
平成 29 年 7 月

和泉市 庁舎

和泉市新庁舎整備基本計画 市民ワークショップのまとめ 

みんなで考えた
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ワークショップの概要

▍ ワークショップの概要

新庁舎の設計・施工の根幹となる「和泉市新庁舎整備基本計画」の策定にあたり、「和泉市新庁舎

整備基本計画市民ワークショップ」を開催し、新庁舎に求められる機能について話し合っていただき

ました。

ワークショップには、２１校区代表、和泉市障がい者団体連絡協議会代表、和泉市防災協会代表や

公募市民の方々にご参加いただきました。

このワークショップは、“市民の視点から、望ましい庁舎のあり方を考える”場として運営し、活発

な意見交換をしていただきました。

▍ ワークショップの位置づけ

ワークショップでのご意見を踏まえ、新庁舎に導入する機能等について、『庁内検討組織』で検討

を行います。

▍ ワークショップの経緯

回 実施日
参加

人数
検討事項

第１回 4 月 8 日（土） 32 現庁舎の良いところ・悪いところ、新庁舎に求めるものについての意見交換

第２回 4 月 29 日（土） 34 新庁舎に求める機能や改善点などのキーワードの抽出

第３回 5 月 13 日（土） 35 新庁舎に必要な機能や、新庁舎にふさわしいコンセプトについての意見交換

第４回 5 月 27 日（土） 33 必要な機能のゾーン分けやフロアの配置についての意見交換

第５回 6 月 10 日（土） 32 新庁舎の各フロア内の配置についての意見交換

第６回 6 月 24 日（土） 36 新庁舎案について各班のプレゼンテーション、意見交換

▍ ワークショップの様子

ワークショップ

市民の視点から、望ましい

庁舎のあり方を考える

庁内検討組織

新庁舎に導入する機能等について

検討を行う
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ワークショップの結果

現庁舎について、普段から感じていることを出し合おう！

▍ 概要

日時 平成 29 年 4 月 8 日（土） 午前 10 時～

会場 和泉市役所 3 号館 3 階 市議会委員会室 

公開・非公開の別 公開 

参加者 32 名 

1. 現庁舎の視察

現庁舎の特徴や課題についての活発な意見交換を促す目

的で、実際に現庁舎内を見学していただきました。

2. グループ討議

現庁舎の良いところや悪いところ、新庁舎に求めるもの

をテーマとして、参加者の中から進行役を決め、活発な意

見交換を行いました。

▍ 協議結果

各グループの意見をまとめると、以下のような意見がありました。（抜粋）

現庁舎の良いところ

キーワード いただいたご意見 意見の傾向

防災拠点
機能

防災拠点 低層であり、火災・災害時に逃げやすい 
 災害時の避難のしやすさ

について評価

窓口機能

受付 受付の位置が良い 

 誘導ライン等のわかりやす

い工夫について評価

 職員の対応の良さについ

て評価

 市民が利用する部局が利

用しやすい場所に配置さ

れていることを評価

案内 
行きたい場所への誘導ラインがあってわかりやす

い 
職員の 
対応 

声をかけやすく、接客が良い、案内係の対応が良
い 

配置 

子育てや高齢者等の窓口がまとめられ、ワンストッ
プが充実 

入口近くに多くの市民が利用する市民室があるの
は良い 

よく利用するところが玄関から近い 

その他

庁舎 
位置 

地面が平らな場所にある（和泉府中駅からアップ
ダウンが少ない） 

 駅からのアクセスのしやす

さを評価
和泉府中駅から近い 

トイレ 
明るくてよい 

 トイレや駐車場の使いや

すさについて評価

３号館１階トイレ「幼児用便座設置しています」の
表示が親切 

駐車場 広くてよい 

その他 
温かみがある 

 庁内の雰囲気を評価
壁が少なく、オープンな感じが良い 

第１回
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現庁舎の悪いところ

キーワード いただいたご意見 意見の傾向

防災機能 防災拠点 危機管理できる建物ではない 

 災害時の避難、危機管理

機能について不安

老朽化が目立つ（雨漏り、床のたわみ） 

耐震性が不安 

サイン 非常口のサインが小さく見にくい 

その他 通路等に物が置いてある 

防犯・ 
セキュリティ

個人情報 各課机のまわりに書類が山積みで、個人情報が
心配 

 プライバシーの確保に対

する不安セキュリティの不安がある 

デスクが丸見え 

窓口機能 案内 建物が細かく分かれて、課、係位置がわかりにく
い 

 建物が分かれていることに

よるわかりにくさを指摘

 庁内の動線の複雑さ、案

内のわかりにくさを指摘

動線が複雑でわかりにくい、迷路になっている 

目的の場所に行くのが不便 

案内看板などに統一性が感じられない 

説明をもう少し分かりやすくして欲しい 

相談 カウンターで隣の声が聞こえる  プライバシーの確保に対

する不安相談スペースが狭い 

執務機能 配置・ 
広さ 

会議・打合せスペースが不足 
湯沸し室が無駄に多く広い（会議室や休憩室の

数が欲しい） 

 会議や打ち合わせスペー

スの不足を指摘

雰囲気 役所内が暗い 

 執務室内の雰囲気（明るく

ない）について指摘

執務時間の職場に明るい雰囲気がない 

壁に貼り紙が多い、不要なものもあるのではない
か 

パンフレットの置き場所が多くて汚い 

ユニバーサル
デザイン 

多言語
対応 

「総合案内板」に多言語表示がない（それぞれの
部署にはある） 

 歩きづらさ（狭さ、段差等）

に対する指摘

 建物間の連絡がスムーズ

でないことに対する指摘

 外国人や子供連れ、高齢

者、障がい者等への配慮

が足りないことを指摘

子ども 
対応 

キッズスペースがない 

通路が狭く、ベビーカー等が置けない、歩きづら
い 

高齢者・
障がい者

対応 

階段が急すぎる 

バリアフリーができていない 

連絡通路（ジョイント）は自動ドアにすべき 

他の建物とのアクセスが悪い（上がったり下がっ
たり、道を渡ったり） 

障がい福祉課の近くに車椅子の入れるトイレが
見つからない 

その他 アクセス 駅から遠い 

 庁舎へのアクセスの不便

さに対する指摘

公共交通との連絡がよくない 

前面道路（府道 30 号線）大阪方面から進入しづ
らい 

その他 ロッカーが多い（使えないものが多い） 

 その他の不便さや見栄え

の悪さを指摘

古いから全体としてごちゃごちゃしている 

利便性が悪い 

特産品の展示スペースにホコリがかかっている 
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新庁舎に求めるもの

