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新庁舎建設に関するワークショップ 実施報告書 
 

日 時︓2019 年 11 月 10 日（日）13︓30〜16︓00 

場 所︓エコーセンター 視聴覚室 

参加者︓東京農業大学生５名、桂陽高校生６名、南ヶ丘高校生１名 

ねらい︓若い世代の⽅から、新庁舎に望む施設や機能、市⺠が集う新庁舎となるための

工夫・アイデアなどをいただくため、４人ずつ３テーブルに分かれて、以下の

４テーマを基本に、進⾏役の補助のもとワークショップによる⾃由な意⾒交換

を実施。 

テーマ︓①新庁舎に望む施設や機能 

    ②にぎわいづくりの工夫 

    ③来庁者が心地よい空間づくり 

    ④網走らしさの表現 
 

【当⽇の進⾏（次第）】 

1. 開会 

2. 本日のプログラムの説明 

3. 新庁舎整備についての現状報告 

4. グループワーク 

・グループワークの進め⽅とテーマの説明 

・⾃己紹介 

・意⾒の記⼊ 

・意⾒の披露＆意⾒交換 

・まとめ 

5. 発表 

6. 講評 

7. 閉会 
 

  

資 料 ３ 
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【意⾒交換の結果（各グループの発表内容の概要）】 

A グループ（東京農大生２名、桂陽高校生１名、南ヶ丘高校生１名） 
 

① 新庁舎に望む施設や機能 

・駐車場を活用し、夜間や休日に開放することで、周辺施設の利用につながる。 

・飲食、休憩、待合などに使えるスペースが欲しい。 

② にぎわいづくりの工夫 

・下町への人の流れをつくりたい。新庁舎をきっかけに、情報提供（下町マップ、

バス路線等）し、市内に人を誘導したい。 

③ 来庁者が心地よい空間づくり 

・誰もが（車いすでも）使いやすいユニバーサルデザインが大切。 

④ 網走らしさの表現 

・網走らしさである農業、漁業と東京農大を生かしてほしい。地域にこれだけ密着・

貢献している大学は他にない。 

・流氷の青、市の木、市の花、ニポネ等を活用する意見がでていた。 
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B グループ（東京農大生２名、桂陽高校生２名） 
 

① 新庁舎に望む施設や機能 

・屋上を活用して展望台をつくりたい。 

・広い駐車場を。観光客も使える。 

・災害に強い庁舎としての機能を備える。さまざまな災害を想定した対応を検討し

ておくことが重要。 

② にぎわいづくりの工夫 

・網走だけでなく、道東エリア全体の魅力を発信したい。 

・網走バスの利用も促進したい。 

③ 来庁者が心地よい空間づくり 

・市民が気軽に立ち寄れるベンチを設置してほしい。 

④ 網走らしさの表現 

・まちの顔となるよう、木の活用、ガラス館など近未来的なデザインを検討しては。 

全体を通して 

  ・何十年と使っていく建物であり、どういったまちづくりを目指し、どういった

市役所としていきたいのか。将来を見据えた検討が必要。 
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C グループ（東京農大生１名、桂陽高校生３名） 
 

① 新庁舎に望む施設や機能 

・レストランや喫茶コーナー、バス待ちスペースなど。 

・無料 Wi-Fi があれば、高校生も来る。市役所を知る機会にもなる。 

・入口を増やして、避難しやすい施設となるよう工夫して。 

・エレベーターを設置して２階にも行きやすくすることが大切。 

・託児所、キッズスペース、VR施設などもあるとよい。 

・トレーニング施設と健康相談のセットもあるとよい。 

・マンション、映画館なども備えた複合化も考えられる。 

② にぎわいづくりの工夫 

・物販は、姉妹都市ポートアルバーニのものや、桂陽高校のものづくりを販売した

い。 

・ボーリングやけん玉などのイベント開催。アプト４でビアガーデン。 

・早朝のコーヒーサービスがあってもよい。 

③ 来庁者が心地よい空間づくり 

・すごしやすい空間づくり。端末での外国人対応も。 

④ 網走らしさの表現 

・商店街と連携したアンテナショップのコーナーを。 

・屋上の展望台から流氷を眺める。 

・オホーツクブルー、レンガ、タイル、写真、絵などの多様な外観検討を。 

・記念植樹も考えては。 
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【ワークショップで出された意⾒（集約表）】 

※（青）は、「導入したい施設や機能（モノ）」として青色の付箋紙に記入された意

見。 

※（黄）は、「やりたい（やってほしい）こと（コト）」として黄色の付箋紙に記入

された意見。 

 

