
都城市民会館再生活用計画検討特別委員会

報告書

2018年 6月

一般社団法人　日本建築学会



都城市民会館再生活用計画検討特別委員会報告書

目次
 はじめに

第 1章 .歴史の検証 ---------------------------------------------------------------- 1-01

　　　　1　都城について	

第 2章 .文化財としての価値-------------------------------------------------------- 2-01

　　　　2-1　都城市民会館の文化財としての価値

　　　　2-2　都城市民会館の保存活用の可能性	 2-02

第 3 章 . 設計・建設・竣工とこれまでの経緯 ------------------------------------------ 3-01

　　　　3.1　設計段階の経緯

　　　　3.2　着工から竣工まで

　　　　3.3　竣工後の経緯	 3-02

　　　　　3.3.1　豪雨による漏水	 3-03

　　　　　3.3.2　外部鉄骨の耐火被覆モルタルの撤去

　　　　　3.3.3　２階（楽屋・道具庫等）の増築

　　　　　3.3.4　エレベーターの設置

　　　　　3.3.5　電気室の増築

第 4章 .現状分析 ------------------------------------------------------------------ 4-01

　　　　4.1　現状　

　　　　　4.1.1　外観

　　　　　4.1.2　屋根

　　　　　4.1.3　２階屋上	 4-02

　　　　　4.1.4　屋１階エントランス　ロビー　

　　　　　4.1.5　２階ホール

　　　　　4.1.6　１階旧公会堂部分	 4-03

　　　　　4.1.7　その他

　　　　4.2　法規

　　　　4.3　構造の現状について	 4-04

　　　　　4.3.1　構造の特徴

　　　　　4.3.2　基本構造の健全性

　　　　　4.3.3　耐震改修の必要性	 4-05

　　　　4.4	　設備	 4-06

　　　　　4.4.1　電気設備

　　　　　4.4.2　機械設備	 4-07

　　　　　4.4.3　まとめ	 4-08

　　　　4.5　まちづくり・観光資源・文化財としての活用	 4-09

　　　　　4.5.1　スクラップアンドビルドからストック活用へ

　　　　　4.5.2　歴史的建築を再生活用して活性化に貢献する

　　　　　4.5.3　的確な再生により歴史的建築を継承する

　　　　　4.5.4 メタボリズム建築の継承について

第 5章 .再生のシナリオ ------------------------------------------------------------ 5-01

　　　　5.1　計画の骨子　

　　　　5.2　段階的整備について -段階的に NPO 田町の人が利用するシナリオ -	 5-02

　　　　5.3　提案内容の事業費の考え方	 5-03

　　　　5.4　提案内容の比較	 5-04　　　　

　　　　5.5　改修工事費

　　　　5.6　資金計画・補助金・融資について

　　　　　5.6.1　検討可能な助成金

　　　　　5.6.2　融資

第 6章 .活用再生計画 --------------------------------------------------------------	6-01

								6.1　国際文化会館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　6.2　米子公会堂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6-02

第 7 章 . 参考資料		( 現況図・減築図・伏図・欠損状況図 )		



はじめに

都城市民会館は、都城市が市政 40 周年を記念して 1966 年に開館し、以後 40 年間以上にわたり都城市の芸術文化の拠点として市

民に親しまれ、成人式や結婚式をはじめとして、様々な催しに大いに活用されてきました。築 60 年が経過した今日でも、今なお

メタボリズム建築の最も重要な代表作の一つです。建築家菊竹清訓の設計により生み出されたその独特な形態は、わが国のみな

らず、国内外の重要な美術館で何度も展示され、世界中の建築関係者が訪れたい建築のひとつとなるなど、世界的にも広く知ら

れている貴重な財産と言える建築物です。また、都城に育ち、都城に暮らし、ゆかりのある多くの市民にとっては、故郷の記憶

のひとつとなっており、さらにこの地を訪れる多くのビジターにとっては、パリで言えばエッフェル塔、シドニーではオペラハ

ウスのようにこの地を象徴する極めてユニークなランドマークとなり得るものと言えます。

2006 年に都城市総合文化ホールの開館にともない、一旦、市議会で解体が議決されましたが、南九州学園が 20 年間の無償借り

受けを申し出て、解体が中止されています。しかし、現実にはその活用に多額の費用を要することから、他の施設整備を優先す

ることとなり、約 10 年間未利用のまま放置されていました。戦後現在の市の財政事情とこれまでの経緯を踏まえた上で、事業計

画などに裏付けられたより具体的で現実的な提案が求められました。

少子高齢化、地方経済の縮小と大きな課題に直面している現在の日本では、今後新たな施設を建設する以上に、いまある既存の

ストックをいかに生かして使い続けていくかが問われています。ここに取りまとめた報告書は、その活用提案のあり方を示唆し、

広く社会に呼びかけて、事業性を持ってその活用をされる様々な主体を募るために、可能な限り正確な資料と、具体的な活用イメー

ジを付して、ここに報告するものです。日本の近現代建築に大きな影響を与えたこの建築のより詳細な調査に基づき、その再生

の可能性を示し、市民・議会・行政の、都城市民会館の実情に基づいた的確な判断に資することを、切に願っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018 年 6 月 26 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本建築学会会長・都城市民会館再生活用計画検討特別委員会委員長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古谷誠章

竣工時の都城市民会館
建築 1966 年 7 月号より
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１．歴史の検証

都城について

　都城市は、宮崎県の南部、鹿児島県と隣接し、霧島連山の一部を含み、広大な都城盆地に存在している。平成 18 年、北諸

県郡の山之口町、高城町、山田町、高崎町と合併し、約 16 万人を超える人口を有する、南九州で鹿児島市・宮崎市に続く、

3 番目の都市となった。所謂、三股町を除く、旧北諸県地域全域がそのまま市域となったことになる。また、その経済圏は

鹿児島県曽於市や志布志市の一部を含む。都城は宮崎空港へのアクセスの利便性も良く、また、都城志布志道路など、道路

網を一層整備することで、南九州の広域交流拠点都市として成長することを目指している。

　都城は、焼酎の製造が盛んで、全国屈指の出荷量を誇っている。畜産業も盛んで、肉用牛・豚・鶏などの生産量が全国一位で、

特に黒毛和牛はその品質も高いものとして全国的に評価されている。また、竹弓は「都城大弓」として伝統的工芸品に指定

されており、その生産の記録は江戸期までさかのぼる。また、現在の竹弓の大半は都城で生産されている。更に、ふるさと

納税額が全国一位になるなど、都城は、全国的に知られていることも多い。

　都城は島津発祥の地と言われている。文治元年（1185）、惟宗忠久は、源頼朝により島津荘の下司職に任命され、その荘園

の名前をとり島津忠久と名乗った。島津荘は、日向国中南部・大隅国・薩摩国に跨がる日本最大級の荘園で、大監（太宰府

の判官）平季基が、日向国諸県群内の島津院（現都城市郡元付近）を中心とする広大な土地を開発し、関白藤原頼通に寄進

したのが始まりとされている。

　北郷氏は、島津宗家４代当主島津忠宗の６男資忠が、室町幕府から北郷 300 町を与えられ（延元 2 年・1337 年）、居城を

薩摩迫（現都城市山田町）に定めて、北郷の姓に改めたことに始まる。北郷氏２代当主義久は、都島に居城を移し、これを

都之城と名付け、以後、北郷氏の本城となった。なお、寛文３年（1663）には島津姓に復姓している。

　都城は、江戸期以降、都城島津氏の私領として島津宗家とは独立した発展を遂げてきた。その範囲は現在の北諸県地域だ

けではなく、鹿児島県曽於市にまで及んでいる。元和元年（1615）の一国一城令により、居城である都之城を廃城とし、新

たに領主館が築かれた。領主館は現在の都城市役所や明道小

学校が建っているあたりに建設され、領主館内に、家臣の居

所も置かれた。近世の都城には、本町・三重町・後町・唐人

町・平江町（三日町・八日町）があり、都城の町場（商業地域）

と位置づけられていた。特に町場の中心となったのは本町と

唐人町（領主館北側）であり、現都城市の上町・中町辺りで、

現在も都城市の中心市街地と位置づけられている。

　本年 5 月、この中町に「Mallmall」が開館された。これは

平成 23 年に閉店となった大型店舗の跡地整備事業として、総

工費約 65 億円をかけ実施されたもので、老朽化し手狭になっ

た市立図書館の移転や、まちなか交流センター・子育て支援

センター等を新設し、「中心市街地中核施設」とすることが意

図されている。

　元禄５年（1692）、三重町・後町が領主館西の街道沿いに移

され、新町と総称された。新町は現都城市の西町・八幡町に

当たる。この街道を西に進み、大淀川を越えると、兼喜神社

と都之城跡の間の谷間へと続く。兼喜神社は都城島津氏第 10

代当主北郷時久の長男、相久を祭神とする神社で、現在も島

津氏により管理されている。

　明治 4 年（1871）7 月の廃藩置県より、鹿児島藩領であった

都城市は鹿児島県の管轄下にはいった。これは藩を県に置き

換えただけで、明治政府は直ちにこれを整理し、大淀川以北

の日向国を美々津県、以南の日向国と大隅国の一部を合わせ

て都城県とし、都城に県庁を置いが、明治 6年（1873）廃止され、
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日向国一円を管轄する宮崎県が誕生した。明治 9 年（1876）には、再び大幅な統廃合がなされ、宮崎県は廃止され鹿児島県

に組み入れられ、行政区画としての諸県郡が発足し、都城に郡役所が設置された。明治 16 年（1883）には、宮崎県が再度

設置され、この折り、諸県郡は、宮崎県の北諸県郡、鹿児島県の南諸県郡に分離された。翌年、北諸県郡の一部が分立し、

西諸県郡及び東諸県郡が発足した。

　都城・北諸県圏域の経済的・文化的発展に大いに貢献したのは鉄道である。明治 42 年（1909）、吉松・人吉経由で鹿児島
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と門司を結ぶ鉄道が開通した。同年、吉松・宮崎間の鉄道敷設が決定されたが、前年の明治 41 年（1908）には歩兵第 64 連

隊の都城設置が決定しており、明治 43 年（1910）、軍部の要望により、大きく迂回し都城を通る路線に変更された。大正 2

年（1919）、都城駅が開設され、都城は吉松経由で全国の鉄道路線と結ばれ、また、この後直ぐに志布志線の工事も始まり、

大正 14 年（1925）に開通した。これらにより、都城は交通の要所となり、物資の集散地として急速に発展した。なお、都

城市民会館の近くにある西都城駅は、志布志線の駅として、大正 12 年（1923）に開設されたものである。また同年には、

日豊線（小倉−都城−吉松間）全線が開通しており、都城の人口も 3万人という市政要件を超え、翌年、都城町は都城市となっ

た。都城市民会館は、都城の市政 40 周年記念事業の一つとして建設されたものである。

　昭和 4年（1929）には、西都城駅から分岐し財部駅に繋がるが国都東線が開業され、昭和 7年（1932）には隼人まで開通し、

これが日豊本線とされると、吉松−都城間は吉都線となった。従って、都城駅は、西都城駅は志布志線が廃止される昭和 37

年（1987）まで、日豊本線と志布志線の分岐駅となった。

　西都城駅は、都城駅から 2.5km の距離しかなく、この場所に駅ができた理由は定かではない。財部方面へ延長される路線

の計画が既に成されていたのかもしれない。或いは都城駅より中心市街地に近い場所に駅が開設されたとも推測できる。ま

た、軍隊の存在をその理由に挙げる人もいる。都城は、歩兵第 64 連隊の駐屯地となり、連隊区司令部や憲兵部隊などの施

設も置かれた。大正14年にはこれに代わり熊本の歩兵第23連隊が転営した。この駐屯地は西都城駅から3kmほど西に置かれ、

現在もそのまま、陸上自衛隊の駐屯地として使用されている。

　第 2 次世界大戦中、都城は大規模な空襲を受けている。空襲は、飛行場や軍需施設に限らず市街地にも及び、焼夷弾投下

と機銃掃射が昭和 20 年 3 月に始まり、終戦日間近まで反復して行われた。都城駅や西都城駅、市役所近辺や中心市街地など、

広範囲にわたって戦災にあった。終戦後、都城市は戦災都市に指定され、土地利用計画や街路計画、公園緑地計画などが立

案された。この計画に、西都城駅から国道 10 号線（広口交差点）までの拡幅工事が含まれている。戦災復興土地区画整理

事業としては、西都城から都城駅に至る区域が設定され、昭和 22 年から約 10 年の歳月を掛けて実施された。ただ、国道 10

号線沿いの市街地中心部の繁華街（上町・中町・前田町など）は戦災に遭わず、狭い幅員のままであった。戦後、急激な交

通量の増加で混雑を極めたので、昭和 32 年から 38 年までの期間をかけ、国道 10 号線の拡幅工事がなされた。また、国道

10 号線は、広口交差点から西都城駅に折れ、西町から大淀川を渡り、都之城と大淀川の間を南下し、大岩田へと続いていた。

西町から大岩田までの道路幅も狭く、危険であった。そこで、広口交差点からそのまま南下し、市役所前を抜け、大岩田へ

続く都城バイパスの建設が昭和 40 年に開始され、昭和 42 年に開通している。

　都城の中心部は、戦災復興の区画整理が成されているものの、基本的なの都市構造は、都城島津氏が整備した江戸期の城

下町がそのまま受け継がれている。江戸期の本町や唐人町は上町・中町となり、明治後期には「商店、旅館、郵便局、銀行

会社は、多くはこの地区にあり」、中心市街地を形成していた。更に、これは現在の中心市街地と重なり、その筋は国道 10

号線とほぼ一致している。

　また、領主館跡地には公共的な施設が数多く建設されている。明治期には現在の市役所近辺には北諸県郡役所や都城町役

場、虹馬場には都城税務署、桜馬場には都城小林区署が置かれた。明道小学校は、明治 5 年（1872）、江戸時代に設立され

た明道館（設立当初は稽古館）の建物が使用され、都城小学校として設立された。

　都城市民会館も領主館敷地の西側に位置する。市民会館の東には宮崎県家庭裁判所都城支部が置かれ、市民会館の北側に

は公会堂が建っていた。公会堂（昭和 2 年・1917）は、工学博士・須田利信氏の遺言により、虹馬場に沿った邸宅敷地と建

設費用が寄贈され建設されたものである。市は隣接地を買収し、敷地をほぼ正方形として公会堂を建設した。昭和41年（1966）

に都城市民会館が開館すると、公会堂としての機能は市民会館に移り、公会堂は須田記念館として、多目的に使用され、昭

和 58 年（1983）に解体された。都城市民会館の敷地選定には、公共的な建築が集中する領主館跡地内であることや、この

公会堂の存在、西都城駅との位置関係等が関連しているように考えられる。
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2．文化財としての価値