キーワード いただいたご意見 意見の傾向

防災機能 防災拠点 津波で浸かっても大丈夫な庁舎 

 災害時の安全性を確

保してほしい

災害時の避難場所としての機能 

周辺道路の整備 

駐車場に臨時トイレを簡単に設置できるマンホー
ル 

災害時の隣接道路との接続及び周辺家屋の倒壊
を考慮 

データのシティプラザとの二元管理 

ロッカーではなく、作りつけの収納が地震に良い
のでは

防犯・ 
セキュリティ

プライバシー 個人情報をしっかり管理できる書庫スペース  個人情報をしっかり

守ってほしい

窓口機能 案内 入ってすぐに行き先がわかる 

 行き先（目的の部署

等）への案内をわかり

やすくしてほしい

行先をパソコンで検索できる 

案内人がすぐ見える 

各部署の責任者の在席表示（ランプ、札等） 

多言語表示の記帳台 

配置 各部の責任者が市民と容易に接することができる
配置  高齢者や障が い 者

等が利用しやすい場

所に窓口を配置して

ほしい

後期高齢者の部署は玄関に近いところに配置 

入ってすぐに福祉関係の窓口 

色々な手続きが 1 ケ所で済む 

相談 何でも相談室の複数設置（OB 活用） 

 相談スペースを確保

してほしい

市民相談の代表窓口 

各部の方と話し合えるスペース（窓口とは違う） 

パーテーションのある相談コーナー 

ユニバーサル
デザイン 

子ども 
対応 

キッズスペース設置（こども部に来られた親子が安
心し待っていられる） 

 子ども連れでも安心

して来庁できるように

してほしい

高齢者・
障がい者

対応 

｢障がい福祉課｣に個別面談ができる区画（障がい
者プライバシー考慮） 

 高齢者や障がい者の

利便性やプライバシ

ーを確保してほしい

できる限りバリアフリー化 

老人が上りやすく下りやすい階段の幅 

もう少し良くして欲しい、近代化 

障がい者用トイレを多く設置 

環境配慮 エコ ゼロエネルギーで動く庁舎（電気、水道、トイレ）  環境にやさしい庁舎

としてほしい

駐車場駐
輪場機能

駐車場 近くに配置 

 駐車場を使いやすく

してほしい

12ｍの大型バスが進入できる広さの玄関 

駐車場からは傘不要 

地下にまとめる 
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キーワード いただいたご意見 意見の傾向

その他 憩いの場 喫茶、癒し、音楽等を聴くことができ、市民がゆっ
くり過ごせるコーナー  来庁時にゆったりと

休憩できるようにして

ほしい

訪問のついでに憩える場 

建物の最も良い場所（高層部等）への食堂や喫茶
コーナー 

市民交流 市民の作品、市の産物等の展示、即売スペース 

 市民活動が行い や

すい庁舎にしてほし

い

物産、展示だけでなく、受注や販売できる窓口 

北西部の拠点であるので、1,000 人規模を収容で
きるホール 

相談、打合せ、書類整理のためのパブリックスペ
ース（イス、机、コピー機、シュレッダー） 

アクセス 進入路の整備 

 交通面での利便性を

確保してほしい

府道 30 号線（前面道路）大阪方面からの進入の
改善 

和泉府中駅から自転車、徒歩で来れる道路の整
備 

シャトルバス（市役所～和泉中央、リージョンセン
ター他） 

その他 和泉市のランドマークとなる特徴ある施設 

 和泉市らしさやその

他の利便性に配慮し

てほしい

旧建物と新建物とのデザイン的融合と機能的融合

入口ガラスに大きな市章を入れる 

庁舎に入れば何処に行くにも雨がかからない 

大型スクリーン（行事、ニュース等放映） 

30 年後、40 年後の姿を見据えて考える 

和泉市観光案内窓口、MAP、パンフレット等設置

柱をなくしフロアー全体が見渡せる 

・参加された人のいろんな建設的意見をお聞きできて良かったです。 

・活発な意見交換がありよかった！ 

・メンバーが優秀で大いに勉強になった。 

・新庁舎建設に関われてよかったです。 

・市民の気持ちを言い表している。立案に際し参考として欲しい。 

・想像していたより楽しく活発に話し合いが出来ました。次回が楽しみです。 

・仕事、家庭では気がつかない点を知ることができました。 

・色々な職業の方が居て、良い話を聞かせてもらい出会いがあって良かったで

す。 

・共通した思いもあるが、人それぞれ違った考えもあり面白かった。 

・色々な人々の意見があったことに市民の声が根強いものであろうかと思われ

る。今後の当 WS に期待したい。 

参加者のみなさんの声 
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どんな機能が必要か？具体的に考えてみよう！

