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平成２８年度第１回とりぎん文化会館利用者懇談会 概要 

 

 

 

開催日時：平成２８年８月２４日（水） 

１９：００～２０：３０ 

              開催場所：とりぎん文化会館 第３会議室 

 

１ 開  会 

２ あいさつ   館 長 

３ 出席委員紹介 委員１２名（出席９名・欠席３名） 

       

４ 議  事    

 

（１）資料説明 

ア 施設別利用状況（平成２１年度～２８年度７月）について 

・・・資料１－１、２、資料２、３に基づいて説明  

・２７年度の特徴：梨花ホールについては、２６年度の７７％には及ばないものの、平年の６２％を

上回る６３．３％となっている。これは昨年度１１月に、近畿高等学校総合文化祭の鳥取大会が当

館をメインに行われ、その利用が１２日間あったため１１月の利用率が９２．３％と高くなったこ

とによるものである。その他の施設は平年並みで稼働している。 

 

・２８年度について：梨花ホールの利用率が平均４９．５％と平年より低い利用率となっている。こ

れは５月の２２．２％が平均を下げており、要因としては、商業公演及び大型公演を企画されてい

る団体が日程調整の関係で複数日（約１２日程度）押さえておられたにも関わらず、利用がなかっ

たこと。加えて、ホールは会議室、練習室などと異なり、直近になって空きがでたとしても、なか

なか利用に繋がらないということもあり、結果として低い利用率となったことが考えられる。 

資料にはないが、梨花ホール８月の利用率は、利用見込みを含めて９６．４％と主に吹奏楽コンク

ール中国大会関係の利用が多くあり、高い利用率となっている。今後も全日本合唱コンクール全国

大会など、様々な催しでご利用いただく予定である。その他の施設については、平年並みで稼働し

ている。 

 

（補足説明） 

・４月～７月の梨花ホール利用率の低下について、商業公演のほかに全国大会などの仮押さえが入っ

ていたが、大会の規模縮小によりメイン会場を直近になって梨花ホールから小ホールに変更され

たことが利用率に影響している。 
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・現在、島根県民会館が休館しているため、ツアーものの商業公演が島根では出雲、鳥取では米子コ

ンベンションセンターでの開催が多くなっているとのことで、他館の休館も利用率に影響してい

ると考えられる。今後、他館や商業公演を行う利用者の方々との連携や、情報交換を行い空いたホ

ールの利用に繋げたい。  

・５月に行われた梨花ホールでの商業公演は、例年２～３件のところ、今年度は１件となっているが、

４月～８月で見てみると、ここ２年とほぼ同数の１２件あり、目立って少ないというわけではな

い。８月の吹奏楽コンクール中国大会に関連する利用等で今後巻き返しを図れると予想している。 

・来年度の９月～１０月について文化芸術団体の申込み受付時期に入ってきているが、全国大会の会

場が当館となっており、９月～１０月の候補日については、他の団体の申込みが受付できない状況

となっている。利用希望が多い時期のため、他の利用者のみなさまにご迷惑をおかけしているが、

ご理解いただきたい。 

 

イ ２７年度及び２８年度４月～７月の完了報告書アンケートの集計結果について 

・・・資料４－１、２、資料５に基づいて説明  

・利用施設の満足度：〔とても満足〕、〔満足〕併せて、２７年度は９９．４％、２８年度は９９％と

ほぼ満足していただいている。〔不満〕、〔やや不満〕という意見には、会議室の 椅子が重い、ホ

ールホワイエやフリースペースが暑い、会議室の鍵の位置が悪い、第１会議室のワイヤレスマイク

使用可能本数が２本では足りない、駐車場が足りない等すぐには対応が難しいご意見があった。 

 

・申込みの手続き：２７、２８年とも９６％の方に〔簡単〕という声をいただいているが、約２％の

〔複雑・面倒〕という回答の中では、ネット申込みがしたい、申込みを簡素化して欲しいというも

のが多い。申込書に記入していただいている事項は、利用料の請求及びさまざまなご利用に対応す

るための必要最低限の事項の記載をお願いしており、簡素化は難しい。ネット申込みについては、

いただいた申込書を一件ずつ確認しながら手続きを進めているため、現行どおりホームページから

ダウンロード、記載していただいたものをメール添付でお送りいただくようお願いしている。 

 