本章では、都城市民会館の保存活用計画を検討するにあたり、その歴史的価値を損なうことなくリノベーションを成功させ

るためには、どのような点に留意すべきか、その基本的なポイントについて、文化財保護に関する最新情報を参照しつつ整

理した。具体的には、都城市民会館を国の有形文化財に登録し、そのメタボリズムとしての価値を活かしながら、地域の公

共施設としてまちづくりに活かしながら保存活用することの可能性を検討している。

2-1．都城市民会館の文化財としての価値

1）登録有形文化財建造物としての価値

まず、1966（昭和 41）年 4 月に竣工した都城市民会館は、既に竣工から 52 年を経過しており、築 50 年を基本的条件とした

国登録文化財（建造物）としての前提条件を満たしている。登録文化財になるには、その上で以下の条件のどれかに該当す

ることが必要である。

①国土の歴史的景観に寄与しているもの

②造形の規範となっているもの

③再現することが容易でないもの

①は主に景観的価値、②は主に意匠的価値、③は主に技術的価値を認めたものと考えられ、都城市民会館は、広い意味では

このどれにも当てはまるように思われるが、建物の強烈で個性的なデザインを考慮すると、伝統的景観を念頭に置いた①よ

りは、②、③のほうが当てはまる可能性が高い。意匠性の高さという点では②だが、その個性的なデザインは「造形の規範」

という表現に対してなじまない。③の「再現することが容易でない」という表現も、新陳代謝を是とするメタボリズムの思

想にふさわしくないように思える。強いて言えば「再現することが容易でない意匠」という点で、②と③の中間と考えるの

が最もふさわしい。

建物の保存状態については、竣工後の大幅な改変はあまりなく、2 階の増築箇所も撤去可能なことから、文化財登録の可能

性は充分にあるといえる。

2）戦後近現代建築に対する保護の緊急性

文化財登録にあたっては、その歴史的価値を明らかにする必要がある。しかし、戦後 70 年を過ぎ、戦後の建築も登録文化財

の対象になったとはいえ、メタボリズムをはじめとする戦後の近現代建築に対する文化財としての評価は未だ定まっていな

い。そのため、近年では世界的に有名な戦後作品が取り毀しの危機に瀕する状況が増えており、それは、日本建築学会がこ

の 10 年間に提出した保存要望書の傾向にもはっきりと現れている（拙稿「本会提出の保存要望書に見られる傾向」『日本建

築学会 130 年略史』pp.56-57、2017 年 1 月）。すなわち、保存要望書の対象を戦後の鉄筋コンクリート造建築に限定すると、

2000 年 4 月から 2006 年 3 月までの 6 年間に保存要望書が提出された作品は、国際文化会館（1955）1 作品のみであったが、

2006 年 4 月から 2016 年 3 月までの 10 年間に保存要望書が提出された戦後 RC 造建築は 38 作品に増えていた。この 38 作品

を竣工年代別に見ると、1950 年代が 15 作品、1960 年代が 17 作品とその大半を占めており、またビルディング・タイプ別に

見ると、庁舎が 12 作品と最も多く、次いで公会堂（市民会館、区民会館を含む）が 8作品と続いていた。これは、戦後に政

治体制が民主化され地方自治への関心が高まる中で、全国に優れた庁舎建築・公会堂が建設されていった状況を反映している。

そして、保存要望書の傾向は、そうした戦後を象徴する建築群が全国で急速に失われつつあることを示しており、この中に

は菊竹清訓の作品として、都城市民会館（1966）とともに、既に取り毀された「出雲大社庁の舎」（1963）も含まれている。

3）戦後近現代建築に対する評価基準の構築

こうした戦後建築の置かれた危機的な状況に対処するため、文化庁は平成 27 年度から戦後の近現代建築作品の保護に向けた

取り組みとして「近現代建造物緊急重点調査事業」をスタートした（平成 30 年度も継続中）。この事業は、1945 年から 2000

年までに竣工した全国の優れた近現代建築作品のリスト作成を目的としたもので、戦前の歴史的建造物に関する基礎台帳と

して知られる『日本近代建築総覧』（1980）の戦後版を目指したものである。平成 28・29 年度には神奈川県と奈良県を対象

に調査を実施し、たとえば神奈川県では一次調査リスト（221 作品）、二次調査リスト（38 作品）がリストアップされた。

この事業では、作品のリストアップと並行し、戦後近現代建築に対する評価基準の策定作業が行われた。評価基準の策定に

あたっては、まず国指定文化財やドコモモジャパンなどの選定基準の先例が集められ、それぞれの特徴が分析された。それ

らをふまえて評価基準のあり方を議論した結果、地理的にも時代的にもできるだけ偏りなく、良い建築を素直にリストアッ

プできるような複数項目からなる基準であること、建築史研究者だけでなく一般の建築士でも理解でき現地調査で利用可能

なものとするため、できるだけ平易な言葉で表現され、具体的な事例を添えてまとめられるべきことなどが提案され、それ

らを踏まえて、評価基準を以下の 7項目とする案がまとめられた。

近現代建築物の評価基準（案）

【1】		革新的な建築物　〈革新性〉

【2】		意匠に優れた建築物　〈意匠性〉

【3】		顕著な設計者の展開を示す建築物　〈作家性〉

【4】		技術の発展を示す建築物　〈技術性〉

【5】	ある時代の建築生産の典型を示す建築物　〈時代性〉

【6】	地域的な特色を明らかにする建築物　〈地域性〉

【7】	親しく利用され続けている建築物　〈継続性〉

個々の基準の内容については、平成 27 年度報告書所収の論文（倉方俊輔「評価基準の基本的な考え方と今後の課題」pp.32-

35）に詳しく説明されている。都城市民会館はこのうち、特に①革新性（メタボリズムとしての建築家の思想、象徴的な造形）

と⑥地域性（戦後の地域の歩みの中で育まれた文化的価値）の 2 項目に該当する可能性が高い。そこで、この 2 項目につい

ての詳しい説明を以下に引用する。

【1】	革新的な建築物

スタイルと評価軸の変転を特徴とする戦後建築の全体を覆う一番の特徴は〈革新性〉と言える。建築で解決できる社会的問

題の発見であったり、解決法の提案であったり、新しい空間性であったり、意匠であったり、技術や材料の新たな適用であっ

たり、周辺との接続であったり、竣工当時に立ち返って評価した際に、ある建築物が無ければそのような方法があったと気

づかなかったようなものが該当する。多くの場合、当時のジャーナリズムに捕捉されているだろうが、そうでないものもあ

ろう。これを第１項に置いているのは、７項目が戦後建築を調査対象とした際の最も包括的な基準として提案されているか

らであり、以降の【2】〜【7】は、これに収まらない価値を救うものである。これは DOCOMOMO	Japan 選定基準の実質的な第

１項にある「竣工当時において技術的（構造・設備・材料）な革新性を有している建築物」ならびに、続く「竣工当時にお

いて社会改革的な思想（新しいコミュニティや労働形態などの提案）を有している建築物」に相当する。

国宝・重要文化財（建造物）指定基準（以下「指定基準」）の第１項が「（一）意匠的に優秀なもの」であることは、指定基

準が何を包括的とみているかの現れと考えられるが、戦後建築については、意匠の美しさの希求を表明しない場合が多く、

スタイルの変転がめまぐるしく、また年月が浅いために現在の立場から意匠の優秀さに関して合意することは容易くはない

と思われる。したがって、対象物が当時の社会や文化の反映として貴重であることを示す回路としては意匠性よりも革新性

の方が適切と捉え、第１項に置いている。このようなことから、指定基準で本項に対応するのは、後述する【5】と共に「（三）

歴史的価値の高いもの」であり、当時における革新性は必ずしも強くないが現在では歴史的価値のあるものが【5】に該当する。

【6】	地域的な特色を明らかにする建築物

物差しを全国ではなく、地域に置いた際に重要性が浮かび上がるもの。建築物そのものの形や構法などに、気候風土や暮ら

しと対応した〈地域性〉が見られるものの他、ある地域で先駆的に活動した設計者の手がけた建築物や、周辺で最初の文化

会館や当時先端的な学校、様々に活用されてきたオープンスペースを有した建築物など、戦後の地域の歩みの中で価値を持

つものがこれに該当する。この調査対象も当時のジャーナリズムで拾い上げられていない可能性が高く、現地調査における

発見が望まれる。

指定基準の「（5）流派的又は地方的特色において顕著なもの」の後半におおむね対応する。(注 1)
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2-2．都城市民会館の保存活用の可能性

1）文化財の保存原則

以上の分析より、都城市民会館は戦後近現代建築として高い文化財的な価値を持つ作品と考えて良いが、その保存活用に際

しては、戦前の文化財建造物と同様に建物の文化財的価値を守りつつ、地域の現代的ニーズに応え有用に活用していくこと

が求められる。文化財の保存活用にあたって守るべき原則については、1964 年にユネスコの支援を受けて開催された第 2 回

歴史記念建造物関係建築家技術者国際会議で採択された「ヴェニス憲章」がよく知られている。このヴェニス憲章の理念を

尊重しつつ、現代の多様化した文化財を巡る状況に対応できるようにその要点をまとめたものとして、斎藤英俊氏（京都女

子大学教授）の講演録『文化財とその保存・修復の意味を考える』（平成 27 年度　文化財建造物保存活用公開セミナー報告書）

がある。この報告書において、「文化財の保存原則」は以下の 5点に簡潔明瞭にまとめられている。都城市民会館の保存活用

に際しても、基本原則として留意すべき点であろう。

文化財の保存原則 1

文化財の価値（真性な価値）を形成しているオリジナルである部分を良好な状態で維持すること（現状の維持を基本原則と

する）

文化財の保存原則 2

オリジナルであることが文化財の本質であるが故に、文化財の修復や活用のために付加された部分は、オリジナルである部

分と明確に区別されなければならない

文化財の保存原則 3

修復や活用のためのインターベンション（介入）は最小限に留め、可逆性が確保されなければならない

文化財の保存原則 4

文化財の修復においては、修復家は自身の創作を加えてはならない

文化財の保存原則 5

文化財の保存と修復は、その文化財の価値を共有している集団のために行うのであり、所有者のために行うのではない（集

団の公益に反してはならない）

2）メタボリズム建築としての可能性

文化財登録制度では、建物を活用するために建物の内部および外観意匠の一部を改変することを容認している。ただし、保

存活用にあたっては、都城市民会館の歴史的価値の所在を正確に把握し、それを活かすような改修計画を立案することが必

要である。

都城市民会館は、テクノロジーが急速に発達した時代に新しい建築造形理念として誕生した「メタボリズム」の思想で設計

された建物であり、よって最も重視されるべきは建築家の先進的な思想であり、またその建築的な表現であろう。建物の現

状については、本報告書に詳しくまとめてられているように、2 階の一部に後の増築が見られること、ホール屋根に雨漏り

などの破損が見られること、設備系統の更新が必要、などの課題がある一方、外形を印象づけている鉄骨架構や平屋の RC 造

部分といった主要構造部には、オリジナルの意匠や部材がかなりよく残っている。本報告書において提案されているモデル

ケースでは、オリジナルの構造体をできるだけ活かしつつ、特にホールの内部を大胆に用途変更する形で案が作成されており、

これらは外観保存を優先する登録文化財の改修方針に対応するとともに、ストラクチャーの長寿命化とインフィルの更新を

謳ったメタボリズムの思想とも対応した提案といえる。

3）地域文化財の総合的な保存・活用の推進／文化財保護法改正（平成 30 年）の趣旨

平成 30 年の第 196 回国会（通常国会）において文化財保護法の一部が改正された（平成 31 年 4 月 1 日から施行）。文化庁の

HP では改正法案の趣旨について「過疎化・少子高齢化などを背景に、文化財の滅失や散逸等の防止が緊急の課題であり、未

指定を含めた文化財をまちづくりに活かしつつ、地域社会総がかりで、その継承に取組んでいくことが必要。このため、地

域における文化財の計画的な保存・活用の促進や、地方文化財保護行政の推進力の強化を図る」と書かれている。詳細な運

営規程はまだ決まっていないが、この法改正により、市町村は都道府県の大綱を勘案した上で、自ら文化財の保存・活用に

関する総合的な計画（文化財保存活用地域計画）を作成し、国の認定を申請できるようになった。

これを都城市民会館の保存活用に置き換えると、都城市は市民会館の保存活用を含めた地域の「総合的な計画」（文化財保存

活用地域計画）を立案し、国の認定を受けることにより、市民会館を国の登録文化財とすべき建物として提案でき、またそ

の改修に際して、現状変更など従来の文化庁長官の権限に属する事務の一部を都城市で行うことが可能となり、認定計画の

円滑な実施が約束される。要するに、文化財の保存活用方法について、地域の実情に即したやり方が従来よりもやりやすく

なるということであろう。

都城市民会館は、竣工時においてはメタボリズムの思想に基づく普遍的な建築作品として誕生したが、築後 52 年をかけて市

民の活動とともに地域にとってかけがえのない文化施設へと成長してきた。活用計画の策定にあたっては、こうした地域の

歴史とその価値の将来への継承を可能にする提案を地域計画とともに策定することが望まれる。

4）観光資源としての可能性

1950・60 年代に全国に建設された優れた市庁舎・市民会館には、既に改築されたものも多いが、その地域の歴史・文化の象

徴として新たな機能を付加し再生することが期待されている作品も多く、都城市民会館はその代表といえる。同様の事例と

して、米子市公会堂（1958 年竣工、村野藤吾設計、2014 年リニューアルオープン）がある。

都城市民会館は、建物・場所に対する市民の高い認知度が高いことから、将来のまちづくりの拠点としての高い可能性が期

待されるとともに、その造形の象徴性・高い芸術性から、国内外に向けた観光資源としての可能性も十分に期待できる。公

共文化施設を保存再生することで地域の活性化・観光資源化に成功した事例としては、前川國男（1905-1988）設計の京都会

館（1960 年竣工）をロームシアター京都（2016 年リニューアルオープン）として保存活用することで活性化に成功した京都・

岡崎地区の例を挙げることができる。

また、文化庁は「文化財建造物等を活用した地域活性化事業費国庫補助」を実施しており、都城市民会館の文化財登録およ

び保存活用に対しては、一定の補助を受ける可能性がある。また地域資源を活かした公共性の高い商業活性化は、経済産業

省の「地域商業自立促進事業」の支援対象にもなっており、都城市民会館の保存活用は、これらの政策が期待するものと矛

盾しない。

注 1. 国宝及び重要文化財（建造物）指定基準

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和 26 年 5 月 10 日文化財保護委員会告示第 2号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 3次改正　平成　8年 2月		9 日文部省告示第 6号

　　重要文化財

　　　建築物、土木構造物及びそのほかの工作物のうち、次の各号の一に該当し、かつ、各時代又は類型の典型となるもの

　　　（1）意匠的に優秀なもの

　　　（2）技術的に優秀なもの

　　　（3）歴史的価値の高いもの

　　　（4）学術的価値の高いもの

　　　（5）流派的又は地方的特色において顕著なもの

　　国宝

　　　重要文化財のうち極めて優秀で、かつ、文化史的意義の特に深いもの
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第 3章　設計・建設・竣工とこれまでの経緯

3.1　設計段階の経緯

　教育者だった都城の蒲生市長が、瀬戸山建設大臣のすすめで菊竹清訓の事務所に来訪し、1500 人が集まれる大きな屋根を

つくってほしい、また、予算がないので、それを順次整備していきたいとの打診があり、都城市民会館の設計が開始された。

都城では国鉄の 1500 人の労働者が年 2回集まる場所が求められていた。そして、この労働組合の大会を受け入れることによ

り、国の補助金が得られた。都城市民会館（1966）の設計は 1964 年から開始され、東光園（1965）・徳雲寺納骨堂（1965）・

パシフィックホテル茅ヶ崎（1967）・佐渡グランドホテル（1967）等の素晴らしい菊竹清訓の作品がその前後につくられてい

る。同様のホールの施設としては、萩市民会館（1969）・久留米市民会館（1969）がある。

　一方、1964-1966 に在籍していた所員は、38 人（「菊竹学校」所員在籍年表による）で、計画段階の 1964 年頃は 17 人が在

籍していた。都城市民会館は、内井昭蔵が設計段階のチーフとなり、遠藤勝勧、小川（久慈）惇、土井鷹雄、武者英二らが

担当し、設計が進められた。担当からいくつかの提案がされていたが、「構造を一極的に集中させて、そこに光や設備の装置

と構造が一体になったものをつくりたい。地盤が悪いから、そういうものにしたいんだ。」と菊竹から言われ、まだ新人だっ

た長谷川逸子が乳母車の幌を書いて、「上の方が開いて、外のようなところで音楽会をやって、労働者が集まるときは閉じる

のはどうですか」と提案し、結果として乳母車の幌のような形態となっていった。（LIXILeye	03	2013.10　「新時代に挑戦し

た先駆者」より）そして設計が進み、大屋根部分の市民会館が鉄筋コンクリート造で、南側の結婚式場等のある公民館が鉄

骨造とそれぞれ別構造で図面がつくられていった。

工事写真
依田定和氏資料

3.2　着工から竣工まで

　予算の出所が異なることから、着工前まで、南側の公民館部分（都城市の単費）は鉄骨造、市民会館部分（国の補助事業）

は鉄筋コンクリート造で図面はできていたが、着工時に一体構造でよいとの判断があり、１階を全て鉄筋コンクリート造で

建築することになった。断面図から確認されるが、大屋根は鉄骨造で東西各１箇所で集中的に支え、他は鉄筋コンクリート

の平屋の構造体という、明解なシステムで構成されている。なお、市民会館の舞台、南側公民館の屋根部分のスラブは厚さ

300mm のボイドスラブでつくられている。構造設計は早稲田大学の松井源吾であった。

　工事段階の工事監理は、菊竹事務所と都城市の協同で進められた。工事中には、折角の機会だと言うことで、地元の高校

生が金属屋根工事の一部を実地で手伝うことも行われた。そのため学生が屋根に上がれるように、屋根工事を担当した当時

の三晃金属金属屋根の厚みを 0.3mm から 0.4mm に若干アップされたとも言われている。この金属屋根は、スタンディングシ

ステムという名で呼ばれていた工法で、亜鉛鉄板厚み 0.4mm 幅 300mm 前後の鉄板の左右を立ち上げて、隣接する立ち上がっ

た鉄板端部をハゼ状に折り曲げ、その部分を締め付けて一体にしたものである。亜鉛鉄板の下に、モルタル 50mm、25mm 前

後の木毛板があり、それを 100mm 角の角材で屋根南北に走る７本のリブ（上下の C 型鋼の間に鉄筋をトラス状に組み、下端

の C 型鋼から 100mm 角の部材を吊っている）から固定し、断熱材（トムレックス）15mm を内部側に吹付けている。（当時の

三晃金属は小間沢氏が担当していた）そして、1966 年 4 月 1 日に竣工式が行なわれた。

1965 年航空写真による位置図
国土地理院　地図・空中写真観覧サービスより引用
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竣工時の状況（外観）
建築文化 1966 年 7 月号より

竣工時の状況（ホール内）
建築文化 1966 年 7 月号より

建築概要

設計：菊竹清訓建築設計事務所

構造：早大松井源吾構造研究室

設備：早大井上宇市設備研究所

監理：都城市役所建築課　内村春二

													菊竹清訓建築設計事務所

アルミ緞帳設計製作　伊藤隆道

色彩計画　粟津潔

ストンスピーカー　

彫刻・田中充秋　音楽・秋山邦晴　音響・奥山重之介

音響資料：NHK　技術研究所

施工：鹿島建設九州支店

　　　櫛田鎮太郎、遠藤繁、大久保晃、大神清

　　　鉄骨工事　川岸工業 K.K.