▍ 概要

第２回

日時 平成 29 年 4 月 29 日（土） 午前 10 時～

会場 和泉市役所 3 号館 3 階 市議会委員会室

公開・非公開の別 公開

参加者 ３４名

第２回では、「求める機能や改善点などのキーワードの抽出」をテ

ーマとし、主にアクセス機能や、庁内の案内機能、窓口機能、ユニバ

ーサルデザインなどの基本機能について、グループ内で意見交換をし

ていただきました。

第３回

日時 平成 29 年５月 1３日（土） 午前 9 時 30 分～

会場 和泉市コミュニティセンター 1 階 中集会室

公開・非公開の別 公開

参加者 3５名

第３回では、第２回に引き続き、新庁舎に必要な機能について、

「何のために必要か」「何を整備するべきか」「具体的にどのように

整備をするべきか」について議論を深めていただきました。さらに、

次回以降で各班の新庁舎への想いを形にするために、新庁舎にふさわ

しいコンセプトを考えていただきました。

第２回 第３回
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▍ 協議結果

基本機能（使いやすさ･便利さ、付加機能、和泉市らしさ）を考える

キーワード いただいたご意見 意見の傾向

防災機能 防災拠点 南海地震対応、津波対策 

 地震や津波に対応でき
る建物構造とする

 非常時に役立つ設備等
を導入する（公衆電話、
AED、ヘリポート等）

耐震または免震構造にする 

東南海地震に対応した設計、他市（岸和田市
等）との連携 

AED の設置（できれば各階に） 

公衆電話の設置 

災害時に使用できる多目的エントランスホール

庁舎入口は大きく一つ、小さく二つ 

屋上ヘリポート 

四方に非常出口（災害時に開放） 

防災道路の拡充 

屋根付きの１階回遊路（防災で物置として利用）

窓口機能 受付 来客を知らせるベル（押しボタン）の設置 

 入り口付近に総合的な
窓口の設置 

 円滑に受付を行う設備
の設置

玄関にカメラ、パソコン設置 

呼び出しシステム（順番待ち時に他の場所へ行
ける） 

１階にワンストップ機能 

総合案内所、総合窓口 

待ち時間の多い窓口付近は広く、そうでない所
はそれなりに 

入口近くに窓口配置 

案内 ホールに電光掲示板設置 

 来訪者が迷わない案内
設備の設置（電光掲示
板、音声、タッチパネル
等）

 総合的な案内機能の充
実、案内人の設置等）

自動案内、案内ロボット設置 

各階ホールに案内板設置 

音声、タッチパネル案内板 

総合案内書（説明）（部署の案内、手続きの一
覧） 

部署のカラー分け、動線の色分け 

迷っている人をフォローしてくれる案内人 

相談 子育て、高齢者、障がい者窓口に個室 

 プライバシーが守られる
ブースの確保

プライバシーが守れるブース 

市民が気軽に相談できる窓口 

配置 １階正面には一般市民の来庁する必要が高い
課を配置（子育て、高齢者、障がい者） 

 低層階に福祉、子育て、
市民相談等の窓口を配
置

市民との接点が多い部署を広くする 

１階は高齢者ゾーン、子育てゾーンを分ける 

子育て層、高齢者の利用は低層階に設置 
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キーワード いただいたご意見 意見の傾向

窓口機能 配置 福祉関係を１階に集中させたわかりやすい配置

障がい者利用の課は避難誘導を早くするため
に１階、２階の低層階に配置 

正面に包括支援センター、福祉総務課 

１階に市民相談室 

教育委員会、幼稚園、保育園関係課は同じ階
に一本化 

小会議室を７、８階に設ける 

執務機能 夜間・土日
対応 

住民票や印鑑証明等書類の夜間、土日発行 

 夜間・土日の窓口対応
等

和泉シティプラザ出張所と連携し土日祝の一部
市業務実施 

土日開放 

ユニバーサル
デザイン 

多言語 
対応 

多言語インフォメーションパネル 
 外国人への対応（多言

語案内の設置等）表示看板の３ヶ国語表記 

子ども対応 子連れ親子のための対応、施設 

 高齢者や障がい者、子
育てに配慮した設備等

授乳室の設置 

キッズルーム（保育つき）やボランティアミーティ
ングルーム 

各階にキッズスペース配置（母子が近くに） 

室内のキッズスペース、授乳室（案内だけ）、こ
子ども未来室等 

子育て関係のフロアに人を配置したキッズスペ
ース（安全面の十分な配慮を行う） 

女性スペースは、広く数も多く、チャイルドシー
ト、おむつ換えコーナー設置 

男女共用おむつ換えスペース 

高齢者・
障がい者

対応 

庁舎内移動に介助や案内のできるボランティア

聴力障がい者のコミュニティ手段の確保 

視覚障がい者のコミュニティ手段の確保 

高齢者のための対応、施設 

バリアフリーを優先 

 バリアのない動線の確保
（幅広の通路、エレベー
ター、エスカレーター、
手すりの設置等）

広い階段 

階段なし、スロープなし 

入口は段差なし 

玄関と関係部門を手すりでつなぐ 

広いエレベーター 

エスカレーター 

車椅子がすれ違える通路幅 

前提として土地の高低差をなくす 

環境への
配慮 

エコ ゼロエネルギー庁舎（太陽エネルギー、雨水利
用） 

自然エネルギーを利用した庁舎 

 エコに配慮した庁舎、設
備の設置
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キーワード いただいたご意見 意見の傾向

環境への
配慮 

エコ 駐車場の屋根に太陽光パネル 

感応式トイレ照明 

５階に屋上庭園、７階の上に太陽光発電 

議会機能 議場 議場の有効活用（可動式椅子にして、1,000 人
収容可能なホール、小体育館等他の利用） 

 議場の活用

 親しみやすい議場の整
備

議会に参加しやすい場を設ける 

議会入口をもっとオープンにする 

議会を傍聴しやすくする 

議場を親しみやすくする（映画・試写会、音楽・
コンサート） 

議場の周りに絵画を飾る 

駐車場
駐輪場
機能 

駐車場 駐車場～庁舎間を屋根付き歩道 

 わかりやすい、使いやす
い駐車場・駐輪場の確
保

 雨にぬれない動線での
配置

 駐車場のフレキシブルな
利用

駐車場内安全対策（特に子どもの移動） 

車を降りて車道を横切らないルートの確保 

市民サービス用駐車場の確保（バス停車可能）

（庁舎利用で割引券や回数券がもらえる） 

台数にとらわれず、スペースをゆったりと 

ゆったりめの駐車スペース 

来訪者無料で来訪者以外は利用不可 

駐車場出入り口をしっかり整備してほしい 

地下駐車場の検討 

駐車場の拡大利用、舞台（仮）の設置 

駐車場での自転車教室 

駐車場の形状により別の利用ができるように 

駐輪場 屋根付き駐輪場（収容台数は現状どおり確保）

表示板設置等による明確な場所表示 

来庁車用と職員用の明確な区分 

その他 憩いの場 喫茶店、レストラン 

 市民の憩いの場の確保
（喫茶、展望台等）

フリースペース（コーヒー）平日、土日祝 

（できれば時間を決めて無料券発行） 

屋上展望台（待ち時間対応） 

リラックスできる BGM、映像を待合で流す 

座って休めるソファー 

市民交流 40～50 人収容ミニコンサート、ミニ映写会 

 イベントや市民活動が行

える施設の整備

 市民が憩える屋上庭園
の設置

 観光スペースの確保

成人式ができる会場 

市民が市民の必要に応じた対応を自助的にし
てくれる部門 

市役所前オープンスペースでコンサートやイベ
ントができる 1,000 人規模の大規模会場 

市民広場の確保、イベント音楽スペース 

多様な世代が交流できる庁舎 
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キーワード いただいたご意見 意見の傾向

