
新庁舎設計市民ワークショップ報告書 

平成２５年７月 



報告書の提出にあたって 

ワークショップに参加された皆様から貴重な意見をいただきまして、新庁舎にとって

は末永く使えるように少しでもなったのではないかと思います。

富岡市とは１０年の付き合いになりますが、ここ５年間位で、急激に変わってきたと

思います。１０年前とは雰囲気が全然違います。市民の方の動き方も違いますし、行政

の方の動き方も違います。

そのような中、庁舎市民検討委員会に関わらせていただいた関係で、今回ファシリテ

ーターという立場で参加させていただきました。

市庁舎というものは市民同士の交流の場、市民と行政の交流の場、あるいは観光客と

市民の交流の場でもありますし、観光客同士の交流の場でもあるかもしれません。

そのような事を考えますと市庁舎というのは、いろんな機能が備わっていなければな

らないし、５０年先も対応できるようになっていなければいけないと思います。

このような難しい問いを隈研吾建築都市設計事務所さんにお願いしているわけです

が、期待を裏切らない庁舎ができるだろうと、私も期待しております。

庁舎というものは市民にとって大事な建物だという事を認識しなければならないし、

市庁舎については市民の方が集まる場がどんどん広がらないと他の市町村に負けてし

まうという事も考えられます。また、行政自体はどんどん小さくなっていく中で、小さ

くなった分だけ市民の活動が行政を盛り上げなければいけないという時代が来ると思

います。

今回は３回きりのワークショップでしたが、ワーキングでの意見や提案が新庁舎建設

事業に生かされ、市庁舎完成後も市民が集まれるきっかけになればと思います。そうい

う意味でも市民の輪を広げて、行政あるいは市民参加の核となるような市庁舎ができれ

ばと思っています。

前橋工科大学工学部教授 宮崎 均
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１ ワークショップの内容