　　　空調設備　昭和設備工業 K.K.

　　　電　　気　九州電気工事 K.K.

構造：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造

階数：地上２階（中 2階を含む）

設備：冷暖房空調	給排水	電気	衛生	舞台装置音響照明

面積：敷地面積 4,604.30 ㎡

　　：建築面積 2,261.40 ㎡

　　		（竣工時）　　　　　　　　（現況）

　　		１階 1,552.65 ㎡	 	 １階 1,703.64 ㎡

　　		２階 1,417.65 ㎡	 	 ２階 1,796.91 ㎡

　				中２階　95.34 ㎡	 	 中 2 階　95.34 ㎡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小計 3,065.65 ㎡

　		　

　			ピロティ 608.25 ㎡　　			　ピロティ 608.25 ㎡

　　			合計 3,673.89 ㎡　　　			　		　　	4,204.14 ㎡

3.3　竣工後の経緯

　当時の最新の技術でこの都城市民会館は完成したが、これまで経験したこのない形状でもあり、工事は困難を極めていた。

当然、予算も潤沢ではなく、限られた予算で、完成させる必要があった。当時、考えられる様々な技術を使い、象徴的な建

築はできたが、竣工後のトラブルもいくつか発生した。主なトラブルとして、漏水、外部鉄骨の耐火被覆モルタルの落下等

があり、また、竣工後　市長が代わったこともあり、菊竹清訓建築設計事務所は対応に奔走していたと言われる。

　また、隣接地には昭和 2 年に約 600 人が集まって落成式を行った市公民館（須田記念館）が建っていたが、しばらく利用

された後に取り壊され、菊竹清訓は残念がっていた。

　都城市民会館は、メタポリズムの代表作と言われている。そして、メタポリズムは新陳代謝する建築と理解されているが、

菊竹清訓は、全てが建て替わっていくことを望んでいたのではなく、新陳代謝しながら、後世に永く使われていくことを考

えていたのかもしれない。いずれにしても、変わると部分と変わらない部分とを考え建築を構成した都城市民会館は、メタ

ポリズムを表出した代表作品として評価されており、世界的にも価値高い建築作品のひとつである。また、後の都城市長が、

海外歴訪の際に、海外で市民会館に対する賞賛の声を聞き、竣工後 15 年ほどして、メンテナンス等が実施された。
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3.3.1　豪雨による漏水

　都城市民会館の鉄骨の大屋根は、非対称で曲率も一定でない特殊な形状である。竣工して４ヶ月後、1966 年 8 月に都城に

豪雨があり、壁、屋根から漏水が発生した。早速、1966 年 8 月 31 日に菊竹清訓建築設計事務所の所員が立ち会い現地で注

水による漏水実験を行なったが、漏水は確認できなかった。しかし、その日に激しい夕立があり、壁、屋根からの漏水が確

認された。壁は厚み 4cm のふじなみラスシートでできており、壁から漏水したのは材料を横貼りしたためと考えられ、目地

をシールで止水して対応工事を実施した。屋根は前面の急勾配部分をはじめ、全面から漏水しており、たてはぜ部分の締め

直しや、７本のリブ部分の立ち上がりの納まりの改修による漏水対策が実施された。これらは設計者、施工者の負担で行わ

れたと言われている。

　現在このスタンディングシステムの後継として、三晃金属からステンレスによる RT 工法が開発されており、札幌ドーム

をはじめとする複雑な曲面の形状に採用されており、現在の技術で改修すれば漏水は防げると推察される。

3.3.2　外部鉄骨の耐火被覆モルタルの撤去

　1970 年 10 月 9 日に、大屋根の鉄骨を塗り固めていたモルタルが剥離落下した。人身事故につながる可能性もあり、10 月

14 日に菊竹清訓建築設計事務所の遠藤勝勧が現場を確認した。この落下したモルタルは、大屋根の鉄骨の耐火被覆としてラ

スを入れて鉄骨を覆うように塗り固められたもので、雨水によりラスが錆びてしまい落下した。この後、建設省（現在の国

土交通省）に遠藤勝勧は呼び出され、事情聴取を受けるとともに 1965 年の自身の手帳まで没収された。翌年の 1971 年 4 月

20 日には、菊竹清訓が建設省へ呼び出され、菊竹清訓建築設計事務所は営業停止とまで言及された。しかし、菊竹事務所側

が 4 月 22 日に保管されていた建設省の耐火被覆モルタルの指示書を建建設省へ提出した。この耐火被覆のモルタルは原設

計にはなくあらわしの鉄骨だったが、建設省の指示で耐火被覆のモルタルを塗ったことが確認された。経緯を説明した結果、

菊竹清訓建築設計事務所は営業停止を免れ、鹿島建設が負担してこのモルタルを撤去し現在の姿になった。これらの経緯は

宮崎県、都城市にも報告された。新たなデザインにチャレンジすると現行の法規や基準に適合できず、このような事象が発

生したと考えられる。

3.3.3　２階（楽屋・道具庫等）の増築

　市民会館の楽屋は、現在の舞台の後部に設けられており、機械室横の廊下と楽屋を結ぶ階段で直接アクセスしていたが、

公演の大規模化等で手狭になり、1980 年に鉄骨造の楽屋、大道具庫、トイレ等が、屋上に増築された。将来撤去できるよう

菊竹清訓建築設計事務所が設計し施工されており、容易に撤去することが可能な構造で設けられている。屋上へアクセスし

ていた階段は内部化されたり、一部使用ができなくなった。また、この改修に際して、１階のロビーの増築、ホール客席も

改修された。１階ロビーは奥行きを拡大するため、ガラスの間仕切りを外部側に１スパン移動して新設、風除室が設けられ、

チケット売り場の増設等が行われた。２階のホールは、椅子が交換され、ホール客席にあった２箇所の階段部分が客席に変

更され、舞台もそれまでの楽屋を撤去した範囲、舞台スペースの拡張と床板の張り替えが行われた。

3.3.4　エレベーターの設置

　1993 年に、１階ロビーと２階ホールを結ぶ車椅子用エレベーターが

増設された。２階にはロビーないため、直接ホール内に出る構造で、

車椅子用の観覧スペースも設置された。

3.3.5　電気室の増築

　電気設備の更新に際して、敷地南西部に平屋の電気室が別棟で建て

られた。内部には受電設備、発電設備等とポンプ室が設けられた。また、

南東側には地域利用施設の諸室が増築されている。これらの増築時期

は調査中。

都城市民会館増改築工事図面

ホール内に設置されたエレベーター
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第 4 章　現状分析

4.1　現状　

　都城市民会館は、平成 18（2006）年 10 月に閉館し、平成 21（2009）年 3月から 20 年間、南九州大学が借用し活用する予

定だったが、耐震性能の向上をはじめとする改修の目度がたたないうちに東日本大震災による天井崩落事故が発生、大学で

活用することが困難な状況になり、そのまま閉館した状況が続くことになった。これまで約 14 年間、閉館状況が続き、雨漏

りが生じているが、コンクリートの状況等は比較的健全な状態と判断される。また、一部、屋上に排水が十分維持管理され

ていない箇所から躯体内に雨水が侵入し、鉄筋の腐食による爆裂が部分的に発生しており、補修の必要がある。

4.1.1　外観

　大屋根を支持する鉄骨が放射状に外部に表現され、今でも都城のランドマークとして特徴的な外観である。

4.1.2　屋根

　大屋根を支持している鉄骨は、視認によると錆も確認されず良好な状況である。屋根の金属防水の亜鉛鉄板には錆が確認

される。
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4.1.3　２階屋上

　２階の屋上には 1980 年に鉄骨造の楽屋、大道具庫、トイレ等が、増築された。鉄骨造で容易に撤去できる構造となってい

る。この２階の屋上周辺も特に大きな損傷等は見られない。

4.1.4　2 階エントランスロビー

　正面のエントランス内部は、1980 年に前面側に拡張され、木製サッシュがアルミの既製品に取り替えられているが、客席

の床部となるコンクリートの天井、柱、梁が魅力的な空間が現存している。通りからも視認でき、様々な用途で活用できる

と思われる。

4.1.5　２階ホール

　２階ホールは、1500 人収容の大きなホールでオープンし、1980 年に客席の交換、舞台や楽屋の拡充が行われた。また、

1993 年に車椅子エレベーターが増設された。現在、雨漏りがあり、金属屋根の補修が必要である。
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4.1.6　１階旧公会堂部分

　１階南側は、オープン時結婚式場等で使われていたゾーンで、20m × 10m の使いやすい柱のない空間がある。

4.1.7　その他

　旧公会堂部分やエントランスの一部には竣工時からの美しいデザインの木製建具がまだ残っている。

4.2　法規

　都城市民会館は、容積 300%、建ぺい率 80% の近隣商業地域に立地しており、建築基準法の用途は、集会施設・劇場で、消

防法上は、一項となる。現在は適法の建築だが、竣工後の建築基準法の改正で、現在の建築基準法には適合できていないた

め既存不適格建築である。そのため、用途変更、増築、大規模な改築を行う際には確認申請の手続きが必要となる。
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4.3　構造の現状について

4.3.1　構造の特徴　

　都城市民会館は、平屋の鉄筋コンクリート建築の屋上に客席が階段上に並び、その上に別構造の鉄骨の大屋根がかけられ

た構造形態である。一部、2階の床には厚さ 300 ㎜のボイドスラブが使われている。

4.3.2　基本構造の健全性　

　上部鉄骨造部分に関しては、外見上錆発生等の劣化も見受けられないので、耐久性を保持している。

　下部鉄筋コンクリート造部分に関しては、床、壁等に部分的に鉄筋の腐食によるコンクリートの爆裂等の欠損が見受けら

れるが、主体構造において構造的なひび割れ等は見受けられないので、構造耐力上健全性を有している。

4.3.3　耐震改修の必要性

　上部鉄骨造部分に関しては、外部鉄骨の耐火被覆モルタルの撤去により軽量化されたので、結果的に現設計と比べて耐震

性が向上している。

　下部鉄筋コンクリート造部分に関しては、耐震強度が十分大きいと考えられる建築物の耐震安全性を略算的に判別する手

法により判断すると、多くの耐力壁および柱により十分な耐力を有している。

　最終的には耐震診断による判定が必要であるが、現時点においては鉄筋コンクリート部分の部分的な補修は必要であるが、

免震レトロフィット等の大規模耐震改修の必要性はないと考えられる。

4.3.4　コンクリートの中性化

　鉄筋コンクリート造の建物の寿命を測る基準のひとつとして、コンクリートの中性化がある。コンクリートは高いアルカリ

状態を保っており、鉄筋の表面が不導体皮膜という薄い酸化化合物の皮膜によって保護されている。このコンクリートは長い

年月により、空気中の二酸化炭素に反応することで、アルカリ状態を失い中性化していく。そのような状態になると鉄筋の不

導体皮膜が破壊され、錆びを発生させてしまうことでコンクリートが膨張し、剥離、崩壊に発展するというメカニズムがある。

そういったコンクリートの中性化の対策として、再アルカリ化工法や電気防食工法などがある。	

　しかし、近年の研究成果により、かぶり厚さが十分あれば中性化がコンクリートの寿命の指標にならないということが指摘

されている。建築、土木の分野におけるコンクリート工学の長年の研究により、鉄筋に錆びを発生させる水の浸入の可能性が

あるひび割れを適切に補修すれば、コンクリートの強度を保ち続けることができる。今後、コンクリート工学の専門家により、

耐久設計の指針における中性化の解釈が更新されていくことが指摘されている。

鉄骨造：大屋根部

鉄筋コンクリート造：立ち上がり壁部

鉄筋コンクリート造：平屋部

基礎伏図　

2階伏図　
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２．柱、耐力壁のせん断耐力の検討

層せん断力（Ｑi）
Ｃi＝Ｚ・Ｒｔ・Ａｉ・Ｃo （Ｚ＝1、Ｒｔ＝1、Ａi＝1、Ｃｏ＝0.2）
Ｑi＝Ｃi∑Ｗi

Qd＝Qe

合計 ∑Qe＝ ｔ ∑Qd＝ ｔ

Qa＝ fs×(∑Aw+∑Ac) 許容せん断力
Fc＝ コンクリート設計基準強度
fs＝ コンクリート短期許容せん断応力度

判定式 ＞Qd

Ｘ方向せん断耐力のチェック

合計

Ｙ方向せん断耐力のチェック

合計

Ｃブロック

Ｂブロック

Ａブロック

ｔ

Ａブロック

Ｂブロック

Ｃブロック

ｔ ｔ

Qd＝ ｔ

Qd＝

Qd＝

ｔ

ｔＣブロック Qe＝

Ａブロック Qe＝

Ｂブロック Qe＝

Ａw（cm2) Ａc（cm2) ∑Aw+∑Ac

Ａw（cm2) Ａc（cm2) ∑Aw+∑Ac

A B C

B C
A

３．柱、耐力壁量の算定

(Ａブロック)
柱
記号 断面(cm) 断面積算定（cm2) 断面積（cm2)

｛160ｘ(160+140)+120ｘ(90+50)｝ｘ2

Ｘ方向耐力壁
記号 断面(cm) 壁長算定（ｃｍ） 断面積（cm2)

Y方向耐力壁
記号 断面(cm) 壁長算定（ｃｍ） 断面積（cm2)

(Ｂブロック)
柱
記号 断面(cm) 断面積算定（cm2) 断面積（cm2)

計

Ｘ方向耐力壁
記号 断面(cm) 壁長算定（ｃｍ） 断面積（cm2)

計

Y方向耐力壁
記号 断面(cm) 壁長算定（ｃｍ） 断面積（cm2)

計

(Ｃブロック)
柱
記号 断面(cm) 断面積算定（cm2) 断面積（cm2)

計

Ｘ方向耐力壁
記号 断面(cm) 壁長算定（ｃｍ） 断面積（cm2)

計

Y方向耐力壁
記号 断面(cm) 壁長算定（ｃｍ） 断面積（cm2)