その他 市民交流 屋上庭園にランチができるカフェ、レストラン、展
望スペース、方向説明 

駐車場等の屋上に庭園 
（子供スペース、固定しない遊具、ブランコ） 
体験所、疑似体験（ボランティアの人） 

ラウンジ風待合スペース 

アクセス 庁舎入口（府道 30 号）の混雑緩和 

 前面道路の改良

 公共交通でのアクセスの

充実等

庁舎前道路の整備 

庁舎周辺道路の４車線化 

「和泉市役所北」交差点から市役所入口で片側
２車線化 

国道 480 号バス停を庁舎北交差点付近に設置

市役所の外への看板設置を増やす 

府道 30 号の歩道の安全確保（車の危険度をな
くしてほしい） 

バスルートを見直して乗車時間短縮 

公共コミュニティバス（各地区からの）の市役所
内乗入 

高齢者向け和泉府中駅、和泉中央駅～市役所
間のシャトルバス 

庁舎内一般車通行禁止 

市の PR 市のジオラマ作成（10ｍ×10ｍ） 

 市の PR スペースの確保

テクノステージの企業紹介を市庁舎で流す（PR
料は頂く） 

和泉市地図を総合案内所に貼る 

PR コーナー（和泉市の歴史、遺跡、文化の説
明） 

FM COCOLO 朝の和泉市提供番組でのアピ
ール 

市の魅力創生に「和泉市八十八箇所」を作る 

市の魅力アピールをする語り手 

おもてなし所、情報公開、発信拠点、観光案内
所 

庁舎の模型展示 

魅力と可能性の発信基地として「和泉市俯瞰
室」を常設 

（相当規模のジオラマ（縮尺模型）を作成） 

和泉市 
らしさ 

敷地内中央シンボルモニュメント 

 和泉市らしさ を象徴す
る材質、デザインの採用
（いずもく、水仙等） 

いずもく（和泉木材）を使った内装 

地産地消、地方創生の観点からブランド化した
和泉市産木材を優先使用 

高床式、弥生博物館、 
外観：池上曽根遺跡のイメージ、モダン、太陽
光 
内部：近代的 

市の特産物が食べられる 
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キーワード いただいたご意見 意見の傾向

その他 和泉市 
らしさ 

市の地産や SATOMATCHI スペース 

文化、祭りの紹介、だんじり、久保惣等のミニチ
ュア展示 

庁舎内部に市歴史を内外にアピールできる 

和泉市の魅力のひとつである旧村、まちなみの
紹介 

その他 少子高齢化、人口減少に対応した等身大の市
庁舎 

 その他、付加施設・設備
等への要望

 開放的なデザインの採
用

 その他、モニュメントの設
置（賛否）、職員の対応
等

 使いやすくシンプルな庁
舎

人口減少による市役所の余分面積を後で有効
活用できる作りにする 

庁舎内の床は、転倒時の怪我防止に滑りにくい
クッションフロア使用 

庁舎入口は大きく一つ、小さく二つ 

２箇所の庁舎出入口 

福祉コンビニ（障がい者が働くコンビニ） 

来庁者に対する職員の挨拶の徹底 

職員の仕事の質向上、知識技能向上 

市内にモニュメントがいくつもあるが陳腐化して
おり不要 

器だけでなく中身（職員一人ひとり）がスマイル
都市実現のため先頭に立つ 

市民の具体的問題に多面的に連携がとれ、サ
ポートできる庁舎 

文化財振興課を活かすためにエントランスの近
くに配置 

ガラス張り市長室 

外観は明るい色 

市の花である水仙をイメージしたデザイン、シン
プルなもの 

吹き抜け（１、２階） 

吹き抜けエントランス（音楽会ができるような） 

開放的なデザイン 

100 年後を見据え利便性を追求しシンプルに 

シンプルで丈夫で長持ちする庁舎 

安全面を第一に置きシンプルに（豪華にする必
要なない） 

市役所の機能に特化する 

市役所で働く人にやさしいつくり 

使いやすさ、便利さを追求し、シンプルで維持
管理を容易に

お金を掛けない（無駄がない）
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・様々な意見を聞かせていただきとても勉強になりました。有意義な場に参加させ

ていただき感謝しています。 

・前回よりも前向きに楽しく討論できた。 

・市民ＷＳの守備範囲として、前回の反省として、３本柱のうち「市民にやさしい

利便性の高い庁舎」の分野にやや限定する流れになっているように感じます。防

災面や環境面での意見も随時紹介していただき市の見解を示していただきたいと

思います。 

・何処まで意見が反映されるのか期待したいが… 

・和泉市らしさをアピールする点、もう一度良く考えたい。 

参加者のみなさんの声 
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実際に配置して、みなさんが考える理想の庁舎を作ってみよう！