・職員の対応：〔とても良い〕〔良い〕を併せて９９％以上とほぼ１００％に近い状態で満足いただい

ている。〔悪い〕という意見には、電話での対応が良くなかったというものであった。このご意見

により職員が自分を振り返り、利用者の方の立場に立った優しい対応を心がけるよう改めて考えさ

せていただいた。今後もさらに皆様に気持ちよく使っていただける施設運営に努めていく。 

 

・環境への配慮：〔いいえ〕と回答された方には、利用人数の増加や身体を動かす利用による室温の

上昇のためや、冬の時期の室温の低下等で設定温度を調整したというもので、ご利用の皆様に当館

の環境への配慮を少しずつご理解いただき、意識の啓発に繋がっているのではないかと感じている。 
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ウ 平成２７年度２月～２８年度７月までの施設利用完了報告書内の主な意見及びその対応ついて 

・・・資料６に基づいて説明 

 

  （ア）施設・備品について 

意見１：【第１練習室】ピアノの音色に金属音、調律してほしい（高音部が明らかにおかしい） 

      →練習室、リハーサル室のピアノは年に３回保守点検業者により行っている。演奏される方に

よって好みが多少違うためピアノの音がおかしいというご意見は今までもあるが、今回６月

１日に点検を行った直後に数回調律を希望される声があったため、業者に連絡し点検と調整

を行っていただいたところ、除湿機を常時稼働させた状態であったにも関わらず、梅雨時期の

ため音に狂いが生じていたとのことで対応した。 

   

    意見２：【梨花ホール】ネットが繋がらなかった。 

      →各施設、有線で繋ぐＬＡＮポートを使用してのインターネット利用が可能だが、こちらはも

ともと倉吉未来中心、米子コンベンションセンター三館をインターネットで繋いで同時に映

像と音声を送り、三館合同で会合を行うような利用を想定したシステムである。現在三館を繋

いだ利用がほぼないため、機器更新されないままルーターが老朽化し、故障してしまった。同

機器を使用したインターネット接続の利用が増加しており、故障があった場合は、同機器を繋

いで使用している未来中心にも影響があるため、それぞれの館が独立して利用できるように

業者に相談しながら検討しているところである。 

 

意見３：【第４練習室】ティンパニーの皮（ヘッド）の表面に傷がついていた。 

    →ティンパニーは他施設でティンパニーを所有しているところが少ないため利用頻度が高く、

また利用の際に必ず移動するため、部品の欠損や音程が狂うというトラブルが生じやすい。年

１回のメンテナンス、２年に１回のヘッド交換を行い何とか状態を保持している。 

    今回はヘッド交換直後の利用であり、業者に確認したところ不良品とされたため、良品と交換

し対応した。 

 

（イ）申込手続き、空き状況照会について 

 意見：【第２・３練習室】ネット申し込みをしたい。インターネット予約を導入してほしい。 

または会員カードを作って申込書を毎回記入する手間を省けたらいいなと思う。   

    →申込み方法について、窓口で申込書に手書きで記入しないといけないと思っておられた利

用者の方だったため、当館のホームページから書式をダウンロードしていただき、メールで送

っていただけることをご案内した。また、窓口で申込みされる場合はご利用者の基本情報を入

力した申込書をご準備出来ることをお伝えした。 

  

（ウ）職員の対応、その他のご意見 

意見：【練習室】くつ箱にある練習室用のスリッパを外履きして、トイレまで入っていた。 

    →確認したところ、スリッパが室内用であることを表示していなかったため、くつ箱に表示し

対応した。 
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エ 平成２７年度第２回利用者懇談会での主な意見と対応状況 

・・・資料７、別紙１に基づいて説明 

意見１：お茶会で使用する和室の炉のコンセントにスイッチを付けて欲しい。 

    →状況を確認したところ、炉の電熱器をコンセントに接続するだけで通電状態となり、炉に置

いている釜が熱くなって電源の入切ができず危険であった。利便性と安全性の向上を図るた

め、６月に業者により室内の壁面にスイッチの設置工事を行い対応した。 

 