計

都城市民会館の耐震安全性の確認

都城市民会館における耐震安全性について簡易的な方法によって確認を行う。

現況の建物重量に対してルート１の柱、壁量が満足していることを確認する。

地震時の水平力に対して、柱、耐力壁のせん断耐力が許容せん断力以内
であることを確認する。

下記のＡ，Ｂ，Ｃの３ブロック及び全体にて検討する。

Ａブロック ：劇場屋根及び架構部分
Ｂブロック ：観客席及びステージ部分
Ｃブロック ：結婚式場及び会議室部分

１．計算ルートの確認

建物重量（Ｗi） 建築面積： 約2262 ㎡

← 柱軸力： 820Ｘ2 ｔ

← 観客席： ｔ
← ステージ： ｔ

合計 ∑Ｗi＝ ｔ

判定式 ∑25Aw+∑7Ac ＞ZWAi

Ｘ方向計算ルート１のチェック

合計

Y方向計算ルート１のチェック

合計

Ｃブロック

Ａブロック

Ｂブロック

Ａブロック

Ｂブロック

Ｃブロック

ｔ

ｔ

ｔ

Ａブロック

Ｂブロック

Ｃブロック

Ｗi＝

Ｗi＝

Ｗi＝

Ａw（cm2) Ａc（cm2) ∑25Aw+∑7Ac

Ａw（cm2) Ａc（cm2) ∑25Aw+∑7Ac
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4.4　設備

　機械室、電気室は、１階の建物中央に、床レベルを約 1m 下げたレベルに配置され、竣工時はガラス張りで、その間の通

路から設備機器の様子を視認できる構成になっていた。しかし、それらの都城市民会館の空調設備・衛生設備・電気設備は、

幾度か更新されてきたため、現在の機械室は内部が見えないガラスとなっている。十年以上使われていなかったこともあり、

それらの設備は更新が必要となっている。

　敷地南西角に、防災ポンプ、発電機、高圧受電の別棟が建てられているが稼働していない。現在は、30A の仮設電源が引

き込まれ、保安防災関係機器が稼働している状況である。また、竣工後にホールには機械排煙設備が後に取り付けられ、西

側壁面にダクトが取り付けられているが、ホールの気積が巨大なため、ホール内の活用にもよるが、避難安全検証等を用い

て機械排煙の撤去可能である。

4.4.1　電気設備

①受変電設備：別棟に竣工当初に設置されたと思われるオープン型の高圧受電設備（4.4.1①）が残置されていた。増改築によっ

て変電設備容量不足になり、新たにキュービクル型の受変電設備・動力分電盤設備（4.4.1 ②）が新設されている。

②非常用発電機設備：別棟に燃料タンク内蔵型の非常用発電機設備（4.4.1 ③）が設置されていた。

③中央監視設備：竣工当初のものと思われる消火設備と排煙設備の監視盤設備（4.4.1 ④）が事務室にあった。空調機や冷

凍機の運転停止については 4.4.1 ②の動力分電盤設備で行っていたと思われる。

④火災受信設備：比較的新しい火災受信設備が事務室に設置されていた。

4.4.1 ① 旧高圧受変電設備（残置紙確認）

4.4.1 ⑤ 火災受信設備

4.4.1 ② 新高圧受変電設備 2

4.4.1 ③ 非常用発電機設備 2

4.4.1 ② 新高圧受変電設備 1

4.4.1 ③ 非常用発電機設備 1

4.4.1 ④ 中央監視設備

現状の引き込み状況

別棟電気室（外観）

別棟電気室（ポンプ） 別棟電気室（発電機）

別棟電気室（内観）

ホールの階段を改装した空調機室
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4.4.2　機械設備

①熱源設備：重油焚きボイラーが機械室（4.4.2 ①）、空冷チラーが屋上に設置（4.4.2 ②）されていた。燃料の重油タンク

は屋内タンク貯蔵所に設置され、燃料小出し槽（4.4.2 ③）は機械室に設置されていた。冷水ポンプは機械室に設置（4.4.2 ⑨）

されていた。製造された冷水と蒸気はホールの空調機などに送られていたと推察される。

②空調設備：ホール系統、式場系統、事務室系統など用途別に空調機が設置（4.4.2 ④）されていた。なおホワイエは増床

時に PAC 空調機を追加設置（4.4.2 ⑤）した模様。同室外機はホワイエの両脇外部に設置されていた。

増床部分（楽屋など）はウォールスルー型の PAC あるいは天井カセット型の PAC で冷暖房、壁付換気扇で換気していた模様。

（4.4.2 ⑥）

③排煙設備：ホール用に機械排煙ファンが外部に設置（4.4.2 ⑦）されていた。

④消火設備：スプリンクラー（舞台・ホール用）設備と屋内消火栓ポンプが別棟に設置（4.4.2 ⑧）されていた。

⑤衛生器具設備：和風大便器と小便器は FV 洗浄、洋風大便器はロータンク洗浄（4.4.2 ⑧）だった。受水槽がなかったので

水道直結方式と思われる。トイレ下部はトレンチまたは配管ピットになっているのか図面などでの確認が必要。

⑥ガス設備：厨房などに使っていたと思われるが、現状はプラグ止めとなっていた。（4.4.2 ⑨）

⑦池循環ポンプ設備：庭園（4.4.2 ⑩）に設置されていたと思われる池循環ポンプ設備を探したが見当たらなかった。マンホー

ルがあったので開けてみたが、配管のみ確認できた。その下部のコンクリート躯体が水槽となり、ポンプはそこに設置され

ていると推察される。配電盤なども付近には見当たらなかった。

⑧煙突：ボイラーの煙突が外部から確認できた。（4.4.2 ⑪）

⑨排水設備：下部水槽（ピットなど）からのポンプアップ配管と思われる配管があったが、近くにマンホールもなくポンプ

がどこにあるのか確認できなかった。

4.4.2 ① 重油炊きボイラー 1

4.4.2 ⑥ ホワイエ系統 PAC1

4.4.2 ④ 冷水ポンプ

4.4.2 ② 空冷チラー

4.4.2 ⑦ 増床部分の PAC1

4.4.2 ⑤ 空調機 2

4.4.2 ① 重油炊きボイラー 2

4.4.2 ⑥ ホワイエ系統 PAC2

4.4.2 ⑤ 空調機 1

4.4.2 ③ 燃料小出し槽

4.4.2 ⑦ 増床部分の PAC2

4.4.2 ⑤ 空調機 3
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4.4.2 ⑩ 小便器と洋風大便器 2

4.4.2 ⑧ ホール用機械排煙ファン

4.4.2 ⑫ 庭園

4.4.2 ⑨ 消火ポンプ 2

4.4.2 ⑪ ガス設備

4.4.2 ⑨ 消火ポンプ 1

4.4.2 ⑬ 煙突

4.4.2 ⑩ 小便器と洋風大便器 1

4.4.3　まとめ

　キュービクル型の受変電設備・動力分電盤設備は比較的新しいものの、動物のフンや雨漏りなどによる影響が無視できない。

また、その他の設備に関しては、老朽化や陳腐化が著しい。結論として、全ての設備を撤去・新設することが望ましいと言える。

ところで、新設にあたりとくに配管スペースに使われている床下構造を詳細に調査する必要があると思われる。なお池循環

設備については設置場所などの確認が必要である。排煙設備については撤去した上で、現行法規に準拠した手法による排煙

免除規定の適用が望ましい。
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竣工時の全景
建築 1966 年 7 月号より

4.5　まちづくり・観光資源・文化財としての活用

4.5.1　スクラップアンドビルドからストック活用へ

　日本はバブル崩壊まで高度成長を続けてきたが、現在は少子高齢化、地方経済の縮小に直面している。日本の建築の寿命

は欧米に比べて短く、解体し更地にして新築するというスクラップアンドビルドが続けられきた。しかし、経済の低成長や

循環型の社会を目指すとなると、今後は、新たな施設を建設する以上に、いまある既存のストックをいかに生かして使い続

けていくかが問われている。現在、国の様々な機関でも、官邸の「歴史的資源を活用した観光まちづくり」、国土交通省の「歴

史的建築物の活用促進」、文化庁の「近現代建造物緊急重点調査事業」等々のストック活用を目指した検討や施策が進めら

れており、これらの制度や調査結果を活用しながら歴史的建築を再生活用していくことが肝要である。

4.5.2　歴史的建築を再生活用してまちの活性化に貢献する

　都城市民会館は築後五十年を経過し、日本を代表するメタボリズム建築でもあることから、文化財として活用していくこ

とが考えられる。生きている文化財＝リビングヘリテージとして使い続けていくことは、近現代建築では世界の潮流であり、

世界遺産として選定された建築が単なる見学施設でなく、オフィスやショールーム、ミュージアム、劇場等々に利用されて

いる。関係者の一部から、都城市民会館は、メタボリズムの代表作として将来は世界遺産の可能性もあるとも言われており、

その価値を継承し、都城の記憶の一つとして再生活用することが望まれる。

　そして、この都城市民会館を都城の記憶として継承できれば、国内だけでなく世界各国から人々が見学に訪れる場所とな

る可能性が高く、都城の観光資源、ある意味地域の「宝物」となるポテンシャルを秘めている。観光資源としてのインバウ

ンドだけでなく、都城市民会館の象徴的な形態を活用、利用しながら企業や新たな産業の拠点として整備すれば、他にない

イメージを発信するでき、話題性のある拠点となる。ネーミングライツにより劇場等に企業の名前が命名されているが、こ

の建築を企業イメージとして利用できれば、大きな効果が得られると思われる。

　さらに、企業や新たな取組の拠点とすることにより、観光客だけでなく就業者を誘引し、まちの活性化につながることも

期待できる。解体更地にして、駐車場や空き地となることに比べれば、活用し何らかの用途で使い続け人々が来訪する施設

とした方が都城にとってメリットがあると考えられる。

4.5.3　的確な再生により歴史的建築を継承する

　木造建築の文化財を保存再生する際、仮設の覆屋で覆い、ほぼ全解体して組み直すことがあり、修繕費が膨大となること

が知られている。しかし、木造建築のように、鉄筋コンクリート造建築の場合は解体して組み直すことはできず、今ある躯

体を利用して再生することになる。文化財的な観点からは、オリジナルの材料をそのまま利用した方が価値があり、躯体を

そのまま利用し、仕上材料や建具も今あるものをできるだけ再利用することが望ましい。その様な方法で改修した方が、以

前のイメージや雰囲気も引き継ぐことができ、妙に新しくなってしまう恐れが少ない。したがって、一気に新築同様に劣化

した材料を取り替えてしまうのでなく、できるだけ今あるものを利用し改修すれば、比較的廉価で改修することも可能とな

る。都城市が平成 17 年に実施した報告書「都城市民会館の今後の方策について」でも、小規模改修する場合では、改修費

が 2 億 1000 万円〜 3 億円程度と報告されており、今回の都城市の報告にある様な多額な改修費はかえって歴史的建築の価

値を失う可能性もある。

　日本では、重要文化財等をはじめとする文化財を修繕したり改修する場合、保存活用計画を策定し進められており、まず

その文化財を調査し、どの部分にもっとも価値があるかを見極めて再生計画を立案し改修することが求められる。今回の活

用再生でも、第 2章の文化財の価値を踏まえて、今後、保存活用計画に基づき再生が進められるべきで、その方針に従えば、

段階的な改修や費用を抑えた改修により、リビングヘリテージとして活用していくことが可能である。

4.5.4　メタボリズム建築の継承について

　平成 17 年に都城市が実施した報告書「都城市民会館の今後の方策について」では、この都城市民会館の保存に付いて以

下の否定的な見解が述べられているので、誤解を避けるため現在の観点から補足説明を加える。

１）菊竹清訓氏設計の作品であることについて

「菊竹氏が提唱された「建築と都市の新陳代謝を図る」というメタポリズムの更新性の考え方から、菊竹氏の代表作品とし

てそのまま後世に残すことは疑問を呈する」と記されているが、新陳代謝はメタボリズムの考え方として提起されたもので、

本来は、菊竹氏が日本の伝統構法の建築の材料の使い回しや改修について語っているように、建築を解体するのでなく改修

しながら使い続けていくことを意味している。したがって何らかの用途に変化しながら後世に継承することが、新陳代謝の

意味する一つと考えるべきである。

２）文化財としての保存について

「市民会館は確かにその景観の特異性と近代建築の先駆的者的な構造からは文化財として保存も考えても不思議ではないが、

先に挙げたメタボリズムの考え方、即ち、上が鉄骨、下がコンクリートの二重構造にして上の部分を更新しやすくし、全体

を普遍的なシステムとして捉えるという考え方は、文化財としてそのまま後世に伝えるという考え方と矛盾する点がある」

と記されているが、現在の文化財の考え方は重要文化財であっても機能を持ち使い続け（＝リビングヘリテージ）、単なる

見学施設（＝凍結保存）ではない文化財が増えつつある。重要文化財の東京駅、明治生命館といったリビングヘリテージでは、

室内空間は新築同様の機能に改修され、日々利用されている。建物全てを文化財としてそのまま後世に伝えるという考え方

に合致しないから価値がなく取り壊すという考えは適切な意見ではない。そして、この考えを推し進めれば、メタボリズム

建築は、全てこの世から消し去ってしまって良いとの判断に繋がり、建築思潮に大きな影響を与えたメタボリズム建築が歴

史から忘れ去られてしまうことになりかねない。後世の人々がメタボリズム建築を体験し学ぼうとしても、実物がなくなっ

てしまっては理解することが難しくなる。メタボリズムの思想を後世に伝えるためには、解体してしまうのでなく、その思

想に基づいて造られた建築自体をリビングヘリテージとして後世に伝えることが重要である。

３）日本、世界という範囲での評価について

「フランスの展示は１997 年 6 月 25 日から 9 月 29 日にかけてポンピドーセンターで開催された「エンジニアの芸術展」とい

う展覧会での菊竹氏設計の作品模型であり、現在は展示されていないことや日本においては、「日本の公共建築 100 選」（旧

建設省の設立 50 周年を記念して、公共建築百選選定委員会が 1988 年に選定）からはずれるなど、必ずしも評価がその話題

性の高さに付いていっているとは言えない。」と記されている。しかし、2017 年 9 月よりポンピドゥ・センター・メッスにて、

建築展「ジャパン -ネス　Japan-ness　1945 年以降の日本の建築と都市計画」が開催され、都城市民会館の模型が展示された。

国内でも文化庁国立近現代建築資料館にて 2014	年 10 月 29 日から「建築のこころ　アーカイブに見る菊竹清訓」展で模型、

図面、写真が展示されていた。都城市民会館は、国内外の様々な展覧会や書籍に展示・掲載され、DOCOMOMO	Japan の選定建

築にも選定されており、価値ある重要な建築である。

　都城市民会館は、世界中の建築関係者に広く知られ、メタボリズム建築として高く評価されており、多くの建築関係者が

一度は訪れたい建築の一つとなっている。その思想に合致しないから残すべきでないという考えは控えるべきではないだろ

うか。
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第 5 章　再生のシナリオ

5.1　計画の骨子　

　都城市民会館を使い続ける方法として、様々な方法と多様な計画が考えられる。日本では、保存再生は新築工事と同様に

閉館して一気に再生する方法を採用することが一般的である。しかし、国によっては、徐々に工事し再生していく方法をと

ることも多い。その場合、時間をかけながら社会や市民の要求を反映させ、当初は工事予算の手配ができず一部廃墟のよう

に放置されながら、最終的にはその歴史的な建築が蘇る事例が見られる。今回のように経済の縮小停滞や過疎化が進む地方

都市での歴史的建築の再生活用を考えるには、時間をかけながら徐々に活用していくことも視野に入れる必要があり、その

方法を暫定利用案として提案する。

　再生活用の計画は、大きな方針として、市民会館全体を残す計画と屋根を撤去し残す計画の大きく二つの選択肢がある。

全体を保存活用する案は、ホールの活用を次の段階とする「１階部分活用案」と一気にホールまで活用する「全体活用案」

の２つを検討する。

つまり、市民会館全体の再生活用として暫定利用案、1 階部分活用案と全体活用案の２案、屋根撤去１階活用案の計４つに

ついて超概算予算を示す。なお、実質作業時間が 2 ヶ月のため、その間の調査で判明した結果を、再生の設計と工事費に反

映させているので、提示した工事金額は超概算であることに留意いただきたい。実際の再生は、借主の意向と工事予算によ

るが、最初から全体活用を目指す計画案もあり、暫定利用から着手し予算の目処がたったのちに、１階部分活用、全体活用

へと段階的に進めることも考えられよう。適当な活用の要望があれば、１階を現状のままとして、逆に２階を利用できるよ

うに先に改修し、徐々に１階の活用を検討するといった柔軟な考え方もある。何かある一つの用途でこの市民会館を活用す

るのでなく、一つの賃貸ビルを部分的に貸して活用するような、長期的な視点に立ち再生方法を検討することが重要である。

暫定利用：増築された２階部分の活用

活用再生

増築された２階部分の楽屋、道具庫部分は小

部屋に仕切られており、事務室や会議スペー

ス、倉庫として活用しやすい。そのため、ま

ず当初活用しながら、市民会館全体の活用へ

第一段階と位置付けられる。必要となる工事

費は、ファンドで集めたり、公的な融資制度

や家賃の前払いにより改修資金を確保し、短

期間〜中期間利用することを想定する。

必要となる主な工事

２階からの避難動線（階段）の整備

２階活用のための空調衛生・電気設備工事

２階活用のための防災設備工事

超概算工事費　　約 2300 万円

１階部分活用：1階部分の活用と増築部撤去

ホール天井の安全性が確保できるまで閉鎖

２階からの避難動線を確保する

活用部分

暫定利用：２階平面図

暫定利用：１階平面図

増築された２階部分の楽屋、道具庫部分を撤

去し、屋上として活用する。その際１階の増

築部２箇所を撤去する。そして１階室内を整

備して活用する。

必要となる主な工事

２階増築部の解体撤去

１階増築部の解体撤去

屋根雨漏りの補修

受電設備更新工事

１階活用のための空調衛生・電気設備工事

１階活用のための防災設備工事

超概算工事費　　約 4.8 億円

　　　　　　　　（テナント工事費除く）

ホール天井の安全性が確保できるまで閉鎖
２階増築部を撤去し

屋上を活用

１階を活用

1階部分活用：２階平面図

1階部分活用：１階平面図

受電設備更新

暫定利用案：増築された２階部分の活用

１階部分活用案：1階部分の活用

　　　　　　　　２階増築部撤去

屋根撤去１階活用案	：２階全てを屋外空間として活用

全体活用案	：ホール部分はじめ全体を他用途で活用
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5.2　段階的整備について -段階的に NPO や街の人が利用するシナリオ