▍ 概要

第４回

日時 平成 29 年 5 月 27 日（土） 午前 9 時 30 分～

会場 和泉市コミュニティセンター 1 階 中集会室

公開・非公開の別 公開

参加者 33 名

第４回では、議場を見学した後、新庁舎の簡易模型を会場に設置

し、具体的なイメージをしながらの議論となりました。グループ討

議では、これまでのワークショップで出た意見を踏まえ、「新庁舎

のコンセプト」に加えて、「必要な機能のゾーン分け」や、それを

「新庁舎のどのフロアに配置するか」など、具体的な新庁舎像を話

し合い、第５回、第６回に向けて各班の案の作成に取り組んでいた

だきました。

第５回

日時 平成 29 年 6 月 10 日（土） 午前 9 時 30 分～

会場 和泉市コミュニティセンター 1 階 中集会室

公開・非公開の別 公開

参加者 32 名

第５回では、前回検討した「新庁舎のコンセプト」や「必要な機能

のゾーン分け」をもとにして、各フロアや敷地内の配置を考えまし

た。各班で考えた必要な機能を、どれくらいの規模でどこに配置する

か詳細に検討し、その案に込めた想いを図中に書き込みました。第６

回で予定しているプレゼンテーションに向けて、これまでの市民ワー

クショップの集大成となる理想の庁舎像を各班で作成しました。

第６回（最終回）

日時 平成 29 年 6 月 24 日（土） 午前 9 時 30 分～

会場 和泉市コミュニティセンター 1 階 中集会室

公開・非公開の別 公開

参加者 36 名

最終回となる第６回では、これまでのワークショップの集大成とし

て、各班で作成した新庁舎案をプレゼンテーションしていただきまし

た。各発表のあとには他の班からも質問があり、参加者同士の活発な

意見交換が行われました。

第４回 第５回 第６回
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▍ 各班の新庁舎案

A 班

案のポイント

 １階と２階をつなぐ吹き抜けと、１階フロア中央の 180℃見渡せる円形待合スペースが最

大の特徴。

 高齢者等にとっての使いやすさ、プライバシーの保護等を重視したプランである。

基本的な考え方

100年後を見据え、利便性を追求し、シンプルに！！

 新庁舎は十分なメンテナンスをすれば 100 年は持つと思う。100 年後のニーズは変わるので、

メンテナンスが安く、リニューアルがフレキシブルにできる庁舎を目指す

導入機能等

コンセプト

ゾーニング（概ねの配置）

 重視したのは福祉関係。高齢者や障がい者の対応が一番気になるところ。１階の一番い

い場所に置くことを検討。

Point!! 
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配置計画（フロア詳細）

 市民がよく利用する部署（福祉関
係）をこのエリア（１階・２階）
にまとめた。ここに収まらなけれ
ば３号館をつないでも良い。

 総合カウンターを置き、人員を多
く配置して、目的の窓口へ迷わず
行けるように案内する。また、窓
口での呼び出しは番号札を使っ
てプライバシーに配慮する。

 込み入った話などができる個室
の相談室を 10個くらい設ける。

 現在は携帯電話の利用が多いも
のの、公衆電話を必ず設置する。

 案内表示はあまり高いところで
はなく、目の高さでわかるところ
につける。

 車いすが労なく入るようなテー
ブルを設置する。

 １階フロアの中央に、来庁者がく
つろげるような 360℃見渡せる
円形の待合スペースを設け、その
周囲を取り囲むように福祉・総務
関係の窓口・執務室があるのが理
想ではないかと考えた。盆踊りに
たとえると、真ん中の待合スペー
スが盆踊りの輪で、窓口・執務室
が屋台店である。

１階

Point!! 

２階

 吹き抜けで、１階からも見えて視
野が広いところが魅力。

 市民の出入りや対応がしやすい
ように、高齢介護室を含めてこの
エリアに固めた。

 市民のプライバシーの保護と、職
員が市民の顔を見ながらきちん
と対応できることを重視した。

 生活福祉は個人的な対応が望ま
れる部分であり、その点を考慮し
て２階に配置し、パーテーション
などで区切ってはどうかと考え
た。イメージしたのは銀行の窓口
である。

Point!! 
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Ｂ班

案のポイント

 シンプルで使いやすいことに重点をおいてプランである。

 特に、窓口機能にこだわり、誰もがスムーズな利用を実現することを目指している。

基本的な考え方

コンセプト 市役所の滞在時間を最短に！！　３S（スピーディー×シンプル×親切さ）

 滞在時間を最短にすることを目指す、「３Ｓ（スリーエス）：“スピーディー”、“シンプル”、“親

切”」がコンセプト

導入機能等

具体的な機能・設備

総合案内（行き先案内）

フロアマネージャー

迷わず分かりやすい 相談窓口

障がい福祉課

プライベート相談室

高齢介護室

市民室

こども未来室

指導室

教育委員会

立体駐車場

福祉ゾーン

市民ゾーン

教育ゾーン

系統（ゾーン）

受付ゾーン

最短の滞在時間を
目指す

ゾーニング（概ねの配置）

 市民生活に直結する、１～３階の受付ゾーン、福祉ゾーン、市民ゾーンの配置を主
に考えた。 

 各フロアの配置については、どこに行けばよいかがわかりやすくなるように考えた。
 ソフト面では、各フロアに銀行の入口にいるようなフロアマネージャーを配置し、目的

の窓口の場所や書類の書き方などを案内できるとよい。

Point!! 
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配置計画（フロア詳細）

１階

 まず駐車場から雨に濡れずに建
物に入れるように、屋根付きの通
路を設置する。

 受付ゾーンを充実させ、来庁者が
どこへ行けば目的の手続きがで
きるのかがすぐにわかるように、
受付の機能を強化する。自分で検
索できるパソコンなどの設備も
設置すればよい。

 新しい庁舎と３号館が一体的に
利用できるように３号館も福祉
ゾーンとし、生活福祉や年金関係
の部署を配置する。

 福祉ゾーンは待合場所を広く取
り、障がい福祉課や高齢者介護室
等は個別の相談室を設けてプラ
イバシーに配慮する。

Point!! 