  意見２：本日の催物の液晶モニターのそばに、とりぎん文化会館の館内図面があれば、催物と会 

場の場所がわかりやすくなると思う。 

     →会館入口三ヶ所と会議棟２階エレベーター横の液晶モニター付近の壁面等にはそれぞれ館

内案内図があるのでそちらを見ていただきたい。事務所前総合受付カウンターの液晶モニタ

ーについては、モニター上にスクロールで一定時間館内案内図が表示できるよう対応した。 

 

意見３：備品の破損、施設の破損傷付の修繕費の負担等々を「利用契約の約束」に明記されてはどう

か。 

    →当館「管理：利用に関する規程」に「施設設備の滅失等の届出」について定めている。 

    施設・設備の滅失、損傷があった場合は、「施設・設備の滅失、損傷の届出書（別紙１８）」を

ご提出いただき、状況に応じて、原状復帰に係る費用をご負担いただいている。 

 

（２）意見交換 

・・・別紙に基づき事前アンケートへの回答について説明 

 

＜職員の接遇について＞  

「気持ちよく利用できる」や「満足している」等ありがたいご意見をいただいている。 

 

＜ご希望される新たなサービス＞ 

   ●トイレはウォシュレットが良い。 

   →鳥取県により順次改修を進めていただいている。トイレの洋式化とともにウォシュレット 

   も設置していただく予定。 

 

 ●県民が文化の発信する側になれるような企画をされてみてはどうか。享受できる企画、県内発信

者の発信の場としては素晴らしい館であると思う。 

   →こちらのご意見について、具体的に説明をいただきたいが、ご欠席の委員の方からなので後日確

認させていただく。 

 

●スマホサイトからも空き状況がわかるようなコンテンツをリンクしておいてほしい。 

→スマートフォンにも対応するホームページにリニューアルしたが、空き状況の確認「鳥取県施設

予約サービス」サイトへのリンクは現在難しく、確認していただけない状況である。 



- 5 - 

 

＜利用者懇談会に対するご意見＞ 

●常に全体会なので、テーマをいくつか作り、分科会で何か議論するなどあれば、より建設的な提

示ができるのではないか。 

   →こちらもご欠席の委員の方からのご意見だが、みなさまからもご意見いただきたい。 

 

＜その他のご意見＞ 

●駐輪場について：県立図書館のように段差がなく歩道から自転車が入れるとよいと思う。 

    （歩道からスムーズに入れるように） 

  →鳥取県議会でも高齢者の方に優しくないとの意見があがっており、鳥取県とともに対策を検討

したが、歩道からスムーズに入るようにするのは構造上簡単にできないため難しいとのことであ

った。そのため階段箇所に手すりを新たに設置し、その付近に優先ゾーンを設け対応している。今

後も同様の意見が増えてくれば、再度対応を検討したい。 

 

 

〇質疑応答及び意見交換の内容は下線以下のとおり。 

 

（委  員）来年度９月～１０月の全国大会で候補日がいくつか押さえておられるとのことだが、いつ正式

に日程が決まる予定か。 

 

（会  館）現段階ではいつ決まるかは未定だが、候補日を絞っていただいているので、決定次第ご案内し

ていきたい。 

 

（委  員）全国大会は３年に１度鳥取市で開催され、県内３カ所で持ち回りのようだが、今後も同様か。 

 

（会  館）今の予定では持ち回りだと考えられる。 

 

（委  員）全国大会は小ホールについても押さえが入っているか。 

 

（会  館）現在全館押さえておられる。多くの日程を押さえられていたが、可能性が高い日程に絞ってい

ただいたところであり、何とかご理解いただきたい。 

 

（委  員）会館をピアノ発表会で利用した際、生徒（子ども）がコンセントにヘアピンを刺してしまい、

その状態になっていたものを別の生徒が触ってしまい、やけどをしてしまったことがあったが、そ

の後どのように対応されたか。 

     

（会  館）会館内すべてのコンセントを点検し、お子さん等が触れる危険性がある箇所（ほぼ全体）に、

蓋つきのコンセントカバーを設置した。 
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（委  員）施設・設備の滅失、損傷については使用した側の申告か。 

 

（会  館）申告もあるが、利用後の職員による点検の際に発見した場合にも、問い合わせし同様に申告し

ていただいている。利用後すぐに点検するよう努めている。 

 