【第１回】 平成２５年３月１５日（金）14：00から 富岡庁舎３階委員会室

１ 副市長あいさつ

 ２ オリエンテーション

  ・ワークショップの研究課題

新庁舎建設設計に際し、市民が利用する機会の多い庁舎施設（市民利用スペース、

中庭、1階窓口）について、完成後の利活用方法・可能性を研究
  ・ワークショップの運営方法

 ３ 新庁舎建設基本構想の説明

４ 基本計画・外構計画案の説明     

【第２回】 平成２５年４月１９日（金）

14：00から あい愛プラザ２階会議室

ワーキングⅠ

  ・市民利用スペースや中庭の活用

方法について

【第３回】 平成２５年５月３１日（金）15：30から 富岡庁舎３階小会議室

１ 第２回ワーキングでの意見・提案に対する設計事務所の見解

 ２ ワーキングⅡ

  ・市役所窓口の課題等について

２ ワーキングⅠ（市民利用スペースや中庭の活用方法について）での意見・提案と設

計事務所の見解

＜屋外：迎えの庭に関する意見・提案＞ 

○どんとまつりの山車の出入り

＜設計事務所提案＞ 

●県道とのアクセスが容易な出迎えの庭を利用する。

●車の荷重でも耐えられる舗装下地とする。車輪が乗る部分には板などを敷きレンガの

割れを防ぐ。

＜屋外：賑わいの庭に関する意見・提案＞ 

○祭：富岡どんとまつりの主会場、山車の共演

○祭：げんきフェスタの開催

○祭：食べ物やバルーンアートなど集まるイベントの開催

○祭：グルメ選手権の開催

○祭：正月の竹馬のり、独楽まわし等、子供たちが集まるようなイベント

○イベント：シルク体操等

○イベント：高校生・大学生によるイベント

○イベント：バーベキュー場の設備（終了後、片付けができるような洗い場の設置）

○マーケット：月に１度位で、地産地消の野菜等を売る（終了後、片付けができるよう

な洗い場の設置）
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○マーケット：物品の展示・販売

○音楽イベント：コンサート（夜間照明、スピーカーの設備）

○音楽イベント：年配者に集まっていただき、懐かしい歌等楽しむ音楽祭（スピーカー

の設備）

○音楽イベント：市役所に来た人が生の音楽が聴けるといい（スピーカーの設備）。

○足湯や噴水など

＜設計事務所提案＞ 

●屋外テラスも客席としたて利用した、「立体イベントスペース」、「屋外劇場」の空間

をつくる。

●マーケットやバーベキューなどの後始末が容易となるよう、行政棟地上階南側の倉庫

に設置した洗い場をイベント時のみ利用可能にする。

※屋外スピーカー、夜間照明の設置の可能性については市の確認必要

●様々なイベントで利用できる「組立て式屋台」（収納は備蓄倉庫の一部（3 ㎡ほど）
を利用）の作製

×足湯や噴水、または甘楽用水の開きょとする提案も試みたが、水の管理の問題、管理

費用などの問題があり実質むずかしい。

＜屋外：憩いの庭に関する意見・提案＞ 

○市民と行政職員がリラックスして話し合える場

○小さいせせらぎの公園

○大きな木を植えて、木陰を作りベンチを設置

○ふわふわドーム（スライダー）

＜設計事務所提案＞ 

●奥まった配置で落ち着きのある「憩いの庭」を利用する。

●樹木の量を多くし、日陰をつくる。

●ベンチを設置し、市民と行政職員がリラックスして話し合える場とする。

＜市民利用スペースに関する意見・提案：大きさ＞ 

○室内と屋外の使用（300人とか）
＜設計事務所提案＞ 

▲最大で 150人までの収容可能

＜市民利用スペースに関する意見・提案：用途＞ 

○上映会：建物の壁をスクリーンにして映画とか。

○展示：数多くの郷土芸能団体（各種団体）が活動しているので、発表の場を確保した

い。

○展示：富岡の観光スポットや紹介したい場所、自然や四季を紹介したビデオ等を流す。

○会議：地域の各種会議の場として利用

○会議：まちづくりグループの打合わせ場所

○イベント：くらしの会のイベント

○イベント時の総合窓口

○発表会：地域活動の広報（発表）場所

○式典：メモリアルイベント

○談話：お年寄りのたまり場（囲碁・将棋・マージャン）

○談話：子供たちの遊ぶ場所（紙芝居・独楽まわし等）

○談話：子育てママのおしゃべり場

○談話：ボランティア協働できる場所
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○談話：祭り時の休憩所（トイレ解放）

