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大ホール舞台大ホール舞台大ホール舞台大ホール舞台大ホール舞台大ホール舞台大ホール舞台
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書庫書庫書庫書庫書庫書庫書庫

倉 庫倉 庫倉 庫倉 庫倉 庫倉 庫倉 庫

展示室展示室展示室展示室展示室展示室展示室

事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室

公社公社公社公社公社公社公社

ホワイエホワイエホワイエホワイエホワイエホワイエホワイエ

収蔵庫収蔵庫収蔵庫収蔵庫収蔵庫収蔵庫収蔵庫

多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール

舞台舞台舞台舞台舞台舞台舞台

リハーサル室リハーサル室リハーサル室リハーサル室リハーサル室リハーサル室リハーサル室 楽屋１楽屋１楽屋１楽屋１楽屋１楽屋１楽屋１
楽屋楽屋楽屋楽屋楽屋楽屋楽屋

２２２２２２２

ＤＤＤＤＤＤＤ

大道具大道具大道具大道具大道具大道具大道具
置場置場置場置場置場置場置場

ピアノ庫ピアノ庫ピアノ庫ピアノ庫ピアノ庫ピアノ庫ピアノ庫

入口Ｂ入口Ｂ入口Ｂ入口Ｂ入口Ｂ入口Ｂ入口Ｂ

入口Ａ入口Ａ入口Ａ入口Ａ入口Ａ入口Ａ入口Ａ

入口Ｃ入口Ｃ入口Ｃ入口Ｃ入口Ｃ入口Ｃ入口Ｃ

入口Ｄ入口Ｄ入口Ｄ入口Ｄ入口Ｄ入口Ｄ入口Ｄ

ホワイエ階段ホワイエ階段ホワイエ階段ホワイエ階段ホワイエ階段ホワイエ階段ホワイエ階段

綱元綱元綱元綱元綱元綱元綱元

受付受付受付受付受付受付受付

男子ＷＣ男子ＷＣ男子ＷＣ男子ＷＣ男子ＷＣ男子ＷＣ男子ＷＣ

女子ＷＣ女子ＷＣ女子ＷＣ女子ＷＣ女子ＷＣ女子ＷＣ女子ＷＣ

ＤＤＤＤＤＤＤ

ＵＵＵＵＵＵＵ

給給給給給給給
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TELTELTELTELTELTELTEL

浴室浴室浴室浴室浴室浴室浴室 給湯室給湯室給湯室給湯室給湯室給湯室給湯室

受付受付受付受付受付受付受付
楽屋楽屋楽屋楽屋楽屋楽屋楽屋

男WC男WC男WC男WC男WC男WC男WC
女WC女WC女WC女WC女WC女WC女WC多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール

生涯学習班生涯学習班生涯学習班生涯学習班生涯学習班生涯学習班生涯学習班

事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室

ごみ置場ごみ置場ごみ置場ごみ置場ごみ置場ごみ置場ごみ置場

綱元綱元綱元綱元綱元綱元綱元
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ＤＤＤＤＤＤＤ
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ＤＤＤＤＤＤＤ

実習室実習室実習室実習室実習室実習室実習室

ピロティ１ピロティ１ピロティ１ピロティ１ピロティ１ピロティ１ピロティ１

ピロティ２ピロティ２ピロティ２ピロティ２ピロティ２ピロティ２ピロティ２

ピロティ３ピロティ３ピロティ３ピロティ３ピロティ３ピロティ３ピロティ３

２Ｆ２Ｆ２Ｆ２Ｆ２Ｆ２Ｆ２Ｆ

南魚沼市民会館　平面図（１／４００）南魚沼市民会館　平面図（１／４００）南魚沼市民会館　平面図（１／４００）南魚沼市民会館　平面図（１／４００）南魚沼市民会館　平面図（１／４００）南魚沼市民会館　平面図（１／４００）南魚沼市民会館　平面図（１／４００）