　都城市民会館は、民間等の借り手が主に利用していくことが前提であるが、本来、公共施設であるため、収益性はさほど

見込めなくとも、都城市のまちづくりに資する公益的な取り組みを支援する機能を持ち合わせていくことも施設価値をあげ

る一要素となり得る。すなわち、民間事業に、これら公益的な取り組みが付加されることにより、相乗効果によって、持続

的な収益性と施設価値をあげていくことを期待するものである。

　また、これら公益的な事業は、民間等の借り手のマッチングを推進する暫定利用の段階から参入しやすい。特に、増築さ

れた２階部分の楽屋・道具庫部分の利用が想定される。楽屋部分は、小部屋に別れており、建物としての状態も比較的良い

ため、コンパクトなコストで事業がスタートしやすいからである。

　都城市に限らず、地方都市においての最も重要な課題は、人口減少であり、どのように交流人口と定住人口を域外から呼

び込むかが求められる。呼ぶ込むための重要な要素の一つは、つまるところマーケティングであり、ターゲットのニーズに

沿った速やかな「仕事」と「場」の提供である。したがって、例えば、楽屋・道具庫部分のワーク・イン・レジデンスとし

ての暫定利用が考えられる。移住体験希望者やサテライトオフィスを求めている企業を対象に誘致を行い、一定期間、楽屋

および道具庫をシャア・オフィスとして貸し出すサービスである。シェア・オフィスとして、事業者間、地域間でのビジネ

スとコミュニティを支援、醸成しながら、スムーズに事業を成長し、地域に溶け込んでいくインキュベーション機能を持っ

たオフィスである。NPO 等の公益事業者は、サブリーサー（転貸事業者）として不動産賃料・管理収入をあげながら施設の

ブランディング・マネジメントを進めていく。これら事業による施設価値の向上は、民間等の借り手への呼び水ともなり得る。

　このように、本施設での比較的大きな事業規模が想定される場合、公益事業による小さなリスクテイクからスタートして

いき、少しずつ施設価値を向上していく戦略が有効な手段である。

　これら公益性の高い事業は、暫定利用段階にとどまらず、例えば本施設を主に利用する民間企業等の借り手が施設利用開

始した段階でも効果を発揮する。事業内容は多岐にわたるが、例えば当該土地建物を利用したパークマネジメント事業、人

材育成事業、研究開発事業、観光支援事業などである。これら全ての公益事業は、冒頭に述べたように、借り手の民間事業

との相乗効果を狙えるほか、企業側としては、本施設の潜在価値などを含めた CRE（Corporate	Real	Estate）戦略としての

効果が期待できるとともに、公益事業との連携による CSR（Corporate	 Social	 Responsibility）や CSV（Creating	 Shared	

Value）の活動の一貫に位置づけられること、さらには、それら活動によって昨今話題の ESG 投資（Environment,	 Social,	

Governance）等への呼び水にもなり得るというメリットを享受できる可能性を十分に有しているからである。

　このように本施設では、民間事業と公益事業との段階的なコラボレーションにより、都城市民会館に稼ぐ力を付与しなが

ら、市民の生き生きとした暮らしにも直接に寄与していく施設として位置付けられることが期待できる。

全体活用	：ホール部分も活用

ホール屋根を補修し、ホール内の天井部の反

射板等を撤去しホール部分を、劇場以外の用

途で活用する。

必要となる主な工事

ホール屋根の金属防水の改修

ホール内の反射板・舞台機構の撤去

ホール部分の空調衛生工事・電気設備工事

ホール部分の防災設備工事

ELV 設置工事

超概算工事費　　約 8.2 億円

全体活用：２階平面図

全体活用：１階平面図

ホール天井を撤去し活用
２階増築部を撤去し

屋上を活用

屋根撤去１階活用	：２階を屋外空間で活用

ホール屋根を撤去し、屋上として活用する。

１階は前面道路側（北側）をピロティ空間と

して外部化して利用する。

必要となる主な工事

ホール屋根の解体撤去工事

２階屋上への動線の設置工事

超概算工事費　　約 6.0 億円

　　　　　　　　（テナント工事費除く）

屋上撤去１階活用：２階平面図

ホール屋根を撤去し屋上として活用
２階増築部を撤去し

屋上を活用

１階を活用

屋上撤去１階活用：１階平面図

１階を活用
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竣工時の都城市民会館
建築文化 1966年 7月号より

提案 活用用途 具体的な内容 備考

地域活性化センター

NGO活動拠点

農林畜産業（ビジネス創出）
大空間を生かしたコワーキングスペース・オフィ
スや交流拠点

アクセラレーター　一次産業に関わる大企業　JA
宮崎経済連等

マルシェ（商業施設）
一部市民が利用できる施設も併設し地域で生産さ
れる食品・農作物・酪農製品等

産地直販事業者・関連団体　地域地場産振興団体
レストラン事業者等

オフィス・コールセンター
比較的規模の大きな会社のコールセンター、地方
オフィス

県内外一般企業　IT関連企業　ベンチャー企業
レンタルオフィス企業

ショールーム
地元企業や地域産材を活用した企業・団体の
ショールーム　一部店舗も併設

地元企業（家具製作会社　日曜大工用品販売会社
等）

ミュージアム
大きな空間を生かしたミュージアム　科学技術
館、建築博物館（メタボリズム博物館）等

芸術文化振興団体　国や宮崎県等　一般企業（企
業ミュージアム）

アーティストインレジデンス 宿泊機能のある工房や展示施設
芸術文化振興団体　芸術系学校サテライトキャン
パス　共同キャンパス

スポーツ施設
大空間を生かした屋内練習場や特化したスポーツ
種目の練習場　弓道場、ボルダリングジム等々

スポーツ用品メーカー　スポーツ関連団体　ス
ポーツ振興関連の助成金

屋外公園（屋根撤去）
屋根を撤去。２階全体を公開（公園）し、１階を
その付帯施設やカフェ・ギャラリーとして活用

都城市　スポンサー企業（ネーミングライツ）

リハビリ関連施設
大きな空間と１階を組み合わせたリハビリテー
ション施設や介護施設　福祉施設

医療福祉関連の事業者

セレモニーホール 冠婚葬祭に利用する多目的空間 セレモニー関連企業

暫定利用
段階的整備により徐々に用途を変えながら活用す
る

5.3　提案内容の事業費の考え方

　再生活用の整備の方法として、先の活用案の具体的なイメージとして、CASE	0 から CASE	7 を示す。CASE	0 は、ホール屋

根を撤去し、２階部分を公開的な屋上広場とし、1階に、ビジターセンター、建築博物館、カフェ機能を設けて活用する案で、

この場合の工事費は 4-6 億円と想定される。一方、解体した場合の解体工事費と記録作成等で 2.1 億円、差額は 2-4 億円で、

南九州大学の寄付金 4 千万円、経済産業省等の補助金を１億円獲得できたとすると、事業費約 5 千万円 -2.5 億円で実現可

能となる。また同様に、CASE	1 から CASE	7 では、差額の事業費約 5億円程度（テナント造作工事費用除く）で実現が可能で、

都城の大切なランドマークであり観光資源ともなりうる都城市民会館の再生活用ができる。

　解体及び記録にかかると考えられている 2.1 億円に南九州大学からの寄付金 4 千万円を合わせた 2.5 億円に、5 千万円か

ら 5 億円を上積みできれば再生活用が実現でき、テナントに賃貸した場合の賃貸料により、維持と初期費用の回収も可能と

なる。

5.4　提案内容の比較

	　再生活用の整備の方法として、先の全体活用案の具体的なイメージを検討する。２階の増築部等を撤去し全館を利用可

能として全体活用まで整備、民間企業等に一棟全て貸与する場合の借主を想定し検討する。このイメージは、対象とする民

間企業や財団、公共の利用方法により多様な利用方法、用途が想定されるのであくまで一つの事例のイメージ提案である。

ホールの大空間や２階屋上の外部空間を生かすことにより、新築ではなかなか実現できないような魅力的な空間として事業

を実施できる。この場合は、一括して貸与するので、南九州大学に 20 年間無償貸与という方法もあろうが、前回閉館が続

いてしまったことを考えると、広く一般的に行われている工事区分に従い基本的な整備工事（２階の撤去、音響反射板等落

下物の撤去、受電設備・給排水設備の更新、屋根防水等の補修、躯体損傷部の補修）を賃貸料として回収する前提で貸主側

で負担し、それ以降の整備工事（テナント工事）は借主側負担し工事することが一般的と考えられる。イメージを次の CASE	

1 から CASE	7 に示す。

　また、暫定利用案から順に一部活用、全体活用と徐々に活用する具体的な方法として、地元の NPO 等がまちの活性化を目

指して徐々に整備しながら利用していくことも考えられる。この具体的なシナリオは、先の「5.2　段階的整備についてー

NPO や街の人が利用するシナリオ」による。この場合は、まず一部を利用できるよう借主側で最小限の手をいれるか、借主

が融資を受けて改修し、応急修理を除きホール等はしばらく現状のまま閉鎖し活用していくこと等が想定される。最後に、

CASE8	は、ホール屋根を撤去し、屋外公園等として活用するイメージを示す。
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CASE.1

第一次産業のビジネス

イノベーション拠点

CASE. ２

マルシェ

CASE. ３

オフィス

CASE. ４

ショールーム

CASE. ５

ミュージアム

CASE. ６

アーティスト 

インレジデンス

CASE. ７

スポーツ施設

CASE. ８

公園

（屋根を撤去）

  利用イメージ

• コワーキングスペース

　①大企業のサテライト

　②ベンチャー企業の拠点

　③生産者の立寄・交流拠点

• 新規事業プロジェクトの実

証実験スペース　

• 発信スペース(講演/展示)

• 産地直売所

• 県内の食品・飲料業界の企

業の展示ブース

（付帯施設）

• コンビニ

• 飲食店舗 （カフェ）

• アジア圏、東京を拠点とし

た企業のサテライトオフィ

ス

• 県内または九州域内の企業

のオフィス

• 地域で生産される材料や商

品の展示

• 家具等のショールーム

（付帯施設）

• 会議室

• 交流スペース

• 建築資料館

• 科学技術博物館

• 企業ミュージアム

• アトリエ

• 展示スペース

• 住居

• 弓道場

• バスケットコート

• バレーボールコー 

• フットサル

• ニュースポーツ

• ボルダリング

• バブルサッカー等

• 公園

（付帯施設）

• カフェ

• ビジターセンター

• 建築博物館等の小規模展示

 活用の効果・意義

• 事業創出による若年層の人

口流出の削減

• 大企業の事業参画機会創出

• 一次産業の担い手確保

　（一次産業の持続的な活性）

• 市の一次産業の活性化

• 観光としての魅力向上

• 市民の交流スペース拡大

• 新たな就業人口の確保

• 県内企業の育成

• 県内企業の育成

• 観光としての魅力向上

• 県外企業のミュージアム的

ショールーム

• 市の文化発信力の向上

• 観光としての魅力向上

• アーティストの育成

• 文化発信力の向上

• 観光の魅力向上

• 市民の健康増進

• スポーツ文化の普及

• スポーツチームの誘致

• 観光の魅力向上

• 市民の憩いの場の創出

• 市の文化発信力の向上

想定スキーム

(運営方法 )

A) 以下の構成員からなるＳＰ

Ｃと市が使用貸借契約。Ｓ

ＰＣが、施設の改修費およ

び運営・維持費を負担。

【ＳＰＣへの出資者】

• 第一次産業に関わる大企業

（コマツ、富士通、クボタ、

等）

• 民間都市開発推進機構（都

市再生整備計画の範囲を見

直）

• JA 宮崎経済連

• 宮崎商工会議所　

• 大学

• 市

A) 市が施設を改修し、産地直

売所は、JA 宮城、宮崎県

畜産協会などに運営委託。

企業の展示ブースや、コン

ビニ、飲食店舗は、企業と

賃貸者借契。

A) 企業と市が使用貸借契約を

締結。企業が、施設の改修

費および運営・維持費を負

担。

A) 市が施設を改修し、商工会

議所を通して、情報発信を

考える企業を募集し、企業

と賃貸借契約を締結。会議

室、交流スペース等は、商

工会議所が運営。

A) 博物館の運営を考える財団

法人等と市が使用貸借契約

を締結。財団法人等が、施

設の改修費および運営・維

持費を負担。

B) 市が施設を改修し、自ら運

営。

A) アーティストの育成を標榜

する財団法人等と市が使用

貸借契約。財団法人等が、

施設の改修費および運営・

維持費を負担。

B) 市が施設を改修し、アー

ティストと賃貸借契約を締

結。

A) 指定管理者制度により、民

間企業  に運営委託。【委

託先候補】　

　㈱明治スポーツプラザ

　シンコースポーツ㈱

　㈱ジェイレック

B) 大学またはプロスポーツ

チームによる専属練習場と

して、大学またはスポーツ

チーム ( 協賛企業 ) と市が

使用貸借契約を締結。

C ) スポーツメーカーやス

ポーツ団体が賃貸

A) 市が屋根の撤去等、公園と

しての施設整備を行い、カ

フェ、ギャラリー（小規模

展示）等として残す部分は、

テナントとして賃貸。

市の財政負担の程度

(収益の見通し )

• ＳＰＣが、施設の改修費、

運営維持費を捻出し、市の

財政負担を削減。

• 市が本活用方法について、

公益的な意義を認めるので

あれば、必要に応じて市も

ＳＰＣに出資参画。

• 産地直売所、コンビニ、飲

食店舗では、改修費及び施

設のランニングコストを賄

うことは難しいが、展示

ブースとして使いたい企業

が名乗りでれば、市の財政

負担を削減できる可能性

有。

• 大企業が、施設の改修費、

運営維持費を捻出し、市の

財政負担を削減。

• 企業からの賃料で、施設改

修費等の回収を賄うが、基

本工事は市の財政負担が求

められる。大企業が魅力

を感じて運営すれば市の財

政負担を削減できる可能性

有。

• A の場合、財団法人等が、

施設の改修費、運営維持費

を捻出し、市の財政負担を

削減。

• B の場合、市が財政負担。

この場合、財団等を誘致す

る可能性もある。

• A の場合、財団法人等が施

設の改修費、運営維持費を

捻出し、市の財政負担を削

減。

• B の場合、アーティストの

賃料負担力では、施設改修

費等の回収は期待できない

ため、市の財政負担が必要。

• A の場合、市民からの施設

利用料が主な収入源となる

が、一般的には、施設の運

営維持管理に要するランニ

ングコストに対し、市の財

政負担が必要。

• Ｂ及び C の場合、協賛企業

または大学が改修費及び運

営維持費を捻出し、市の財

政負担を削減。

• 市の財政負担が必要だが、

解体及び記録保存にかかる

費用に若干の上乗せで整備

する可能性もある。カフェ

等テナントとして貸し出せ

る部分を遺すことで財政負

担を軽減。

• ネーミングライツにより市の

負担を削減する。

課題 (事業成立のポイント )

