、サークル・劇団等の日常的な練習の場となるとともに、舞台美術、 
 大道具の製作、サークルや文化団体が気軽に集まり、ミーティングや発表会の打ち合わせ 
 を行えるなど、県民・市民の文化創造活動の場とする。 
・本県が誇る民俗芸能をはじめとする伝統芸能を継承・発展させていく場として、練習等の 
 活動はもとより、文化情報のアーカイブ機能や気軽に発表できる場を設け、県民・市民の 
 芸術文化活動の創造の場としていく。 

○情報発信・にぎわい創出部門 
・県内の他の文化施設の催事情報や、民謡や無形民俗文化財の紹介コーナーなど本県の文化 
 を発信する情報センター機能を設けるほか、公演のない日でも利用できるカフェ・レスト 
 ラン用のスペースの確保など、県民・市民が日常的に集える施設にする。 

○管理･共用部門 
・ 具体の運営主体や運営手法は、今後策定する運営管理計画で取りまとめることになるが、施設内には 
 運営管理や県民・市民の活動を支えるスタッフ等が常駐できる執務スペースを確保する。 
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施設配置案 

２階 １階 

高機能型ホール 
プロセニアム高（可動式で 
約10～約14mを想定） 

舞台芸術型ホール 
プロセニアム高（可動式で 
約7m～約9mを想定） 

市立中央図書館  
明徳館 

旧県立美術館 

和洋高校 

千秋公園 

穴門の堀 

地下１階 

中土橋付近からの外観イメージ 

※ この案は県・市が想定する施設が、県民会館敷地内に十分配置できることを検証するためのもので 
 あり、実際の設計における施設配置や外観を確定するものではない。 

３階 地下２階 

文化創造部門 

文化創造部門 

文化創造部門 

○敷地面積           １３，２２５㎡ 
○建築面積          ６，７００㎡ 
○延床面積         ２１，５００㎡ 
○建物最高部 （現在地盤から）      ２５ｍ 
（参考）県民会館最高部       ２１ｍ        

２ 



○敷地面積           １３，２２５㎡ 
○建築面積          ７，２００㎡ 
○延床面積         ２１，５００㎡ 
○建物最高部 （現在地盤から）      ２５ｍ 
（参考）県民会館最高部       ２１ｍ        

参考案 

地下１階 

地下２階 

１階 

３階 

２階 

高機能型ホール 
プロセニアム高（可動式で 
約10m～約14mを想定） 

舞台芸術型ホール 
プロセニアム高（可動式で 
約7m～約9mを想定） 

市立中央図書館  
明徳館 

旧県立美術館 

和洋高校 

千秋公園 

穴門の堀 

中土橋付近からの外観イメージ 

文化創造部門 

３ 



県・市連携文化施設に関する整備計画（原案）について 

概算整備費 

整備スケジュール 

諸室構成 

駐車場の確保について 
施設の運営管理計画の策定 

    設計等の着手に併せ、施設運営の具体的な内容を検討するとともに、組織計画や利用規則 

  などからなる運営管理計画を策定する。 

 運営管理計画で定める主な事項は次のとおりである。 

 ①運営の基本的な考え方、②ソフト事業計画、③組織計画、④利用規則の基本的な考 

  え方、⑤収支計画、⑥広報宣伝計画 

・敷地内に出演者及び障がい者用の駐車スペースをできるだけ設けるとともに、近隣に 

  敷地を確保し、来場者が専用的に利用できる駐車スペースを整備できるよう、調整する 

 ほか、既存の周辺民間駐車場等との連携を進める。 

 

・建設候補地から半径500ｍ圏内の駐車可能台数は約2,000台となっており、利用者を含 

 めた中心市街地の訪問者がスムーズに駐車できるよう、駐車場案内システムの整備に 

 ついて検討する。 

(単位：百万円）
概算金額 積算の考え方

１　調査費 150 地盤、埋蔵文化財、建物事前調査等

２　県民会館解体費 450 解体工事費等

３　造成費 264 敷地造成等

４　設計・監理費 378 基本設計、実施設計等

５　本体工事費 18,123 類似施設から推計

６　外構工事・備品費 635 類似施設から推計

施設整備費計 20,000

費　　　目
各部門の構成 概算面積(㎡)

客席 客席、オーケストラピット、多目的室

ホワイエ関係 ホワイエ、主催者事務室、授乳室、トイレ等

舞台関係 舞台、照明・音響・舞台機構制御室、倉庫等

楽屋関係 小・中・大楽屋、シャワー室、トイレ等

客席 客席、多目的室

ホワイエ関係 ホワイエ、主催者事務室、授乳室、トイレ等

舞台関係 舞台、照明・音響・舞台機構制御室、倉庫等

楽屋関係 小・中・大楽屋、シャワー室、トイレ等

エントランス
ロビー

エントランス
ロビー

来場者の待機スペース等 700

創作室 制作・打ち合わせ等室

練習室 リハーサル室、音楽・演劇等練習室、和室

多目的スペース 多目的スペース

ラウンジ等 ラウンジ、トイレ等

倉庫等 楽器庫

情報発信 情報センター・文化紹介コーナー

カフェ・レスト
ラン

カフェ、レストラン

託児室等 託児室、トイレ等

運営管理 事務室、救護室、会議室、倉庫等

共用部 通路、機械室等

21,500

部門

500

8,800

合　　計

情報発信・にぎ
わい創出部門

管理・共用部門

高機能型ホール

舞台芸術型
ホール

6,400

3,400

1,700文化創造部門
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平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

   

開館

準備

外構

工事

備品

調達

運営管理計画

解体

県民会館大ホールが存在しない期間(約4年)

整備

計画
基本設計・実施設計

各種調査

建設工事