（委  員）利用後は点検していただいているとの事だが、利用前の施設の状態の確認はしているか 

 

（会  館）ご利用前は委託業者が清掃に入るため、その際、損傷等発見した場合、細かいことであっても

すぐに報告していただいている。職員は全館隅々までなかなか目が行き届かないため、報告があっ

た場合に職員も確認し対応している。 

 

（委  員）前回使用後に施設の損傷があったとの事で問い合わせがあり、否定したにも関わらず、疑い続

けられてしまった。使用前の状態の点検があると今回のようにならなかった。使用前の点検がない

と、一日のうち何件か利用があった後の点検ではどの段階で損傷したかわからない。施設の開錠は

使用者のみか。 

 

（会  館）照明の場所が分かりにくい施設や、設備利用される場所については使用前にも職員が立ち会っ

ている場合があるが、練習室を個人で利用される場合は鍵の開錠はお任せしている。 

 

（委  員）今度から使用前後に証拠画像を撮り同様の事がないよう自主的に対応しようと話している。 

  「施設・設備の滅失、損傷の届出書」の提出に至るまでの段階がどの様であればトラブルがない

か考えた。使用前後に確認いていただいていれば利用者も安心して使えると思う。 

使用者に使用前後で写真を撮っていただくのはどうか。当事者になってしまうと心が痛むため、同

じことが二度と無いよう対応していただきたい。 

 

（委  員）今年度小ホールの改修工事が入っているが、今後はどうか。 

 

（会  館）今年度は小ホールの空調機器の更新工事が入っているとお伝えしたが、来年度は会議棟の 

空調機器の更新を検討している。更新工事に併せて複数の工事を行い、極力休館を減らすよう対 

応しているところである。 

 

（委  員）梨花ホールを発表会で利用した。１３時からの開演だったが、その日は朝から駐車場が満 

車状態で困った。早い者勝ちではなく、昼や夜に本番を行う使用者のために少し駐車スペースを 

確保できないか。来年からは開場～開演の時間を長くとり自主的にも対応しようと思うが、駐車 

場が無料のため利用者でなくても駐車している場合もあると思われるので確保していただければ 

ありがたい。有料にすれば状況がよくなるのではないか。対策を考えていただきたい。 

 

（会  館）近隣の施設の来場者が駐車している実態もあるようだが、それを規制していくことまでは 

難しく、昼から夜にかけてのご利用者の方にはご迷惑をおかけしている。ご提案のとおり有料化 

するなど何かできればよいが現状は難しい。 
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（会  館）梨花ホール２０００人収容に対して、駐車可能台数が約３４０台と根本的な問題がある。 

未来中心は１５００人収容のホールに対し約１０００台近い駐車が可能である。それで十分であ

るとは言えないが、車社会の地方にも関わらず中途半端な駐車台数であるのが問題ではある。都会

のホールは駐車場を全く持たないところもあり、その場合は同様の問題はない。持っているのであ

れば十分な駐車台数が欲しいが、現状駐車場を作れるほどの場所はなく、開館当時、立体や地下駐

車場建設できなかったと聞いている。お気持ちはわかるが現実的にはなかなか難しい。会館以外の

来場者の駐車を防ぐために朝の時間、警備員にゲート付近で警備し他館の来場者が駐車しないよ

う努めている。有料であれば防げるかというのは疑問であり、良い策がないというところである。

まずは公共交通機関をお使いいただくということを周知していただきたい。 

 

（委  員）他館はカードやトークン棒などを使用して工夫しているが難しいか。 

 

（会  館）おっしゃるとおりでわらべ館もそうである。米子コンベンションは有料化し、利用者に対して

はカードを機械に通して無料にするなどのシステムとなっている。当館も取り入れるのであれば

構造的、機械的な変更があると思うので鳥取県とも検討していきたい。 

 

（所 管 課）有料化し、催事の来場者がカードを機械に通して無料にするシステムは、フリースペースの展

示を自由に観に来られるといった来場者に対してはどうするのか、また職員が把握できない中で

他館への来場者が駐車し、カードを通すだけで誰でも無料になってしまう場合がある。こういった

開かれた施設で効果があるかは難しいと考える。 

 