・公民館・公民館・公民館・公民館・公民館・公民館・公民館

・構　　造／鉄筋コンクリート造　地上３階建・構　　造／鉄筋コンクリート造　地上３階建・構　　造／鉄筋コンクリート造　地上３階建・構　　造／鉄筋コンクリート造　地上３階建・構　　造／鉄筋コンクリート造　地上３階建・構　　造／鉄筋コンクリート造　地上３階建・構　　造／鉄筋コンクリート造　地上３階建

・敷地面積／１８, １１４㎡（５, ４８９坪）・敷地面積／１８, １１４㎡（５, ４８９坪）・敷地面積／１８, １１４㎡（５, ４８９坪）・敷地面積／１８, １１４㎡（５, ４８９坪）・敷地面積／１８, １１４㎡（５, ４８９坪）・敷地面積／１８, １１４㎡（５, ４８９坪）・敷地面積／１８, １１４㎡（５, ４８９坪）

・建築面積／４, ０６４㎡（１, ２３１坪）・建築面積／４, ０６４㎡（１, ２３１坪）・建築面積／４, ０６４㎡（１, ２３１坪）・建築面積／４, ０６４㎡（１, ２３１坪）・建築面積／４, ０６４㎡（１, ２３１坪）・建築面積／４, ０６４㎡（１, ２３１坪）・建築面積／４, ０６４㎡（１, ２３１坪）

・延床面積／５, ９７１㎡（１, ８０９坪）・延床面積／５, ９７１㎡（１, ８０９坪）・延床面積／５, ９７１㎡（１, ８０９坪）・延床面積／５, ９７１㎡（１, ８０９坪）・延床面積／５, ９７１㎡（１, ８０９坪）・延床面積／５, ９７１㎡（１, ８０９坪）・延床面積／５, ９７１㎡（１, ８０９坪）

・駐 車 場／８, ０００㎡（３８０台収容）・駐 車 場／８, ０００㎡（３８０台収容）・駐 車 場／８, ０００㎡（３８０台収容）・駐 車 場／８, ０００㎡（３８０台収容）・駐 車 場／８, ０００㎡（３８０台収容）・駐 車 場／８, ０００㎡（３８０台収容）・駐 車 場／８, ０００㎡（３８０台収容）

・着　　工／昭和６２年７月２５日・着　　工／昭和６２年７月２５日・着　　工／昭和６２年７月２５日・着　　工／昭和６２年７月２５日・着　　工／昭和６２年７月２５日・着　　工／昭和６２年７月２５日・着　　工／昭和６２年７月２５日

・竣　　工／平成 元 年１月３１日・竣　　工／平成 元 年１月３１日・竣　　工／平成 元 年１月３１日・竣　　工／平成 元 年１月３１日・竣　　工／平成 元 年１月３１日・竣　　工／平成 元 年１月３１日・竣　　工／平成 元 年１月３１日

ピロティ４ピロティ４ピロティ４ピロティ４ピロティ４ピロティ４ピロティ４

非常発電機非常発電機非常発電機非常発電機非常発電機非常発電機非常発電機

搬入口搬入口搬入口搬入口搬入口搬入口搬入口

搬入口搬入口搬入口搬入口搬入口搬入口搬入口

控室控室控室控室控室控室控室

清掃員清掃員清掃員清掃員清掃員清掃員清掃員

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫
講座室１講座室１講座室１講座室１講座室１講座室１講座室１