２階

 市民室や税務室など、市民生活に
直結する部署を置く。

 道路、まちづくりなど、市民生活
に関わるすべての部署を２階に
まとめる。

 ２階に設置するトイレは、多目的
で使いやすく、立派なものがよ
い。

 エレベーターや階段などもわか
りやすいところに設置する。

Point!! 
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配置計画（フロア詳細）

３階

 教育委員会やこども未来室等を配
置し、こどもや教育に関すること
は何でも相談できるようにする。

Point!! 
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Ｃ班

案のポイント

 コンセプトに「活力と賑わいあふれるスマイル新庁舎」を掲げ、この考えにぶれることなく

一貫した議論を積み上げ、完成された。

 災害時や将来の配置転換にもフレキシブルに対応できる視点を持ったプランである。

基本的な考え方

 コンセプトは「活力と賑わいあふれるスマイル新庁舎」

コンセプト 活力と賑わいあふれる　スマイル新庁舎！

導入機能等

具体的な機能・設備

市のジオラマ

市内企業の広告スペース

観光案内スペース

特産品・企業の製品の展示スペース

木材（和泉産）の活用

就職案内スペース

足湯付

若い人が来たくなる機能（体験教室スペース）

子育てを支援できる機能（家賃補助・無料保育等）

キッズスペース

大阪府構想を見据えた機能

市の問題を要望でき、議論できる市民スペース

（おしゃべりカフェ）

駐車ゾーン 駐車場の多目的利用

議場ゾーン 5F 議場の多目的利用

最上階の展望空間（いこいの広場）

特産品販売スペース

コンビニ（イートイン含む）・食堂・喫茶

Free Wifi

太陽光発電

未来ゾーン 1F 将来の空きスペース活用（利用）

防災広場ゾーン 防災広場（アーケードのようなもの）（屋外　屋根付）

案内スペース（土日案内含む）

休日の市民窓口対応スペース

職員の仕事の質を向上させる機能（あいそ）

アクセスゾーン バス停

系統（ゾーン）

案内ゾーン 1F
スマイル（新庁舎）

エントランスゾーン 1F活力

魅力ある和泉ゾーン 6F

賑わいあふれる

サービスゾーン 6F

その他

ゾーニング（概ねの配置）

 活力：1F のエントランスゾーン 
 賑わいあふれる：中高層階のサービス施設や議場
 スマイル：1Fの案内施設や防災への対応
 屋外にはピロティ（広場）を設け、災害時、救援物資等を搬入・搬出したり仕分けたり

する際に、できるだけ動線を広く確保できるように、新庁舎１階防災広場側に配置する。

Point!! 



20 

配置計画（フロア詳細）

 非常時は停電でエレベーター等
が動かなくなる可能性もあるの
で、１階がフルに機能を発揮でき
るように設備や物をあまり固定
せず、非常時には取り払って開放
できるものがよい。

 入口を入ってすぐのところに、大
きなジオラマ（和泉市の模型）を
置く。市外から来た人にも“これ
が和泉市か”と印象づけるよう
な、インパクトの強いものがよ
い。

 新庁舎と３号館の１階に設ける
待合スペースの周りには、市の特
産品や防災グッズの販売スペー
ス、市民ギャラリー、観光案内ス
ペース等を置き、待っている間に
閲覧や買い物ができるようにす
る。さらに、議会の様子をモニタ
ーで映して視聴できるようにす
る。

 総合受付や市民室など、人が頻繁
に利用するところを入口の近く
に配置する。

 総合受付では、和泉ボランティ
ア・市民活動センター「アイ・あ
いロビー」が、耳が聞こえない人
に紙に書いて案内する「耳マー
ク」を提案していることを参考に
する。また、外国人などいろいろ
な人への対応を総合受付で案内
できるとよい。

１階
Point!! 

５階

 ５階には議場を置き、議会の様
子を子どもたち等が見学でき
るように、ガラス張りにする。

 議会のない時は多目的な部屋
として活用する。

Point!! 
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配置計画（フロア詳細）

６階

 ６階は交流をテーマにしたフ
ロアにする。

 喫茶スペース（おしゃべりカフ
ェ）は、単に飲食をするだけで
なく、市民が集って悩みを相談
し合ったり、市の職員とも交流
できるオープンなスペースと
して活用し、体験教室ではお菓
子教室や料理教室などを開催
できるようにする。

 キッズスペースは、屋内と屋外
を跨いでつくる。

 憩いの広場はかなり広いスペ
ースで、たとえば皆でお弁当を
食べたり、星空観察などの市民
向けのイベントを開いたりで
きるとよい。

Point!! 
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Ｄ班

案のポイント

 進入路からのアクセスや概観等、広い視点で考えられているだけでなく、将来の人口減少社

会を見据えたしっかりしたコンセプトの元に成り立っているプラン。

 限られた討議の時間の中で、多くのフロア（屋外も含めて）の検討がされている。

基本的な考え方

 シンプルに使いやすく、スピーディーにいろいろなことができる市役所を目指す

 将来の人口減少の時代に向けて“単純に

コンセプト シンプルで使いやすく（スピーディ）

導入機能等

系統（ゾーン） 具体的な機能・設備

子どもづれの窓口

子どもが待っているスペース

キッズスペース

高齢者の窓口

障がい者の窓口

長い時間の対応要

プライバシー保持のため個別ブース

別の打合せスペース（窓口とは別）

障がい者用のエスカレーターの設置

タイプに応じた窓口の設置と（総合）事前案内

定型的な手続き（証明）窓口

多様なニーズに応える相談窓口

証明書の受取

書類（住民票など）提出

屋根付の駐輪場

駐車場の台数確保

駐車場の有料化

コミセン用の駐輪場の確保

シンプルな議会議場

防災の企画・指揮

来庁者用の食堂・レストランは不要

アクセス

その他

窓口機能

高齢者・障がい者
対応ゾーン

子ども対応ゾーン

ゾーニング（概ねの配置）

 働いている方たちが使われる食堂や購買のようなものは構わないが来庁者のための
レストランやお店などは原則考えない。（土日閉まると、お店は撤退する為。） 

 エスカレーター（上りも下りも必ず入れる）は窓口のある 1 階・2 階までとして、そこ
から上の執務室、議会は、原則エレベーターで移動。

Point!! 
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配置計画（フロア詳細）

屋外

 市の南部の住民の多くは、シテ
ィプラザを利用するため市役
所の利用はそれほど多くない
と思われる。またバスは市役所
を中心には走っていないので、
近隣の人が車か自転車で来庁
することが多いだろうという
前提で、駐車場と駐輪場の配置
を考えた。

 計画に伴い府道 30 号線の右折
専用車線を市役所の駐車場を
セットバックしてもいいから
設けることで、右折車輌に起因
する渋滞の解消を図る。

Point!! 