（会  館）２０００人のホールに２０００台駐車できるという館はほとんどない。鳥取県庁の駐車場も拡

大し、近隣の有料駐車場のご案内しておりご理解いただくしかないと考えている。 

 

（委  員）鑑賞型事業提案について、簡単に提案しやすくなったとのことだが、今年度は何件の提案があ

ったか。 

 

（会  館）今年度は７月末締切りの段階で、県民のみなさんの提案は５件あった。職員からは４０件程度

あり併せて約５０件で今後検討していく。県民のみなさまからの提案が年々減ってきているとい

うことがあり、この度提案書を簡素化した。また従来は年度ごとで締めきっていたが、来年度、再

来年度の提案も常にしていただけるように変更した。２９年度事業については、７月末で締切った

が、来年度以降の事業について、こちらの様式を使ってぜひご提案いただきたい。 

 

（委  員）スマートフォンで空き状況を確認するのは現段階では難しいとのことであったが、待てば出来

るようになる可能性があるのか。可能であればいつ頃になるのか教えていただきたい。予約のため

に何度も電話をするよりぱっと見ることができればよい。 

 

（会  館）スマートフォン対応はすぐにはできない。空き状況検索は、県や市の公共施設すべての空き状

況が検索できる「とっとり施設予約サービス」というシステムであり、スマートフォンは会館が単

独で作っているホームページであり根本的なシステムが違うためリンクできない。 
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（所 管 課）「とっとり施設予約サービス」自体がスマートフォン対応になっていないため、そのシステム

をなおさなければ対応できない。 

 

（会  館）余裕をもって複数日程予約し検討される方もあり、その日程が空いた場合にすぐご案内できる

など、お電話等で問い合わせいただいた方がより良いご案内ができるのではないかと思う。「とっ

とり施設予約サービス」は検索しにくいというご意見もあり、どちらも良い面悪い面があると思わ

れる。スマートフォン対応は現在難しいため、気軽にお問い合わせいただきたい。 

 

（委  員）鑑賞型事業提案が７月末の締め切り時点で５件だという事で少ないと感じた。事業を決定 

され県民の方から提案されたものが決まった場合は、県民から提案いただいた事業だという文言 

を入れておかれると提案が通るものもあるのだということが伝わり、声が通っているとわかると 

提案も増えるのではないかと思うのでご検討いただきたい。 

 

（会  館）良いご意見をいただいた。是非取り入れたい。ポスターやチラシにも記載したい。 

 

（委  員）展示室の中で更に設備や備品があればいいのにというような意見聴取をしていただきたい。

現在会館の展示室内には、展示中来場者に休憩していただくための美術館にあるような長椅子が

ないため購入していただくとありがたい。 

 

（会  館）どのようなものをいくつ購入すればということがあるが、検討したい。 

 

（委  員）すべての方に共通して使っていただけるものがあればよいが、持込みは難しいため購入し 

    ていただけるとありがたい 

 

（会  館）保管するスペースや予算の関係で購入が難しいものもあるかもしれないが、利用される立 

    場でなければ必要な備品が分からない場合があるのでこんな備品があればというものがあれば、 

ぜひご提案いただければと思う。 

 

（委  員）駐車場の満車について。当日他にどのような利用があるのか事前に教えていただきたい。 

 

（会  館）ご予約の段階で大規模利用が入っており、満車が予想される場合はご案内している。その他ホ

ームページや会館事務室で駐車場混雑予想を掲示している。ご要望があれば、ペーパーでお渡しす

ることも可能なので、こちらをご活用いただだければと思う。 

 

（委  員）今回初めて車いすの方が梨花ホールの親子観覧席を使用したが、扉を入ってすぐ階段になって

いるため、車いすを何人かで何とか持って上がったということがあった。 
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（会  館）親子観覧席を車いすの方が使われるという想定がなかった。当館はバリアフリーになってない

箇所が多くあるため、その都度ご意見をいただいて、こちらも何か対応を考え検討していきたいと

思う。 

 

 

＜その他＞ 

●今年度事業のこれからのイベント情報の告知。 

 

●次回、第２回利用者懇談会は、２０１７年３月を予定。 

 

５ 閉  会 

 

【当日の様子（写真）】 