ＵＵＵＵＵＵＵ

ＤＤＤＤＤＤＤ

ＤＤＤＤＤＤＤ

ＵＵＵＵＵＵＵ

室室室室室室室
湯湯湯湯湯湯湯
給給給給給給給

ELVELVELVELVELVELVELV

客　席客　席客　席客　席客　席客　席客　席

講座室３講座室３講座室３講座室３講座室３講座室３講座室３講座室２講座室２講座室２講座室２講座室２講座室２講座室２

会議室会議室会議室会議室会議室会議室会議室

研修室研修室研修室研修室研修室研修室研修室

図書館図書館図書館図書館図書館図書館図書館

調光室調光室調光室調光室調光室調光室調光室 映写室映写室映写室映写室映写室映写室映写室 音調室音調室音調室音調室音調室音調室音調室

水屋水屋水屋水屋水屋水屋水屋

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

書庫書庫書庫書庫書庫書庫書庫

和室和室和室和室和室和室和室

押入押入押入押入押入押入押入

ロビーロビーロビーロビーロビーロビーロビー
２Ｆ２Ｆ２Ｆ２Ｆ２Ｆ２Ｆ２Ｆ

　ギャラリー席　　　　　　４０席　ギャラリー席　　　　　　４０席　ギャラリー席　　　　　　４０席　ギャラリー席　　　　　　４０席　ギャラリー席　　　　　　４０席　ギャラリー席　　　　　　４０席　ギャラリー席　　　　　　４０席

　収容人員／固定席 　１, ２２４席　収容人員／固定席 　１, ２２４席　収容人員／固定席 　１, ２２４席　収容人員／固定席 　１, ２２４席　収容人員／固定席 　１, ２２４席　収容人員／固定席 　１, ２２４席　収容人員／固定席 　１, ２２４席

・大ホール舞台・大ホール舞台・大ホール舞台・大ホール舞台・大ホール舞台・大ホール舞台・大ホール舞台

・多目的ホール・多目的ホール・多目的ホール・多目的ホール・多目的ホール・多目的ホール・多目的ホール
　収容人員／移動席３５０席（２４６㎡）　収容人員／移動席３５０席（２４６㎡）　収容人員／移動席３５０席（２４６㎡）　収容人員／移動席３５０席（２４６㎡）　収容人員／移動席３５０席（２４６㎡）　収容人員／移動席３５０席（２４６㎡）　収容人員／移動席３５０席（２４６㎡）

・多目的ホール舞台・多目的ホール舞台・多目的ホール舞台・多目的ホール舞台・多目的ホール舞台・多目的ホール舞台・多目的ホール舞台
　間口８ｍ／奥行６ｍ／高さ４. ５ｍ　間口８ｍ／奥行６ｍ／高さ４. ５ｍ　間口８ｍ／奥行６ｍ／高さ４. ５ｍ　間口８ｍ／奥行６ｍ／高さ４. ５ｍ　間口８ｍ／奥行６ｍ／高さ４. ５ｍ　間口８ｍ／奥行６ｍ／高さ４. ５ｍ　間口８ｍ／奥行６ｍ／高さ４. ５ｍ

・大ホール・大ホール・大ホール・大ホール・大ホール・大ホール・大ホール

・事務室・事務室・事務室・事務室・事務室・事務室・事務室
　南魚沼市教育委員会社会教育課　南魚沼市教育委員会社会教育課　南魚沼市教育委員会社会教育課　南魚沼市教育委員会社会教育課　南魚沼市教育委員会社会教育課　南魚沼市教育委員会社会教育課　南魚沼市教育委員会社会教育課

　（財）南魚沼市文化スポーツ振興公社　（財）南魚沼市文化スポーツ振興公社　（財）南魚沼市文化スポーツ振興公社　（財）南魚沼市文化スポーツ振興公社　（財）南魚沼市文化スポーツ振興公社　（財）南魚沼市文化スポーツ振興公社　（財）南魚沼市文化スポーツ振興公社

・展示室・展示室・展示室・展示室・展示室・展示室・展示室

　楽屋３　　　　　　１６㎡　楽屋３　　　　　　１６㎡　楽屋３　　　　　　１６㎡　楽屋３　　　　　　１６㎡　楽屋３　　　　　　１６㎡　楽屋３　　　　　　１６㎡　楽屋３　　　　　　１６㎡

　楽屋２（和室）　　　６畳　楽屋２（和室）　　　６畳　楽屋２（和室）　　　６畳　楽屋２（和室）　　　６畳　楽屋２（和室）　　　６畳　楽屋２（和室）　　　６畳　楽屋２（和室）　　　６畳