A グループ（東京農大生２名、桂陽高校生１名、南ヶ丘高校生１名） 
テーマ 分類 意見 

全体  ・市役所で全部の機能を担いすぎ？ 

・絞り込みと他施設（下町、エコーセンター、

道の駅等）との役割分担が重要 

① 新庁舎に望む

施設や機能 

キッズ ・少し広めのキッズスペース（青） 

・子どももちょっと預けられたら（黄） 

・子どもが遊べるスペースを作る（3～4歳）（青） 

・キッズスペースにニポネなどのキャラクター

のぬりえを置く（黄） 

駐車場を活用！ ・パーキングを大きめに（集中するシーズンは

あふれる）（青） 

・夜に駐車スペースとして開放（周辺の飲食に

行ける）（黄） 

・イベントの時の駐車場スペースとして利用（土

日）（黄） 

・駐車場をロードヒーティングにして冬でも利

用しやすく（青） 

・冬でもイベントできる（黄） 

・雪かきの負担も減る（黄） 

交通の便 ・交通の便を良くする（青） 

・バス路線・本数の見直し（黄） 

・バス停と庁舎を結ぶ屋根付きの道路を（青） 

② にぎわいづく

りの工夫 

下 町 に 人 の 流 れ

を！ 

案内・紹介 

・移住への対応（青） 

・網走に転入してきたとき、何をすべきか案内

して欲しかった（黄） 

・観光地の１つにする（市役所自体を）（黄） 

・北見などの道内地域の方々が初めに来る場所

に（黄） 

・網走の名所・名産を紹介する（黄） 

・道の駅の役割を一部行使する（黄） 

・下町を活性化させる工夫→ex.下町マップ（黄） 

・市民の便利さ向上→困ったら市役所に行って

聞いてみよう！（黄） 

・バス路線の紹介とかも（黄） 
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テーマ 分類 意見 

③ 来庁者が心地

よい空間づく

り 

飲食 ・職員や市民の人が利用しやすい食堂をつくる

（青） 

・買い物ついでに利用してほしい（黄） 

・食事のスペース作り（黄） 

・道の駅の食堂と競合する心配（黄） 

休憩・待合 ・待合室を増やす（各階に座れるスペース）（青） 

・観葉植物や網走市の植物を（入口近くに）置

く（青） 

・休憩できる場所を作ってほしい（カフェ的な

もの）（青） 

・冷暖房をしっかり（青） 

誰もが使いやすい

施設 

・段差を少なくして、段差ができてしまったと

してもスロープにする（青） 

・車いすの人が冬でも移動しやすいように。貸

し出し車いすを２～３台用意する（青） 

・車いすの人が回れるエレベーターとか（青） 

④ 網走らしさの

表現 

農業・漁業＋農大 ・農業・漁業従事者が来られる場所作り（黄） 

・農大は網走の農・水産業の担い手（黄） 

流氷・市の木・市の

花・ニポネ 

・建物の色を水色などの流氷を想像できる色に

してほしい（青） 

・流氷の色だと寒そう（黄） 

・他の建てモノを生かすデザイン（周辺施設と

の調和）（青） 

・市役所のまわりに市の木、市の花を植えては

（黄） 

・市の木、市の花のもようを壁に描いては（黄） 

・網走にちなんだ顔出しパネル（大人用と子ど

も用）→ex.ニポネ（黄） 
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B グループ（東京農大生２名、桂陽高校生２名） 
テーマ 分類 意見 

① 新庁舎に望む

施設や機能 

屋上の活用 ・屋上緑化（青） 

・屋上展望台（青） 

広い駐車場 ・駐車場広く（青） 

いろいろな機能複

合化 

・銀行や郵便局を施設内に取り入れる（青） 

災害に強い庁舎 ・地震でも割れないガラス（青） 

・災害対策設備（青） 

・充電スペース（青） 

・50 年で職員の数が 500 人→350 人に減った中

で、９階建ての建物が必要なのか（黄） 

・新庁舎の海側は窓を少なめにする（津波対策）

（黄） 

・台風の影響（黄） 

・耐震性（黄） 

・津波の影響（黄） 

・災害時の救出法について（黄） 

・それに関する市民への説明（黄） 

② にぎわいづく

りの工夫 

 

 