１階

 1階に総合窓口を設け、来庁者
への窓口案内サポートを担う。

 高齢介護の相談、障がい福祉や
こども未来室、教育委員会の関
係を 1階に配置・誘導する。

 子供さんを連れて相談に来ら
れる人達向けに、1階の奥まっ
た所を子供用のキッズエリア
としてガラス張りにして、子供
のために庭に出ることができ
るような出入口を少し設ける。
（主要な出入り口でなくサブ
的なもの。）

 1,2 階それぞれに相談エリアを
設け、オープンにして相談でき
るところと、クローズでプライ
バシーを保護しながら相談で
きるところを作る。

Point!! 
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配置計画（フロア詳細）

２階

 比較的元気な人や業者さんが
来るような市民室、保険・年金、
税務、福祉総務については 2階
に配置・誘導する。

Point!! 

３階

 3号館の3階に防災機能を置く。
Point!! 
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配置計画（フロア詳細）

７階

 7階には市長等の部屋を配置。
Point!! 

８階

 8階に議会を入れる。ちょうど
議会事務局と議場が入る大き
さだと、今のレイアウトから判
断している。議会スペースを若
干広くするというのであれば、
7階の市長や副市長あるいは市
長公室というエリアのところ
に、議会事務局の一部を移すと
いうのも可能。

 環境に優しいというところを
考えると、ソーラーパネルなど
を 8 階の屋上や 5 階に配置で
きるのではないか？

Point!! 
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Ｅ班

案のポイント

 省エネ、憩い（広場的機能）、ユニバーサルデザインなど、さまざまな観点に配慮されたプ

ラン。

 防災時での対応に対しては特に深く議論され、2Fの配置に反映されている。

基本的な考え方

 “利用しやすく、対応しやすいシンプルな機能の庁舎”、“安心安全の防災面”、“憩いの場”の

三本柱のコンセプト

コンセプト
・利用しやすく、対応しやすいシンプルな機能の庁舎
・安心安全（防災面）

・憩いの場

導入機能等

系統（ゾーン） 具体的な機能・設備

市庁舎に入り易い道路整備（進入路の確保）

自転車・車・舗道の確保

駐車場・駐輪場の無料時間制限

駐車場・駐輪場のスペース確保

エスカレーター　１F～３Fぐらい

総合案内所・タッチパネル案内板（外国語）・

案内（人）係

ダンジリ・古い街並のジオラマ・観光用

市民が作る

高齢介護室　１階に　障害福祉課　市民課

こうべ・だれでもトイレ（※１）（オストメイト対応）

キッズスペース　１階か２階

（防災）危機管理センター
オペレーションルーム　２階

防災拠点　本部となる　１階

震災対応　再生可能エネルギー発電

屋上庭園（緑化）（低木）

１階　カフェ（小規模）

６階　レストラン

憩いの場

利用しやすく

対応しやすい
シンプルな機能の庁舎

安心・安全

ゾーニング（概ねの配置）

 ユニバーサルデザインを基本としたしつらえ、施設案内（サイン）。案内文につい
ても多言語の表示。 

 車いす対応、オストメイト対応、大型多目的シートまたはベビーシートが標準装備され
たトイレの設置（参考：こうべだれでもトイレ）。少なくとも 1階・2階・6階には設
置。

 可能な限りエスカレーターを設置。
 人口減少、高齢化等の社会変化に伴う業務形態やニーズの変化にフレキシブルに対応し

ていけるシステム（間仕切りが固定でなく移動できるパーテーション等）を有したシン
プルで機能性の高い庁舎とし、10年に 1回、20年に 1回と言わず、どんどん変えてい
けるような構造に。

Point!! 
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配置計画（フロア詳細）

屋外

 総合案内所を設置し、盲導犬や
介助犬は入っても OK ですとい
う表示を出す。それに伴い盲導
犬や介助犬用のトイレもどこ
かに必要となる。

 総合案内所でのタッチパネル
による施設案内・窓口誘導。

 1 階・2 階に高齢者や障がい者
や子供などいろいろな人が多
く来るところを、集中して配置
した。1 階には市民室、こども
未来室、指導室。

 こども未来室のところに短時
間で良いので遊べるようなも
のを部屋の中に。

 市民室横にキッズコーナーを
設ける。いちばん明るく、なお
かつ入口もここにあり、大人の
人もたくさんいるので、大人の
目線もあり、安全。

 1 階フロアの一角に、少し一息
つける、何かあればここで話が
できるような、癒しコーナーと
してのカフェを設ける。その横
に情報コーナーを作り、壁面や
カフェも併せて、これを利用し
て文化財やいろいろなイベン
ト、食材品、歴史がわかるよう
なスペースとする。

Point!! 

２階

 2 階に防災拠点（揺れも少ない
場所）。指揮本部も近くに配置
する必要性から同階に配置。そ
れに伴い情報収集や発信がで
きるいろいろな設備を備える
ものに。

 1 階・2 階のいろいろなところ
に置く自動販売機は、救助時自
動販売機とし、災害時の方式は
何種類かありますが、ただで飲
める、なおかつ電気が止まって
も（自動販売機から）取れるも
のにする。

Point!! 
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配置計画（フロア詳細）

６階

 ６階の屋上を活用し、屋上庭園
にして、ここにレストランを設
置。

 このあたりに、ジオラマや和泉
市を PR するようなものを配
置。

 この場所は、ユーティリティな
感じで、いろいろなイベント広
場に使用する。そのためにも屋
上庭園はきれいなものを望む。

Point!! 