○イベント：大人限定、夜のイベント

○イベント：会議の打ち上げ

○句会

○教室（机・椅子・水道・ガス台・コピー機）

○学習：各種団体の学習会

＜設計事務所提案＞ 

●北側の壁面をガラスから壁とし、映写スクリーンとして利用できるようにします。

●敷きレンガの床をフローリングとし、多目的な用途に対応できるスペースにします。

＜市民利用スペースに関する意見・提案：バリアフリー＞ 

○弱者にやさしい建物

○バリアフリー（車椅子、足の不自由な人への配慮）

＜設計事務所提案＞ 

●敷きレンガの床をフローリングとし、車椅子でも移動しやすいフラットな床とします。

＜市民利用スペースに関する意見・提案：運営＞ 

○公民館との使い分けを明確に

○夜遅くまで（あるいは２４時間）使用の会議室

※市の確認必要

＜市民利用スペースに関する意見・提案：災害対策＞ 

○災害時に休める場

※市の確認必要

＜全体に関する意見・提案：その他＞ 

○再生エネルギー、リサイクルの工夫

○環境にやさしい工夫

○建設に使用される材料を、化学物質過敏症の人でも安心していられるようにすべき。

○五感を刺激する場に

３ ワーキングⅡ（市役所窓口の課題等について）での意見・提案 

＜窓口システムに関する意見・提案＞ 

○一つの窓口で欲しい証明が揃うようにしてほしい。

○窓口の事前予約を可能にする。

○平日の夜間・土日の対応

○昼休みの時間をずらす。

○窓口に飲料水のサービス

○待ち時間を飽きさせない工夫

○案内窓口の設置

○検索機能

○税金などのクレジット決済

＜窓口カウンターや案内表示に関する意見・提案＞

○わかりやすい窓口作り。
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○わかりやすい案内

○どの課だか窓口がわからない。

○窓口に仕切りを付けてほしい。

○窓口が狭い。

○カウンターを低くしてほしい。

○カウンターは地場産木材で。

○話がしやすいようテーブルの幅は狭い方がいい（耳の遠い年寄りが多い為）。

○書類の内容を机のモニターで大きく表示する。

○相談室を増やしてほしい。

○個人情報の保護（話し声や視線が気になる。）

＜待合に関する意見・提案＞ 

○待合室は広い方が良い。

○子供を遊ばせるスペース

○母親の目が届くようにガラス張りの遊び場所

○待っている間のやさしい対応

○特に市民課は椅子を多く置いてほしい。

＜フロア等に関する意見・提案＞ 

○一目で見渡せる。

○機能的・能率的な配置

○車いす等の利用をしやすくしてほしい。

○滑りにくい床

○伝言板を設置

○バリアフリーのフロア

○快適なトイレ

○科学物質過敏症の人も安心

＜職員に関する意見・提案＞ 

○職員全員が案内係

○連動性と迅速な処理

○立って応対、親切な応対

○行政と市民の距離感を近く。

○リラックスして話し合える雰囲気

＜その他に関する意見・提案／妙義庁舎＞ 

○妙義庁舎に市民窓口を残してほしい（高齢者・交通弱者対応）。

○地域振興係を残し、窓口担当に。

○妙義庁舎の今後の有効利用も配慮してほしい。

４ 自由意見

○新庁舎を建てるということさえ知らない人が多い。立派な庁舎を建てても活用はできな

いのではないかと思う。みんなで考えてつくり上げていくのが趣旨だと思う。

○「今こんなことをやっている」と市のホームページに載せて、市民の代表者がこういう

ことを話し合っていると市民に周知すべき。それこそが開かれた庁舎で開かれた行政。
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○建物が庭を取り囲むように４棟建っているが、一括して片側に設けて、もっと広々と庭

をとれるような配置はどうか。

○今回の提案に対して、どの意見が反映されたとか本当に必要なのかとか、すり合わせの

ようなものはどうするのか。今後もワークショップみたいなものを続けていった方が良

いと思う。

○もっと新庁舎建設をＰＲしてほしい。
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富岡市新庁舎設計市民ワークショップ名簿 

氏名 団体等名称 備考 

新井 久敏 元市庁舎市民検討委員会委員   

新井 亮一 公募市民   

石井 理 元市庁舎市民検討委員会委員   

磯貝 香津夫 元市庁舎市民検討委員会委員   

岡田 廣志 富岡商工会議所   

荻野 多美子 元市庁舎市民検討委員会委員   

木内 啓史 社会福祉法人 富岡市社会福祉協議会   

小須田 理恵 富岡市小中学校 PTA 連合会   

小堀 良夫 元市庁舎市民検討委員会委員 

齋藤 翔太 公募市民   

須藤 京子 元市庁舎市民検討委員会委員   

高木 良次 連合群馬富岡地域協議会 
元市庁舎市民検討委員会

委員 

武井 哲郎 富岡市観光協会 
元市庁舎市民検討委員会

委員 

堀田 春子 富岡女性懇談会   

真砂 芳夫 元市庁舎市民検討委員会委員   

三田 武夫 元市庁舎市民検討委員会委員   

宮﨑 均 前橋工科大学工学部教授 ファシリテーター 

茂木 正有 社団法人 富岡青年会議所   

矢島 守正 元市庁舎市民検討委員会委員   

矢野 勅仁 元市庁舎市民検討委員会委員   

吉田 憲彦 富岡市区長会 地元区長 

渡辺 貴代 富岡市ボランティア連絡協議会 
元市庁舎市民検討委員会

委員 

※敬称略、五十音順 
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