• ＳＰＣの組成に向けて、市

が検証期間を設けること。

• 市が公益的意義を認めて財

政負担。

• 財務基盤が健全な大企業等

の借手の有無。

• ショールームとしての企業の

ニーズを確認。

• B の場合、財団法人等の借

り手の有無。

• A の場合、市が公益的意義

を認めて財政負担。

• A の場合、財団法人等の借

り手の有無。

• B の場合、市が公益的意義

を認めて財政負担。

• A の場合市が公益的意義を

認めて財政負担

• B の場合大学またはスポー　

ツチーム等の借手の有無。

• C の場合スポーツメーカー

や団体が借手

• 市が公益的意義や歴史的な

価値、観光資源と認めて財

政負担。

公募先案

• アクセラレーター

• 一次産業に関わる大企業

• （JA 宮崎経済連）

• JA 宮崎、宮崎県畜産協会

• NPO 法人　・ディリー

• 都城まちづくり株式会社

• 県内外の大企業（例：IT 企

業　コールセンター　霧島

酒造㈱）

• 市内企業（商工会議所を通

じて）

• ホームセンター（ハンズマン）

• 財団法人（例：ワールドモ

ニュメント財団）や NPO、文

化庁、大学等

• 県内外の美術館や団体等

（例：宮崎県立美術館）

• 県内外の体育大学

• 九州域内のスポーツチーム

• スポーツ団体　スポーツ

メーカー

（付帯施設）

• カフェテナント

• 小規模展示（ギャラリー）

各活用ケースの比較
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実証実験 イメージ画像
http://slihbigubaouebo;subohttp://blog.btrax.com/jp/2018/04/05/agriculture-tech/

ハッカソン イメージ画像
http://blog.btrax.com/jp/2014/09/03/hackathon-success/

ハッカソン イメージ画像
https://www.officespacesoftware.com/blog/how-to-tell-when-youve-outgrown-a-coworking-space

コ・ワーキングスペース イメージ画像
https://ddnavi.com/news/397289/a/

https://www.rarejob.com/englishlab/column/20161108/

https://plus-ours.com/blog/reason-choosing-shared-office/

C A S E 1 -  農林畜産業（ビジネス創出モデル）として活用
事業者例：農林畜産業と関連の強い大企業、全国および海外の AI や IOT 等の分野のスター
　　　　  トアップ企業、市内農林畜産業従業者、市内農協、スタートアップ企業とつなが
　　　　  る県内・全国アクセラレーター

１階のエントランス空間

を活用し、ハッカソンで

生まれたビジネス提案の

発表会、展示、交流会・パー

ティーの場として活用

２階は主に、

コ・ワーキングスペース

①市外大企業のサテライト

②スタートアップ事務所

③市内農家の立寄り・交流

舞台を活用して、講演や発

表の場として活用

実証実験スペース

・牧畜の飼育場

・畑、菜園

2F平面図

実証実験スペース
・飼育場
・菜園、畑コ・ワーキングスペース

講演
展示

スペース

��

��

1F平面図 　

講演
展示
交流

スペース

コミュニティ
キッチン

実証実験スペース
・木材加工会議室

個室オフィス 個室オフィス
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都城市民会館に対する市のスタンスとマーケット

• 市は、旧都城市民会館の保存より優先すべき政策課題がさらに山積していることから、
余程の理由が無い限り、市民会館の保存・改修への財政負担は困難な状況
（Ｈ 年に実施されたアンケートでは、市民の８割が施設解体）

• 南九州学園のケースと同じ轍を踏まないために、具体的な提案のみを受け付ける状況。
（誰がお金を出すのか、お金を出す企業の財務基盤が健全かどうか）

１ 都城市のスタンス

２ マーケット感

• 都城市の人口は 万人弱。都市部への観光入込も極めて限定的
→ 飲食、ブライダル、物販、宿泊、スポーツ（フィットネス）、スパ、アミューズメント

系施設での事業採算性を確保するのは非常に困難
• ㎡を超える事務所床を必要とし、数億円規模の投資ができる財務基盤を有し、市民

会館に愛着を持つ市内企業が現れる可能性は極めて低い。市外の大企業は、都城市民会
館に投資する動機に欠ける。

大企業の投資参画機会をつくり、市が施策として取り組みたいと思う、新たな枠組みが必要

背景② 農林畜産分野でのイノベーションの先進事例

２０１８年２月
米国の食品会社カーギル（ ）

• アイルランドのコンピュータソフトウェア企業
の“ ”と提携して、家畜の顔を認識し健康
状態などを把握する 技術を発表。

• 牛などの家畜に対して顔認識から、食物や水の
摂取量、熱検出、行動パターンなどのデータを
追跡し、畜産農家に状況を提供する。人工知能
が健康上の問題を発見するなど、牛乳生産、繁
殖管理、家畜の健康管理などの決定を促す材料
として利用でき、効率的な経営を目指す。

２０１８年２月
中国のＴ企業アリババ（阿里巴巴）

• アリババは養豚所に を導入し、養豚場での豚
の健康や生育状況、交配や出産を管理する試み
を始動。

• より安全な豚肉を消費者に届けることをミッ
ションとし、機械学習やコンピュータビジョン
を用い、養豚場内の豚の顔や声で個々の行動を
追跡し、妊娠や病気の兆候を発見した際にはア
ラートで通知する。豚たちの幸福度も測定でき
るという。

背景① 都城市の強みと課題

強み：全国トップクラスの農業産出額

• 市町村別の農業産出額で都城市は全国３位
• 肉用牛、豚、ブロイラーの生産は、それぞれ全
国 位

課題：農家の高齢化と後継者不足

• 宮崎県内の農家戸数は、３ 年前の１ ３以下
• 農業従事者の内、半分以上は、 歳以上

農林畜産業界のイノベーション・シティとして、都城市の強みを活かした新たな挑戦

農林畜産業に関わる

大企業

県内・全国・海外の

スタートアップ企業

畜産業・農業・林業

県内の農業の担い手

スタートアップ企業と繋がる

アクセラレーター

・資金提供
・人材協力
・技術提供

・アイディア提供
・技術提供
・事業化推進

・課題の提供
・実証実験への協力
・事業化への関与

・場の運営
・マッチング
・事業化支援

農林畜産業分野での
課題解決および

新規ビジネスの創出

農林畜産業と関連の強い大企業（例：㈱ 、富士通㈱、㈱クボタ、㈱小松製作所、㈱デンソー、他）と、
全国及び海外の や 等の分野で活躍するスタートアップ企業が協業し、
都城市の農家が抱える課題の解決と新規ビジネスを創出する仕組みを構築

✓ 農業生産性の向上
✓ 農産物のブランディング
✓ 流通ルートの拡大
✓ 第六次産業の活性化
✓ 担い手不足の解消

実際に運営に関心を示す全国アクセラレーター有
県内のアクセラレーター（候補： ）と全国アクセラレーターが協業して運営
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以下のプログラムをアクセラレーターが中心となって運営
市内農家の課題解決と新規ビジネスを創出し、大企業の投資参画機会を提供

ハッカソン
２

コ・ワーキング
３

実証実験
４

事業化育成支援
• ハッカソンで選定されたプロ
ジェクトや新規ビジネスを推
進するための会員制のコワー
キング＋交流発信スペース。

• 未来創造ステーションと連携。

【利用ニーズ】
✓ 大企業のサテライト
✓ スタートアップの事務所
✓ 市の農家の立ち寄り拠点

• 市の農林畜産業の担い手から
課題や強みをヒアリングし、
大企業とテーマを抽出。

• テーマに基づき、スタート
アップ企業から課題解決方法
や新規ビジネス提案を募集。

• 提案内容の発表の場に、大企
業、農家、及び市を招いて、
事業化推進ＰＪを選定。

• コ・ワーキングによって具体
化したプロジェクトに対して、
牧畜の飼育場、畑、キッチン、
加工場、等の実証実験の場を
用意。

【実証実験の例】
✓ 飼育場・畑での 活用
✓ キッチンでの食材実験
✓ 木材のデジタル加工

• 実証実験が成功したプロジェ
クトをビジネスとして育てる
ために、オフィス（個室）を
用意。

• プレス対応や展示発信できる
スペースも設置。

• ビジネスとしての成長支援と
して、アクセラレーター等が
伴走プログラムを提供。

プログラム概要 段階的な事業化推進

立ち上げ準備

プラットフォーム化
３ 新規事業創造

事業化推進ＰＪの創出
２ 事業化着手

ＳＰＣ組成と改修着手
１ 市内関係者の協力体制構築
• 畜産協会や農協を始め、市内の農林
畜産業従事者への呼びかけを開始。

• 現状の課題等をヒアリングし、ビジ
ネス創出への協力体制を構築。

２ 試験的ハッカソンの実施
• 大企業・スタートアップ企業を招い
て試験的にハッカソンを実施。生ま
れてくるビジネスに対しての投資機
会も用意。

（必要運営経費： ～ 万円）

ビジネス創造拠点として市民会館の段階的な整備を想定

市民会館の改修整備
改修内容：ハッカソン 打合せ‣発表

ができる程度
費用負担：想定 ～４千万円

クラウドファンディング
又は都城市が負担

１ 市としての方針決定
• 都城市が、農林畜産業におけるイノ
ベーション・シティを標榜し、大企
業やスタートアップ企業への参画を
呼び掛ける。

２ ＳＰＣの組成（次項参照）
• １で関心を示した大企業を中心
に出資を募る。地銀等からの融資も
募り、改修・運営に必要な資金を調
達。

• ＳＰＣが市と使用貸借契約を締結し、
改修工事を一部着手。

市民会館の改修整備
改修内容：コ・ワーキングスペース

打合せ・発表スペース
費用負担：想定６億円

が負担

市民会館の改修整備
改修内容：実証実験スペース

事業化した企業の事務所
費用負担：想定４億円

ＳＰＣが負担

１ ビジネス創造の推進
• 大企業の資本を入れながら、ＳＰＣ
が、ハッカソンを数回繰り返し、ビ
ジネスアイディアを募集、事業化推
進プロジェクトを選定し、大企業の
投資を仰ぐ。

２ 実証実験→事業化
• 選定された事業化推進プロジェクト
の実証実験スペースや、実証実験に
成功した企業のオフィススペースを
設置。

【参考】 １ ハッカソン（事業創造ブートキャンプ） 想定事業スキーム

使用貸借契約
施設整備費：約９億円

Ａ工事改修費用：約８億円

融資金：３億円

出資金：７億円

• 増築部の撤去：約３５ 万円
• 屋根工事：約８ 万円
• 音響反射板撤去費：約 万円
• 内外装、設備工事：約 ５億円
• 外構工事費：約 万円
• 現場経費：約８ 万円
• 設計費・耐震診断費：約 億円

• 内装工事：約 万円
• 什器備品：約 万円
• 開業準備費：約 万円

予備費：約１億円

地銀・信金中金
宮崎銀行・宮崎太陽銀行・農林中央金庫

宮崎経済連

農林畜産業と関連の強い大企業
候補：㈱ 、富士通㈱、㈱クボタ、他

民間都市開発推進機構
（但し都市再生整備計画のエリアを要拡大）

商工会議所及び県内企業

大学
候補：宮崎大学、南九州学園

行政
候補：宮崎県、都城市

運営委託契約

【借主】ＳＰＣ：総事業費１０億円を想定【貸主】都城市

Ｃ工事改修費用：約１億円

【運営者】ｱｸｾﾗﾚｰﾀｰ

サムライインキュベート

県内アクセラレーター候補

全国アクセラレーター候補

※県内と全国のアクセラレーターが協業

・ＳＰＣが市から市民会館を使用貸借し、改修工事を実施
・ＳＰＣがアクセラレーター等に運営委託し、施設を運営

• 使用貸借契約締結までの費
用負担（約 千～４千万円）

※クラウドファンディング等
での資金調達も検討
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C A S E 2 -  マルシェとして活用

オランダ、ロッテルダム、マルクトハル
https://propertynl.com/Nieuws/Markthallen-kijken-kijken-niet-kopen/a3c44b70-d909-4c2e-881e-6b577ee096eb

都市交流施設・道の駅　保田小学校　千葉県安房郡鋸南町
撮影・浅川敏

アルメニア、エレバンの屋内マルシェ
http://www.armenews.com/forums/viewtopic.php?id=42251

フランス、ピリアック・シュール・メル
http://www.asagimbert.com/projet/halle-du-marche-de-piriac-sur-mer/

2 階部分を都城市を象徴する企業のショールームとして利用する。

1 階部分はコンビニとカフェを設け、

日常的に立ち寄れる場にする。

事業者例：産地直販イベント事業者、地域地場産業振興団体、レストラン事業者

会議室や貸事務室として

利用する。

地域に開放され、人々の憩いの場となる屋外

テラス。またマルシェの他に飲食スペースと

レストランを設けることで、購入した食材を

その場で食べることができる。

2F平面図

��

��

1F平面図 　

貸事務所①会議室① 倉庫

飲食スペース マルシェ レストラン 屋外広場

ショップ

カフェ

貸事務所②会議室②
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事業者例：地元企業、ベンチャー企業、レンタルオフィス事業、電話対応業務関連事業者

Google オフィス
https://www.officelovin.com/2015/03/09/take-tour-googles-gorgeous-irvine-office/

内観イメージパース

https://www.designboom.com/architecture/camenzind-evolutions-google-office-flourishes-in-dublin/

TBWA \HAKUHODO 
http://www.magisjapan.com/images/detail/47  [18/0525] 

2 階は主にオフィスフロ

アとし、コールセンター

や企業のオフィスとして

利用する。

1 階に降りていけば、外部

の人と関わるコンビニやカ

フェといった空間を設けて

おり、交流を図る。

C A S E 3 -  オフィス・コールセンターとして活用

オフィス内コールセンターイメージパース

オフィス内カフェイメージパース

開放された屋外テラスに

は、オフィスで働く人たち

のの憩いの場となることが

できる。

2F平面図

��

��

1F平面図 　

貸会議室①
スモールオフィスとして利用可

スモールオフィスとして利用可

会議室① 倉庫

ショップ

カフェ

貸会議室②

コールセンター オフィス
フロア①

オフィス
フロア②

オフィス
フロア③

会議室②

屋外広場
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家具ショールームイメージパース

2 階部分はショールーム

として、地域で生産され

る材料や商品を展示でき

る。

家具のショールームや木

材の展示等に活用可能。

仮設的なショールーム

を設置し、また展示が

ない期間は休憩ができ

る屋外広場として地域

に開放する。

仮設ショールームイメージパース

アルメニア、エレバンの屋内マルシェ（地場産食品のショールーム）
http://www.armenews.com/forums/viewtopic.php?id=42251

ドイツ　Vitrahaus
http://afasiaarchzine.com/2016/06/herzog-de-meuron-90/herzog-de-meuron-vitrahaus-weil-am-rhein-21/

フランス　「100 chairs in 100 days 」展
https://www.themoderninstitute.com/artists/martino-gamper/works/100-chairs-in-100-days-2007/20/

フィンランド　The Alvar Aalto Museum
https://spain.divisare.com/projects/331915-danilo-di-lorenzo-di-michele-guido-iampieri-adg_arch-alvar-aalto-museum

C A S E 4 -  ショールームとして活用
事業者例：産地直販イベント事業者、地域地場産業振興団体、レストラン事業者

2F平面図

��

��

1F平面図 　

展示室1
FL+4500

展示室2
FL+1600

展示室4
FL+0

展示室3
FL+930

屋外展示
FL-570

CASE4 2階平面図(1/200)