　楽屋１　　　　　　３７㎡　楽屋１　　　　　　３７㎡　楽屋１　　　　　　３７㎡　楽屋１　　　　　　３７㎡　楽屋１　　　　　　３７㎡　楽屋１　　　　　　３７㎡　楽屋１　　　　　　３７㎡

　リハーサル室　　　７２㎡　リハーサル室　　　７２㎡　リハーサル室　　　７２㎡　リハーサル室　　　７２㎡　リハーサル室　　　７２㎡　リハーサル室　　　７２㎡　リハーサル室　　　７２㎡

・ホール楽屋関係・ホール楽屋関係・ホール楽屋関係・ホール楽屋関係・ホール楽屋関係・ホール楽屋関係・ホール楽屋関係

　講座室１（和室）　２０畳　講座室１（和室）　２０畳　講座室１（和室）　２０畳　講座室１（和室）　２０畳　講座室１（和室）　２０畳　講座室１（和室）　２０畳　講座室１（和室）　２０畳

　講座室２　　　　　３７㎡　講座室２　　　　　３７㎡　講座室２　　　　　３７㎡　講座室２　　　　　３７㎡　講座室２　　　　　３７㎡　講座室２　　　　　３７㎡　講座室２　　　　　３７㎡

　講座室３　　　　　３７㎡　講座室３　　　　　３７㎡　講座室３　　　　　３７㎡　講座室３　　　　　３７㎡　講座室３　　　　　３７㎡　講座室３　　　　　３７㎡　講座室３　　　　　３７㎡

・市民ギャラリー・市民ギャラリー・市民ギャラリー・市民ギャラリー・市民ギャラリー・市民ギャラリー・市民ギャラリー

　実 習 室　　　　　７３㎡　実 習 室　　　　　７３㎡　実 習 室　　　　　７３㎡　実 習 室　　　　　７３㎡　実 習 室　　　　　７３㎡　実 習 室　　　　　７３㎡　実 習 室　　　　　７３㎡

　《一　般》間口１８. ２７ｍ／奥行１２. ９ｍ／高さ８ｍ　《一　般》間口１８. ２７ｍ／奥行１２. ９ｍ／高さ８ｍ　《一　般》間口１８. ２７ｍ／奥行１２. ９ｍ／高さ８ｍ　《一　般》間口１８. ２７ｍ／奥行１２. ９ｍ／高さ８ｍ　《一　般》間口１８. ２７ｍ／奥行１２. ９ｍ／高さ８ｍ　《一　般》間口１８. ２７ｍ／奥行１２. ９ｍ／高さ８ｍ　《一　般》間口１８. ２７ｍ／奥行１２. ９ｍ／高さ８ｍ

　《反射板》間口２２. ４６ｍ／奥行１１ｍ／高さ１１ｍ　《反射板》間口２２. ４６ｍ／奥行１１ｍ／高さ１１ｍ　《反射板》間口２２. ４６ｍ／奥行１１ｍ／高さ１１ｍ　《反射板》間口２２. ４６ｍ／奥行１１ｍ／高さ１１ｍ　《反射板》間口２２. ４６ｍ／奥行１１ｍ／高さ１１ｍ　《反射板》間口２２. ４６ｍ／奥行１１ｍ／高さ１１ｍ　《反射板》間口２２. ４６ｍ／奥行１１ｍ／高さ１１ｍ

  親子室　　　　　　　　　　６席  親子室　　　　　　　　　　６席  親子室　　　　　　　　　　６席  親子室　　　　　　　　　　６席  親子室　　　　　　　　　　６席  親子室　　　　　　　　　　６席  親子室　　　　　　　　　　６席

　車椅子席　　　　　　　　　４席　車椅子席　　　　　　　　　４席　車椅子席　　　　　　　　　４席　車椅子席　　　　　　　　　４席　車椅子席　　　　　　　　　４席　車椅子席　　　　　　　　　４席　車椅子席　　　　　　　　　４席