庁舎利用者以外、交

通整理、利便性 

・駒場、潮見、又観光客が気軽に利用できる駐

車場（青） 

・市役所以外の利用者（黄） 

・バス停の整備（黄） 

・アプト４側の入り口と中央病院側の入り口計

２つの入り口を作って欲しい（黄） 

観光・展示 ・観光面での展示エリア（青） 

休憩できる場所 ・近隣住民、観光客が気軽に集まり休める場所

（青） 

・１Ｆにベンチとテーブル（青） 

地元＋観光、地産地

消 

・マルシェ（黄） 

将来 ・10、20年後、どの層が中心となった町づくり

を考えて市役所を建設するのか（黄） 

③ 来庁者が心地

よい空間づく

り 

バリアフリー ・トイレ等のバリアフリー化（青） 

・お年寄りの方、障がい者の方々が楽に登れる

階段（青） 

子育て世代への配

慮 

・（できれば各階に）キッズスペース（青） 

・トイレ内におむつの交換台等、男性側にもほ

しい（青） 

Wi-Fi 
・freeWi-Fi を使えるようにする。（黄） 

・待ち合わせ室を作るとしたら無料 Wi-Fi をつ

けて欲しい（黄） 
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テーマ 分類 意見 

海外の人への対応 ・インフォメーションカウンター（外国語対応）

（青） 

開放性 ・フロアをなるべく広く見せたい（青） 

④ 網走らしさの

表現 

木の活用 ・木のぬくもり（青） 

・地元の木材（青） 

外観 ・目立つ色（冬でも見える）（青） 

・斬新なデザイン（青） 

特徴的な素材 ・ガラス館のステンドグラス（青） 

  



9 

C グループ（東京農大生１名、桂陽高校生３名） 
テーマ 分類 意見 

① 新庁舎に望む

施設や機能 

 

憩いの場 ・足湯（屋上）（青） 

・休憩スペース（ちょっとした時間をつぶせる

場所）（青） 

freeWi-Fi 

 

・freeWi-Fi がほしい（青） 

・（freeWi-Fi がある）学習スペース（青） 

・社員さんのため（黄） 

・ギガがなくなってしまう（黄） 

あったら便利なモ

ノ 

・コンビニエンスストア（青） 

・セイコーマート（青） 

・道民の方含めて人気だから、役所利用のつい

でに買い物できるから、建物周囲にコンビニ

がないから（青） 

・レストラン、食べに行くだけでなく、市役所

のことも知る（青） 

・高校生など学生向けのお店 

・バス待ちなどのために喫茶店がほしい（青） 

・町の人が待ち合わせに使えるようなカフェが

ほしい（青） 

・貸し出しできる部屋がほしい（大きな音も OK）

（青） 

複合化 ・ショッピングモール（青） 

・ホテル等との提携（青） 

・マンション（青） 

・映画館（青） 

・北見に行くのが大変（黄） 

移動に関わること ・入り口だけ天井を高くしてほしい（青） 

・ドアを２つ以上つけてほしい（青） 

・入口４つ（避難）（青） 

・エレベーター（青） 

・いっぱい人が来ることを考え、２階建ての駐

車場に（青） 

子どもの居場所 ・託児所（青） 

・キッズスペースがほしい（青） 

児童向け施設 ・子どもが退屈しないように床に動物の足跡や

壁に可愛らしいイラストをつけてほしい（青） 

・床をスクリーンみたいにして動きのあるもの

にしたらいい（クリオネなど）（青） 

健康増進 ・フィットネスジム（青） 

・トレーニング施設（健康増進）（青） 

・健康相談（黄） 

・社員さんのため（黄） 
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テーマ 分類 意見 

② にぎわいづく

りの工夫 

物販 ・祭りの出店（黄） 

・ポートアルバーニ、カナダの物を売ったりす

る（黄） 

・限定品を高校生などとコラボして作って売る

といい（黄） 

イベント ・室内レクレーション大会（多世代で）（黄） 

・ＶＲ（黄） 

・けん玉（黄） 

・ボーリング（黄） 

・屋上ビアガーデン、下町の居酒屋さん複数の

出店による（黄） 

・写真スペース（市内の人を撮る）（黄） 

・今週の一枚（黄） 

サービス ・網走市内の店で使えるクーポン（黄） 

・時間を限定してコーヒーサービス（黄） 

・朝が良い（黄） 

③ 来庁者が心地

よい空間づく

り 

過ごしやすい ・待合所にテレビ（青） 

・エアコン（青） 

端末で効率的に ・端末案内板（青） 

・案内ではなく、案内する機会（青） 

・外国人にも対応（青） 

④ 網走らしさの

表現 

景色を見る ・屋上に展望台ほしい（青） 

・展望スペース（青） 

・屋上から流氷も見られるように展望スペース

（青） 

アンテナショップ ・露店（寿司、チャンポン）コーナー（青） 

・農産直売店（青） 

庁舎外観 ・建物は青色で少し白を混ぜる（青） 

・外観 オホーツクブルー（青） 

・重厚なレンガ 光によって表情を変えるタイ

ル（時代に流されず、古くなっても味が出る

デザイン）（青） 

・庁舎四面の壁を観光スポットの四季の写真

（絵）にする～東：流氷、西：ひまわり、南：

涛沸湖、北：能取岬（青） 

 ・市役所を建てた記念の木（黄） 

 

 