多目的 倉庫

ショップ

カフェ

家具のショールーム①

家具のショールーム①

レベルの違う

家具展示

スペース①

レベルの違う

家具展示

スペース②

レベルの違う

家具展示

スペース③

レベルの違う

家具展示

スペース④

事務室

屋外広場
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ミュージアム、展示施設

の内容により、収蔵庫や

ミュージアムライブラ

リー、バックスペースと

して活用可能。また屋外

休憩室を設け、開放的な

空間を作る。

ミュージアム内観イメージパース

ミュージアム外部イメージパース

2 階には四つのフラットな

展示スペースを設け、回

遊動線を設ける。上部か

ら全体を見渡すことがで

き、大きな空間を利用し

た高さ 10m の展示も可能。

文化庁国立近現代建築資料館 「建築のこころ  アーカイブにみる菊竹清訓」展 2014 年

撮影：斎藤信吾

アムステルダム、ニモ科学技術館
http://www.gintonicgirl.com/nemo-science-centre/

https://www.ibraaz.org/reviews/78

http://foldtheory.com/portfolio/launchpad-exhibition/

事業者例： 科学技術博物館、建築資料館、不動産 (文化芸術推進事業 )

C A S E 5 -  ミュージアムとして活用

2F平面図1F平面図 　

展示室1
FL+4500

展示室2
FL+1600

展示室4
FL+0

展示室3
FL+930

屋外展示
FL-570

CASE4 2階平面図(1/200)

エントランス

企画展示室

事務室

収蔵室

収蔵室

企画展示室

ロビー

CASE4 1階平面図(1/200)

展示スペース①

(投影・映像)

展示

スペース②

展示

スペース③ 屋外広場

企画展示室

ミュージアムショップ

カフェ

事務室
収蔵庫

展示

スペース④

ワークショップ

スペース
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展示室1
FL+4500

展示室2
FL+1600

展示室4
FL+0

展示室3
FL+930

屋外展示
FL-570

CASE4 2階平面図(1/200)

CASE5　博物館　2 階平面図（1/400）

CASE5　博物館　断面図（1/400）

エントランス

企画展示室

事務室

収蔵室

収蔵室

企画展示室

ロビー

CASE4 1階平面図(1/200)

CASE5　博物館　1 階平面図（1/400）
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アーティスト・イン・レジデンス〜 ARIO 〜　　
https://magcul.net/86456

事業者例：入居アーティストによる共同出資団体、美術系専門学校サテライトキャンパス

海の博物館　https://blogs.yahoo.co.jp/arc0907/12569755.html

屋外およびホール空間を

アーティストの創作ス

ペースや展示スペースと

して利用する。

アーティストのための

レジデンス

C A S E 6 -  アーティストインレジデンスとして活用

内観イメージパース

アーツ千代田３３３１
http://blog.3331.jp/staff/201404/002425.html

Pioneer Works,Brooklyn NY　
http://www.freundevonfreunden.com/features/inside-pioneer-works-new-yorks-collaborative-wonderland-for-the-arts-and-

sciences/

アーツ千代田３３３１
https://matome.naver.jp/odai/2142561048697116101/2142585160900222803

ピロティ空間は、バス停

やカフェとして利用する。

2F平面図

��

��

1F平面図 　

アーティストの

レジデンス

スペース④

アーティストの

レジデンス

スペース①

アーティストの

レジデンス

スペース⑤

アーティストの

レジデンス

スペース②

アーティストの

レジデンス

スペース⑥

アーティストの

レジデンス

スペース③

アーティストの

レジデンス

スペース⑦

倉庫

ショップ

カフェ

事務室

展示スペース ワークショップ

スペース

屋外展示

スペース
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工学院大学　八王子キャンパス　弓道場
http://arch.geidai.ac.jp/News-2015

cocoon athletics
https://cocoonathletics.jp/newstopics/388

南池袋公園
http://toomilog.com/minamiikebukuropark

エッセン　ツォルフェライン炭鉱業遺跡群　スケートリンク
https://www.trekearth.com/gallery/Europe/Germany/West/Nordrhein-Westfalen/Essen/photo316318.htm

C A S E 7 -  スポーツ施設として活用

屋内運動施設イメージパース

屋外運動施設イメージパース

屋外運動場として活

用し、フットサルや

レクリエーション等

により子供から高齢

者まで幅広い年代が

楽しめるスペースと

することができる。

主な利用法は弓道場を計画す

る。その他にもバスケットボー

ル・バレーボール・バトミント

ンなどの屋内スポーツを行うこ

とのできる広さを確保できる。

事業者例：スポーツ関連商品取扱企業、健康サービス事業者、スポーツ関連団体

2F平面図

��

��

1F平面図 　

倉庫

交流スペース

カフェ

事務室
合宿場

更衣室

男性 女性

屋内コート 屋外コート観客席

CASE1 2階平面図(1/200)

観客席 屋内コート 屋外コート
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エントランス

更衣室

事務室

合宿所

簡易宿泊

更衣室

ロビー

CASE1 1階平面図(1/200)

簡易宿泊 簡易宿泊 簡易宿泊 簡易宿泊

CASE7　スポーツ施設　1 階平面図（1/400）

CASE7　スポーツ施設　断面図（1/400）

バスケットコート必要高さ（7000 ｍｍ）

バレーボール必要高さ（12500 ｍｍ）

CASE7　スポーツ施設　2 階平面図（1/400）
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http://www.tkb2000.co.jp/bunka/machi/ryokouki/dougai%20/2005daisanbashi/daisanbashi.htm

2 階部分は、既存の客席の階

段部分を活かして、屋外公園

として活用する。

屋根のアーチの構造体を残す

ことで、場合によりテント膜

を張り、イベントスペースと

して使うことも可能。

関西大学千里山キャンパス
http://www.mlit.go.jp/toshi/park/s1/cases/js0072.html

Park Melbourne
https://awol.junkee.com/melbournes-getting-its-own-version-of-the-high-line/25039

Gramercy Park Hotel
https://www.airfrance.dk/DK/en/common/travel-guide/gramercy-park-hotel-luxury-and-romance-in-new-york.htm

TransBay Center 屋上公園
https://patch.com/california/san-francisco/biederman-redevelopment-ventures-will-manage-operate-san-franciscos

事業者例： 市役所、NPO 法人等

C A S E 8 -  屋根を撤去し公園として活用

      
公園

屋外コート

屋外運動施設イメージパース

屋外運動場として活
用し、フットサルや
レクリエーション等
により子供から高齢
者まで幅広い年代が
楽しめるスペースと
することができる。

横浜大桟橋

事務室 展示室

更衣室

女性男性

ビジターセンター

��

��

1F平面図 　 2F平面図 　
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5.5　改修工事費

改修工事費用の概算見積もり

暫定活用案 ２階増築部の使用

案１. １階部分の活用・２階増築部の撤去

案２. ２階全てを屋外空間として活用

案３. １階部分の活用・２階増築部の撤去・ホール部分の活用

増築部の撤去 418 ㎡ ×8.5 万 / ㎡ 3,553

工　事　項　目 金　額 （万円）数　量 備　考

増築部の撤去後の防水 歩行用

RT 工法

内装・電気設備・給排水設備

836418 ㎡ ×2 万 / ㎡

コンクリート補修費 22838 ヶ所 ×6 万 / ヶ所

屋根改修費 8,3374,000 万（外部足場）＋1,551 ㎡ ×2.1 万 / ㎡＋役物 540m×2 万

外壁塗装費 5001,000 ㎡ ×0.5 万 / ㎡

音響反射板撤去 3,6002,000 万（内部足場）＋800 ㎡ ×2 万 / ㎡

内装・設備改修費 34,0003,400 ㎡ ×10 万 / ㎡

外構 3,000

現場経費 工事費の 15% 8,108

20,000

合　　　計  82,162  税別

増築部の撤去 418 ㎡ ×8.5 万 / ㎡ 3,553

工　事　項　目 金　額 （万円）数　量 備　考

増築部の撤去後の防水 歩行用

内装・電気設備・給排水設備

836418 ㎡ ×2 万 / ㎡

コンクリート補修費 22838 ヶ所 ×6 万 / ヶ所

1 階内装・設備改修費 20,040

5,551

2,004 ㎡ ×10 万 / ㎡

外構 3,000

現場経費

設計費・耐震診断費

設計費・耐震診断費

設計費・耐震診断費

工事費の 15% 4,981

合　　　計  48,189  税別

増築部改修費用 372 ㎡ ×6 万 / ㎡ 2,232

2,232

工　事　項　目 金　額 （万円）数　量 備　考

給排水設備
内装・電気設備（仮設電源）

合　　　計  税別

増築部の撤去 418 ㎡ ×8.5 万 / ㎡ 3,553

工　事　項　目 金　額 （万円）数　量 備　考

増築部の撤去後の防水 歩行用

歩行用

内装・電気設備・給排水設備
エントランスホールは外部

836418 ㎡ ×2 万 / ㎡

コンクリート補修費 22838 ヶ所 ×6 万 / ヶ所

屋根撤去費

屋根補修費

ホールの防水

7,877

2,792

4,000 万（外部足場）＋1,551 ㎡ ×2.5 万 / ㎡

4,000 万（外部足場）＋1,551 ㎡ ×1 万 / ㎡

1,396 ㎡ ×2 万 / ㎡

外壁塗装費 5001,000 ㎡ ×0.5 万 / ㎡

音響反射板撤去 3,6002,000 万（内部足場）＋800 ㎡ ×2 万 / ㎡

1 階内装・設備改修費

エントランスホール改修費

EV 設備改修費

12,410

3,815

1,000

1,241 ㎡ ×10 万 / ㎡

763 ㎡ ×5 万 / ㎡

外構 3,000

現場経費 工事費の 15% 5,941

合　　　計  60,552

 15,000

 10,000

 税別
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5.6　資金計画・補助金・融資について

5.6.1　検討可能な助成金

　主な補助金として、経済産業省の補助事業や国土交通省の整備事業（まちづくり関連の補助等）等々の助成金の可能性が

ある。また、登録有形文化財等に登録すると文化庁の補助事業も検討の可能性がある。

１.地域未来投資促進法（地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律：経済産業省）

　大都市圏にビジネスと投資が集中し、地域経済の好循環が実感されにくい状況にある。そこで地域が自律的に発展してい

くため、地域の強みを生かしながら、将来成長が期待できる分野での需要を域内に取り組むことによって、地域の成長発展

の基盤を整えることを目指す制度。成長分野の事例として「成長ものづくり」、「観光・スポーツ・文化・まちづくり」、「農

林水産・地域商社」、「環境・エネルギー」、「第４次産業革命関連」、「ヘルスケア・教育サービス」がある。都城市民会館の

場合、「観光・スポーツ・文化・まちづくり」に該当する可能性がある。地域の特性を活用した事業の生み出す経済的波及

効果に着目し、これを最大化しようとする地方公共団体の取組を支援するもので、

１）国の基本方針に基づき、市町村及び都道府県は基本計画を策定し、国が同意。（宮崎県はすでに策定済み）

２）同意された基本計画に基づき、事業者が策定する地域経済牽引事業（＊）計画を、都道府県知事が承認。

＊定義の要点：①地域の特性を生かして②高い付加価値を創出し③地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす事業

３）国が、連携支援計画を承認し、地域経済牽引事業に対して支援を行う者【地域経済牽引支援機関】を支援。

という手順になる。

　この支援制度は、１兆円の投資拡大しGDP5兆円の押上げを目指し、地域経済の活性化のために平成30年から3	年間で2,000	

社の支援を目指している。30	年度の地方創生推進交付金の予算額は 1,000	億円を見込み、すでにこの地方創生推進交付金

は都城市には実績がある。都城市民会館を再生活用し、都城市の活性化に役立てられることも考えられ、都城市でも是非検

討していただきたい支援制度の一つである。

2. 都市再生整備計画事業※旧まちづくり交付金（国土交通省）

	地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進す

ることにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とする。

［1］　都市再生整備計画の作成

市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標（注１）と目標を実現するために実施する各種事業等を記載した都市再生

整備計画を作成。都城市は都市再生整備計画「都城市中央地区（地方都市リノベーション事業）」をすでに策定し事業を実

施しているが、西都城駅までの範囲で都城市民会館の敷地は対象外となっており地域の拡大や新たな整備計画の策定が望ま

れる。

［2］　交付金の交付　交付金を年度ごとに交付。

［3］　事後評価　交付期間終了時、市町村は、目標の達成状況等に関する事後評価（注２）を実施し、その結果を公表。

　（注１）	まちづくりの目標の設定：まちづくりの目標とその達成状況を評価する指標を設定

　例）目標：駅周辺の賑わいを再生する　　　　　　　

　　　指標：来街者数 ､居住者数（可能な限り数値化を図る）等

　（注２）	数値化された指標の達成状況を評価

補助の対象は都市再生整備計画に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い施設等を対象とし、道路、公園、下水道、河川、

多目的広場、修景施設、地域交流センター、土地区画整理事業、市街地再開発事業等や市町村の提案に基づく事業等多様な

補助が可能な制度である。地方都市の既存ストックの有効活用のための「地方都市リノベーション事業」がある。交付期間は、

概ね３～５年で、国費率は事業費に対して概ね４割。

3. 登録有形文化財建造物修理等事業（文化庁）

　登録有形文化財には基本的に工事に対する補助はないが、地域活性化事業として公開活用整備の補助がある。地方公共団

体が所有する登録有形文化財に対して下記の項目に対して助成がある。

ア	保存活用計画の策定

イ	登録有形文化財建造物の公開活用に資する設備 (便益，展示及びこれに伴う管理に供するもの (内装を含む。)) の整備

ウ	登録有形文化財建造物の公開活用に資する付属施設 (便益，展示及びこれに伴う管理に供するもの )の整備

エ	登録有形文化財建造物の公開活用の安全性確保に必要な防災設備等の整備及び耐震対策工事	オ	登録有形文化財の公開活

用に資する案内設備・情報機器の整備

そのため、一般的な修理工事には適用されず、観光振興、町づくりに生かすためのバリアフリー、水回り等々の整備工事に

対してを補助する。補助の金額は工事費の半分までで上限なし、下限は工事費 200 万円（補助金 100 万円）までである。昨

年の年間予算は、重文・登録・伝建合わせて 4.4 億円（内 2億円が登録有形文化財）でだった。

補助事例として以下の２事例を示す（文化庁登録有形文化財パンフレット等より）

墨会館 (愛知県 )：モダニズム建築の魅力を地域に伝える

戦後モダニズムの巨匠丹下健三が設計し、昭和	32	年に艶金興業株式会社の事務所として完成。艶金興業の繊維事業からの

撤退に伴い 2010 年（平成 22 年）12 月に一宮市に建物が譲渡された。文化財を活かした生涯学習施設として、国庫補助 2100

万円（適正額として修正された金額）の支援を受けて、平成 26 年 11 月から小信中島公民館と尾西生涯学習センター墨会館

として開館。一宮市では、貴重な文化財（登録有形文化財）を保存・活用する目的で、小信中島連区の公民館活動の拠点と

するとともに、講演会や各種発表会に利用できる「集会室（定員 180 名）」を広く市民の皆様が利用できる有料施設として整

備した。地域活性化事業によって当初の意	匠を尊重しながら耐震補強	を行うとともに	,	スロープ	の設置などバリアフリー

に	も対応して地域に開かれた	施設になっている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

白川小学校校舎南棟及び北棟 (三重県 )：学び舎を地域の活動拠点にする　

山中の集落にある小学校の	校舎で昭和 29 年に建設された登録有形文化財。教室や廊下の	意匠を損なうことなく耐震	補強

工事などが完了し、学校校舎としてだけでなく、地域住民の活動拠点としても積極的な活用ができるように、地域活性化事

業 540 万円の補助も使い整備された。

4. 地域・まちなか商業活性化支援事業費補助金（経済産業省）

a. 地域商業自立促進事業

　商店街等を基盤として、地域経済の持続的発展をはかるため、まちづくり会社等の民間企業や非特定営利法人等と連携し

て行う６つの分野に係る公共性の高い取り組みを支援する事業。支援対象分野に、地域交流、地域資源活用などの項目が含

まれている。補助率は事業費の 2/3 となっている。また、補助スキームが自立促進調査分析事業と自立促進支援事業の２段

階に分かれており、前者の上限額が 100 万から 500 万円であり、後者は 100 万から 2億円となっている。

b. 中心市街地再興戦略事業

　中心市街地の活性化に資する調査、先導的・実証的な商業施設等の整備及び専門人材の招聘に対して重点的支援を行うこ

とにより、まちなかの商機能の活性化・維持を図り、市町村が目指す「コンパクトでにぎわいあふれるまちづくり」を推進

するもの。民間事業者を対象とする。調査事業は 2/3 の補助率で上限が 1,000 万円、先導的・実証的事業（施設整備事業）

は 1/2 の補助率で上限が 1億円、専門人材活用支援事業は 1/2 の補助率で上限が 1,000 万円となっている。

墨会館　http://sumikaikan.jp より
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5.6.2　融資