客　席客　席客　席客　席客　席客　席客　席北側北側北側北側北側北側北側
前室前室前室前室前室前室前室

南側南側南側南側南側南側南側
前室前室前室前室前室前室前室

ＷＣＷＣＷＣＷＣＷＣＷＣＷＣ
男子男子男子男子男子男子男子

ＷＣＷＣＷＣＷＣＷＣＷＣＷＣ
女子女子女子女子女子女子女子

ＷＣＷＣＷＣＷＣＷＣＷＣＷＣ
男子男子男子男子男子男子男子

ＷＣＷＣＷＣＷＣＷＣＷＣＷＣ
女子女子女子女子女子女子女子

大ホール大ホール大ホール大ホール大ホール大ホール大ホール

親子室親子室親子室親子室親子室親子室親子室

生涯ｽﾎﾟｰﾂ係生涯ｽﾎﾟｰﾂ係生涯ｽﾎﾟｰﾂ係生涯ｽﾎﾟｰﾂ係生涯ｽﾎﾟｰﾂ係生涯ｽﾎﾟｰﾂ係生涯ｽﾎﾟｰﾂ係

大ホール大ホール大ホール大ホール大ホール大ホール大ホール

市市市市市市市

民民民民民民民

ギギギギギギギ

ラララララララ

ャャャャャャャ

リリリリリリリーー ーー ーー ー

ロビーロビーロビーロビーロビーロビーロビー
１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ

もぎり室もぎり室もぎり室もぎり室もぎり室もぎり室もぎり室

冷水器冷水器冷水器冷水器冷水器冷水器冷水器

喫煙ｽﾍﾟｰｽ喫煙ｽﾍﾟｰｽ喫煙ｽﾍﾟｰｽ喫煙ｽﾍﾟｰｽ喫煙ｽﾍﾟｰｽ喫煙ｽﾍﾟｰｽ喫煙ｽﾍﾟｰｽ

喫煙ｽﾍﾟｰｽ喫煙ｽﾍﾟｰｽ喫煙ｽﾍﾟｰｽ喫煙ｽﾍﾟｰｽ喫煙ｽﾍﾟｰｽ喫煙ｽﾍﾟｰｽ喫煙ｽﾍﾟｰｽ

受付・案内受付・案内受付・案内受付・案内受付・案内受付・案内受付・案内

ギャラリー席ギャラリー席ギャラリー席ギャラリー席ギャラリー席ギャラリー席ギャラリー席

下手下手下手下手下手下手下手
ギャラリー席ギャラリー席ギャラリー席ギャラリー席ギャラリー席ギャラリー席ギャラリー席

上手上手上手上手上手上手上手

冷水器冷水器冷水器冷水器冷水器冷水器冷水器

コイン

ロッカー 自販機自販機自販機自販機自販機自販機自販機

自販機自販機自販機自販機自販機自販機自販機

自販機自販機自販機自販機自販機自販機自販機

自販機自販機自販機自販機自販機自販機自販機

・婦人会館・婦人会館・婦人会館・婦人会館・婦人会館・婦人会館・婦人会館
　研修室　　　　　　４８㎡　研修室　　　　　　４８㎡　研修室　　　　　　４８㎡　研修室　　　　　　４８㎡　研修室　　　　　　４８㎡　研修室　　　　　　４８㎡　研修室　　　　　　４８㎡

　会議室　　　　　　４４㎡　会議室　　　　　　４４㎡　会議室　　　　　　４４㎡　会議室　　　　　　４４㎡　会議室　　　　　　４４㎡　会議室　　　　　　４４㎡　会議室　　　　　　４４㎡

　和　室　　　　　　３０畳　和　室　　　　　　３０畳　和　室　　　　　　３０畳　和　室　　　　　　３０畳　和　室　　　　　　３０畳　和　室　　　　　　３０畳　和　室　　　　　　３０畳