屋上階

 屋上階は、省エネの庁舎を目指
し、太陽光発電を導入。

Point!! 
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▍ 各班で考えられた配置のポイント（抜粋）

類型 内容 班 

市民がよく利用

する部署 

市民がよく利用する部署（福祉、年金、子育て等）を低層

階に配置 
A、B、C、D、E

市民がよく利用する部署を 3 号館も活用して一体的に配置 B 

総合案内 
来訪者が迷わず行きたいところへ行けるよう、入口付近に

総合的なカウンターを配置 
A、B、C、D、E

屋外の配置 
駐車場から濡れずにアクセスできるよう、屋根付きの通路

を確保 
B 

防災機能 

非常時に、1 階がフルに機能するよう、設備や物を固定せ

ず、取り払えるようにしておく 
C 

防災機能を低い階（中低層階）に配置する D、E 

憩い・らしさの

スペース 

６階の屋外（５階屋上）のスペースを交流機能として活用

（喫茶、イベント広場等） 
C、E 

1 階の一角に、一息つけるコーナーの配置 E 

開放的なデザインとするため、1-2 階を吹き抜けに A 

1 階や屋外に市を PR する設備の配置（ジオラマ等） C、D、E 

その他 

環境にやさしい庁舎をめざし、屋上にソーラーパネル等を

配置 
D、E 

誰もが移動しやすいようエスカレーターを設置 C、D、E 

将来人口が減少した場合の業務の形態やニーズにも対応で

きるよう、将来フレキシブルに配置換えできるシステム 
E 

プライベートなことが相談できるような、相談室の設置（福

祉・教育等の窓口） 
A、B、D 

高層階には議場や市長室の設置 C、D 
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・６回のワークショップを経て、『みんなで考えた新庁舎』の案が出来上がりまし

た。 

・議論している班の雰囲気もそれぞれ独特で、仕上げるまでのスピードもさまざ

ま、それぞれのカラーが出ていて、運営していても楽しかったです。 

・共通して考えられたことは、“市民にとって使いやすいこと”を追及されたこと

です。主に１階、入り口部の導入機能に反映されています。ユニバーサルデザイ

ンの視点から、わかりやすく、誰もが使いやすい庁舎を求められています。 

・シンボリックに飾り立てた立派な庁舎よりも、将来、人口が減少することを想定

し、シンプルな庁舎を目指されたプランがほとんどでした。 

・災害時の拠点、環境にやさしい、市民の憩い、和泉市らしさの発信など、さまざ

まな点にも配慮されています。 

・どの班も、大変熱い想いで、真剣に、楽しんで議論されました。どの案も、想い

が詰まった素敵なプランになりました。 

ワークショップのコーディネーターから 
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今後、このようなワークショップ（市民のみなさんで考える場）があれば参

加しようと思いますか。 

【参加しようと思う】 

・行政への直接的な意見発表が出来るし、多くの市民と知り合いになれる。 

・多くの人の意見が聞けて勉強になりました。 

・充実した 3 ヶ月でした。 

・市民の代表として意見を述べさせて頂き大変うれしかったです。 

・市民として、住んでいる地域に関心を持ち貢献することは大切だと考えます。 

・内容に興味のあるものなら、また参加してみたいです。 

【参加できるかわからない】 

・仕事の都合で、参加できるかは未定。 

・機会があるなら参加はしたいが、最近とても忙しい。 

・体力的なもの考えると？ 

庁舎整備に対するご意見等 

・大変ですが「市民目線」を忘れずにお願いします。 

・市民ファーストの庁舎を考えてもらいたい。 

・市民のための庁舎、動きやすい庁舎、市民の集まる庁舎を作ってください。 

・使いやすい市役所にいきたくなるような建物にしてください。 

・市民と市職員が共に利用しやすい建物になることを望みます。 

・シンプルでエコな庁舎完成を願っています。 

・障がい者に対するご配慮を。 

・今回のワークショップで出た意見等を取り入れられる事をのぞみます。 

・ワークショップ参加者のみならず市民が興味を持って見守って作られるよう情報

発信して欲しい。 

・建替工事に係る現場での市民・職員の安全確保が気になります。情報公開をしっ

かりと行なって進めていただきたいと思います。 

・各班の意見が、基本設計や詳細設計(市庁舎の建設に向けた)にどう反映されたの

かを広報してください。 

・今の人口で機能する建造物でなければならないと考えるが、人口減ということも

考えに入れなければと・・・。 

・様々な意見を聞かせていただきとても勉強になりました。有意義な場に参加させ

ていただき感謝しています。 

参加者のみなさんの声 
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和泉市新庁舎整備基本計画市民ワークショップ参加者名簿

班ごと五十音順、敬称略

班名 氏名 団体名等 班名 氏名 団体名等 

A 

石川 照之 公募市民

D 

浅井 睦夫 黒鳥校区代表

石原 健一 鶴山台南校区代表 清水 英孝 信太校区代表 

河合 徹 国府校区代表 西川 絹子 公募市民

髙橋 亨 光明台北校区代表 深谷 清之 公募市民

西川 まゆみ 公募市民 三浦 正明 南池田校区代表 

日髙 佳代 公募市民 宮本 英昭 緑ケ丘校区代表 

松井 雄三 横山校区代表 安河内 淑子 和泉市防災協会代表 

桃田 千代彦 池上校区代表 山﨑 紳司 公募市民

B 

池辺 哲 北池田校区代表

E 

岩田 元志 幸校区代表 

岡﨑 豊 和気校区代表 榎本 行伸 青葉・はつが野校区代表

園田 光明 南横山校区代表 岡島 保子 和泉市防災協会代表 

谷川 泰久 公募市民 片桐 美代子 公募市民

永井 司 光明台南校区代表 澤村 直幸 伯太校区代表 

福田 昌文 公募市民 田嶋 隆芳 公募市民

山口 達雄 
和泉市障がい者団体 

連絡協議会代表 
西川 太美夫 南松尾校区代表 

渡辺 廣史 公募市民

C 

片桐 泰之 芦部校区代表 

河野 本興 北松尾校区代表

菊池 隆夫 公募市民

佐藤 正浩 鶴山台北校区代表

竹中 眞夫 公募市民

利倉 康紀 いぶき野校区代表 

長井 秀夫 
和泉市障がい者団体 

連絡協議会代表 

藤根 節子 公募市民