　日本政策金融公庫により地域経済牽引事業等への融資がある。

1. 地域活性化・雇用促進資金（日本政策金融公庫）

　前者は、国民生活事業と中小企業事業の２種類があり、それぞれにおいて、地域経済牽引事業などによる地域経済の活性

化や雇用の促進を行う民間事業者への融資。国民生活事業の融資限度額は 7,200 万円（うち運転資金 4,800 万円）であり、

中小企業事業の融資限度額は72,000万円（うち運転資金25,000万円）。融資の対象となる国民生活事業は、企業立地促進関連、

事業展開関連、地方移転関連、、地方版総合戦略関連（地方公共団体が認めた事業）、地域未来投資促進法関連がある。他方、

融資の対象となる中小企業事業では、雇用創出効果が見込まれる設備投資、企業立地計画または「事業高度化計画」に従っ

て企業立地または事業高度化への取組、地域再生法に基づく認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の事業、地域経

済牽引事業の促進による事業、本社を地方に移転する事業、まち・ひと・しごと創生総合戦略により地方創生に資する事業

がある。

2. ソーシャルビジネス支援資金（日本政策金融公庫）

　NPO 法人または、社会的課題の解決を目的とする事業など該当事項が必要。終始限度額は 7,200 万円（うち運転資金 4,800

万円）である。

　この融資の事例として、福岡県八女市の旧八女郡役所の再生がある。明治初期の建築物で敷地	約	500 坪、	延床	約	230

坪の規模の大きな木造建築で、明治中期に廃藩置県後新築され、	筑後地方に残っている唯一の明治時代庁舎建築。大正時代

に郡役所が移転した後は、精蝋工場、戦時中は軍需工場等に使われていたが、管理維持することが限界であるとして、保

存運動を展開いた「	ＮＰＯ法	人八女文化振興機構	」に対して、家屋を税制上の問題から無償で長期に管理委託を依頼し、

このソーシャルビジネス支援資金（2000 万円）で、屋根等維持に必要な補修工事を行い、徐々に修復が進んでいる。

八女郡役所
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第 6 章　活用再生事例

　近現代建築の活用再生事例を紹介する。

6.1　国際文化会館

　六本木鳥居坂の旧岩崎小彌太邸の敷地に、戦後の日米交流を目指して 1955 年に竣工した会館。日本を代表する三人の建

築家、坂倉準三・前川國男・吉村順三が協同で設計し日本建築学会賞を受賞。その後増改築が繰り返され、建替が決定され

るが、日本建築学会の再生提案を受け入れ、2006 年に再生。現在、登録有形文化財。

□国際文化会館再生の経緯

　1990 年代後半から会員と宿泊者の減少等により、会館の収支が悪化する一方で、近隣と共同した再開発の提案にともなう

空中権の売却が 2001 年から具体的となり、全面建替案が検討された。2003 年に日本建築学会、日本建築家協会、2004 年に

DOCOMOMO	 Japan より、保存要望書が提出された。2004 年には国際文化会館 21 世紀の会による講演会が開かれ、日本建築学

会より国際文化会館高垣理事長に再度の要望があった。そこで理事長は日本建築学会に、庭園を残して建築を建て替えるア

ドバイスを要請した。学会からは、庭園を継承するだけでなく、1955 年の本館を活用した再生計画が提案された。同年 9月、

その再生提案を受け入れ、国際文化会館は方針を転換し本館の保存再生を決定、阪田誠造、小林正美、今川憲英がアドバイザー

になり、「保存のための再生でなく再生のための保存」を基本方針として三菱地所設計が設計に着手した。しかし学会提案

の免震構造は、地下に残置されている旧岩崎邸の礎盤のため不可能となり、耐震構造に変更となった。地下に増築した新講堂、

新設したエレベーターシャフトを強固な躯体とし、連層耐震壁により耐震性能を確保し再生が実現した。

□建築概要

1955 年（昭和 30 年）　坂倉準三・前川國男・吉村順三の協同設計で 6月竣工　住宅は 12 月竣工

1958 年（昭和 33 年）　吉村順三により地下１階会議室（現レストラン）増築

1959 年（昭和 34 年）　1階吹抜増床

1966 年（昭和 41 年）　旧図書館旧ロビーに冷房施設設置

1969 年（昭和 44 年）　地下１階光庭を内部居室化

1975 年（昭和 50 年）　新館増築　エントランス等位置変更

2005 年（平成 17 年）　3月で宿泊宴会は一旦休業　5月より再生工事着手

2006 年（平成 18 年）　再生工事竣工し 4月再オープン

□耐震改修及び大規模改修

１）	耐震改修　地下ホールの増築、車椅子対応エレベーターのシャフト壁、連層耐震壁等による耐震化工事

２）屋上の防水更新（緑化部分も含む）

３）エントランス部分の拡幅（増築）

４）劣化した木製建具に複層ガラスを取付修復し再利用　外装 RC 部に保護材塗布等　

５）内部の機能更新　全宿泊室を庭園側に設け UB 設置し庭園側　会議室の更新　バック関連諸室の更新とバック動線拡充

６）受電設備・空調設備・衛生設備の全面更新

□再生工事時の方針

　阪田誠造氏の「保存のための再生でなく再生のための保存」を基本に、宿泊宴会、会議等は新築と同様の機能にすること

を目指した。また、木製建具や大谷石等、再利用できる材料はできるだけ活用した。

□全体事業の視点から再生は新築より優位だった

　建替から再生へ方針転換した際の理由は、再生して機能が新築と同様になるなら、閉館期間の短縮、移転費も含めた事業

費全体が圧縮できるとことだった。国際文化会館は、稼働率が低下し会館の財政が厳しい中、空中権を売却して再生工事に

着手し、厳しい工事予算の中での計画だった。結果として、稼働率は再生後著しく改善し、名勝や登録有形文化財による税

制優遇もあり、歴史的建築の再生活用により経済的なメリットが得られたプロジェクトの一つと位置付けられる。

竣工時の全景 　　　前川建築設計事務所 改修後の全景 

改修後の屋上庭園と拡幅されたエントランス部分 改修後の宿泊室
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6.2　米子公会堂

　1958 年に建築家村野藤吾の設計で竣工した 1428 人の大ホールの公会堂。2010 年に耐震上の問題で閉鎖されるが、公会堂

の存続と早期改修を求める署名が 4 万人集まった。市が市民 3,000 人に公会堂存廃の意見を聞くアンケートを実施したとこ

ろ存続の意見が多かったことから、同年 12 月に市長が米子市公会堂の存続の意向を表明し、2013 年 1 月から 2014 年 3 月	

に改修が行われた。

□米子市公会堂存続の経緯

　1958 年に竣工、グランドピアノに似せたとも言われる形状に、地元の赤褐色釉瓦色に焼いたタイルを貼った外観が特徴。

建設当時の米子市は準赤字再建団体だったが、「一世帯が毎日一円を貯めて公会堂を」と呼びかけ、一円募金運動が展開さ

れ建設費 1 億 7600 万円のうち 3000 万円の寄付が集まり山陰一の文化の殿堂として建設された。1980 年の大改修後も高い

稼働率で使われていたが、2006 年 4 月の「米子市公会堂“維持か閉鎖か”」の報道から、建替の可能性が明きらかに。市民

団体が市長や市と協議し検討会等が実施されるが、耐震強度調査費はなかなか計上されず、ようやく 2009 年に耐震診断が

実施され、耐震性が不足していることが判明し、2010 年 3 月から使用停止となった。市民の意向を受け、村野藤吾氏の設

計思想と公会堂創建の背景を尊重して、「市民の公会堂」として相応しい意匠性、機能性、安全性を備えた公会堂を目指し、

2013 年 1 月から 2014 年 3 月	に耐震改修及び大規模改修が実施された。

□建築概要

竣工 1958 年（昭和 33 年）		設計：村野森事務所 [村野藤吾 ]	　現場監理：桑本建築事務所　施工：鴻池組　

改修 1980 年（昭和 55 年）冷暖房設置　楽屋新設　反射板設置

再生 2014 年（平成 26 年）

□耐震改修及び大規模改修

１）	耐震改修　大ホール小屋梁及び屋根の全面取替による耐震化工事

２）劣化した外装材の修復　外装タイル劣化部分の交換　金属部の錆落とし及び再塗装（防錆処理）　

３）内部の機能更新（現在 1120 席）　ホール座席取替　劣化した仕上げの更新　劇場扉等の更新　

　　　　　　　　　　　　　　　　　リハーサル室更　階段改修　間仕切りの変更

４）設備機器・機構装置の更新

５）バリアフリー対策　　　手摺、HCWC の設置　他

６）外構の修景

□改修工事時の方針

　限られた工事費の中で、

・改修計画を見据えた合理的な再調査とより精度の高い耐震性能評価

・市民に親しまれる公会堂のデザインに配慮した耐震改修

・必要最小限の改修を行って現施設をできるだけ長く使用

・にぎわいを生み出す市民活動の拠点

・市民に長く愛される使いやすい公会堂

・省エネルギーで簡易な操作の設備を導入

の基本方針のもと具体的な改修工事が計画された。竣工時の姿に復原するのでなく、リビングヘリテージとして使い続ける

ために、安全性の確保と機能更新が、村野藤吾の意匠性に配慮しながら実施されている。

□建築は改修して使い続けることが大切

　建築は消費されるものでなく社会資本の一つとして使い続けることが、豊かな都市文化を醸成させることができる。日本

は極端な言い方をすると「記憶喪失の街」になりつつあり、使い勝手が悪いと取り壊して新しいものに置き換えるといった

安易な発想が横行している。特にホールで開催される音楽や演劇は、人々、社会にとり大切な記憶であり街の文化である。

建築はその記憶を引き出す大切な役割を担っている。ミラノスカラ座もロンドンロイヤルフェシティバルホールも大規模な

改修を繰り返しながら使い続けられている。劇場には空調設備、舞台機構といった機械設備が多く、それらの寿命は 20-30

年以下であり、改修が必至である。他方、人間の骨格、能力が変わらない限り客席の構成には大きな改修は少ないので、ホー

ルの意匠を継承し舞台側を更新する改修工事の事例が世界的に見られる。また、ホールの建て替えにより使用料が高額にな

ることも多く、市民の目線での改築、改修計画が望まれる。

改修後の外観（上）とエントランス（下） 改修後のホール内部の状況

竣工時の全景とホール内部の状況　新建築より



配置図　1/400(A3)



1 階平面図 (現況図 )　1/400(A3)

Y

X

Y ′

X ′



2 階平面図 (現況図 )　1/400(A3)



X-X' 断面図 (現況図 )　1/400(A3)



1 階平面図 (減築図 )　1/400(A3)

Y

X

Y ′

X ′



2 階平面図 (減築図 )　1/400(A3)

Y

X

Y ′

X ′



X-X’断面図 (減築図 )　1/400(A3)



Y-Y' 断面図 (減築図 )　1/400(A3)



A-1

A-2

A-3 A-4
A-5

A-6 A-7
A-8

A-9

A-10 A-11
A-12

A-13

A-14 A-15

A-16

A-17

A-17

A-18A-19
A-20

A-21

A-22
A-23

A-24

A-25

A-27

A-26

A-28

A-29

B-1

B-2
B-3

B-4

B-2

B-6

B-7

B-8

B-10
B-11

B-9
B-12

B-13
B-14

B-15

B-16

B-18
B-19 B-20

B-22
B-23 B-24

B-25

B-26
B-27
B-28
B-29
B-30

B-31

B-32

SCALETITLEDATEPROJECT
Kagoshima University , Ajisaka Laboratory  /  Waseda University , Furuya Laboratory

都城市民会館 北側欠損状況図面①（2018/5/18時点） 1/150（A3)2018.05.24

A: 外部
B: 内部



SCALETITLEDATEPROJECT
Kagoshima University , Ajisaka Laboratory  /  Waseda University , Furuya Laboratory

都城市民会館 北側欠損状況図面②（2018/5/18時点） 1/150（A3)2018.05.24

A-1

A-2

A-3

16

A-5

A-4

A-6

A-7

A-8

A-9

A-10

A-11
A-12

A-13

A-14A-15

A-17
A-18

A-19
A-20

A-21

A-22A-23

A-24

A-25

A-26

A-27

A-28

A-29

B-1
B-2

B-3
B-5

B-4

B-6

B-7

B-8

B-9

B-10

B-11

B-12

B-13

B-14

B-15

B-17

B-18
B-19 B-20

B-16

B-21

B-22B-23
B-24

B-25

B-26

B-27

B-28

B-29
B-30

B-31

B-32

A-1:Φ400
A-2:4000×100
A-3:1500×100
A-4:400×200
A-5:200×600
A-6:200×1000
A-7:Φ150
A-8:1000×200
A-9:400×200
A-10:200×200

A-11:400×200
A-12:200×400
A-13:Φ300
A-14:200×200
A-15:200×500
A-16:Φ200
A-17:Φ200
A-18:Φ150
A-19:150×600
A-20:200×800

A-21:200×500
A-22:300×300
A-23:300×700
A-24:Φ200
A-25:Φ150
A-26:150×500
A-27:200×400
A-28:200×100
A-29:100×200

B-1:300×300
B-2:200×400
B-3:200×200
B-4:50×400
B-5:100×100
B-6:Φ100

B-13:1000×300
B-14:100×200
B- 15:100×500
B-16:50×400
B-17:100×600

B-23:100×300
B-24:100×250
B-25:100×200
B-26:300×2600
B-27:600×600

B-7:100×200
B-8:200×400
B-9:100×300
B-10:100×100
B-11:300×2400
B-12:100×100

B-18:Φ150
B-19:300×500
B-20:300×600
B-21:100×1000
B-22:200×1000

B-28:200×200
B-29:100×200
B-30:200×600
B-31:100×100
B-32:100×700



SCALETITLEDATEPROJECT
Kagoshima University , Ajisaka Laboratory  /  Waseda University , Furuya Laboratory

都城市民会館 東側欠損状況図面（2018/5/18時点） 1/200（A3)2018.05.24

63006400640012600130007000700070007000

72700

C1

C2

C3
C4

C5
C6

C6:コンクリートの欠損

C1:コンクリートの爆裂による鉄筋露出 C2:コンクリートの爆裂による鉄筋露出

C3:コンクリートの欠損
C4:コンクリート爆裂による鉄筋露出

C5:補修モルタルの剥離と鉄筋露出

C3

C4



SCALETITLEDATEPROJECT
Kagoshima University , Ajisaka Laboratory  /  Waseda University , Furuya Laboratory

都城市民会館 西側欠損状況図面（2018/5/18時点） 1/200（A3)2018.05.24

D-1
D-2

D-3

D-4
D-5

D-6

D-4: コンクリートの欠損

D-1,2,3: 剥がれ

D-7

D-5: コンクリートの欠損

D-6,7: コンクリート部分にひび割れ ( 写真なし）
D-1

D-2

D-3



都城市民会館再生活用計画検討特別委員会　委員リスト  　　　　　　              

( アイウエオ順 )

委員長　古谷誠章　 ( 早稲田大学 )

委員　　青木　茂　 ( 首都大学東京 )　

　　　　鯵坂　徹　 ( 鹿児島大学 )

　　　　遠藤勝勧　 ( 元菊竹清訓建築設計事務所 )

　　　　小川勝利   ( 小川勝利建築設計事務所 )

　　　　斎藤信吾　 ( 早稲田大学 )

　　　　菅　順二　 ( 竹中工務店 )

　　　　仙田　満　 ( 東京工業大学 )

　　　　徳田光弘　 ( 九州工業大学 )

　　　　野原文男　 ( 日建設計総合研究所 )

　　　　林田義伸　 ( 都城工業高等専門学校 )

　　　　長谷見雄二 ( 早稲田大学 )

　　　　平井　充　 ( メグロ建築研究所 )

　　　　山﨑鯛介　 ( 東京工業大学 )

　　　　依田定和　 (ORS 事務所 )

作成協力

株式会社竹中工務店　岡 晴信
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