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２ 提言書について 

市庁舎にぎわいプラン専門検討委員会（以下「委員会」という。）は、市庁舎及び

その周辺におけるにぎわいの創出等に関する計画（以下「市庁舎にぎわいプラン」と

いう。）に関する事項を専門的かつ多様な視点から検討するため設置された。 

本委員会は、「市庁舎及びその周辺において長期にわたって低利用又は未利用な資

産の活用方策に関すること」、「市庁舎及びその周辺におけるにぎわいの創出方策に関

すること」、「その他市庁舎にぎわいプランに関すること」を検討し、その結果をこの

提言書をもって市長に報告するものである。 

 

３ 市庁舎にぎわいプラン専門検討委員会 委員一覧   
選出区分毎・敬称略 

規 定 氏 名 職   名  

第１号 
《公有資産活用》 根本

ね も と

 祐二
ゆ う じ

 
東洋大学大学院 経済学研究科 公民連携専攻 
教授 

委員長 

第２号 
《官民連携》 古田

ふ る た

 智子
と も こ

 
一般社団法人 公民ビジネス活性化協会 
代表理事 

副委員長 

第３号 
《まちづくり》 田島

た じ ま

 則
のり

行
ゆき

 
千葉工業大学 創造工学部 建築学科 
助教 

 

第４号 
《サードプレイス》 杉山

すぎやま

 亜希子
あ き こ

 Airbnb Japan 株式会社 公共政策本部 上席渉外担当  

第５号 
《都市再生機構》 山田

や ま だ

 秀之
ひでゆき

 
独立行政法人 都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 
ストック事業推進部 担当部長 

 

第６号 
《商工団体》 本橋

もとはし

 淳男
あ つ お

 和光市商工会 事務局長  

第７号 
《市民文化センター 
指定管理者》 

山
やま

﨑
ざき

 悟
さとる

 
公益財産法人 和光文化振興公社 
常務理事 兼 市民文化センター館長 

 

第８号 
《和光市》 橋本

はしもと

 久
ひさし

 和光市 企画部長  
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４ 委員会の経過 

第１回 平成３０年１０月１９日（金）市役所６０２会議室 
    議事：① 今年度の調査検討スケジュールについて 
       ② 配布資料の説明 
       ③ 利活用に関する様々な可能性 
 
 
第２回 平成３１年１月２２日（火）市役所  会議室 
    議事：①  
 

 

 

５ 委員会開催の目的 

（和光市長より） 
現在、地域プラットフォームを活用した官民連携の取組により、市庁舎隣にある広

沢地区の複合施設整備・運営事業に取り組んでいる。また、近隣には西大和団地に

1,500 戸、自衛隊官舎には 1,500 戸の住居があり、近隣地域には 1 万人近い人が暮ら

している。 
これまで、市庁舎周辺は官庁街であったため、閑散としていた。しかし、広沢複合

施設、西大和団地、自衛隊官舎に加えて、これら施設の中央に位置している市庁舎に

にぎわいがあれば、人が集まり、面白い地域を作ることができる。また、市庁舎がま

ちの活性化の核になることができる。 
国道２５４号線沿いは車の通行量が多く、周辺市区は商業施設も多く立地している

中で、和光市内はほぼ店舗がない状態であり、お金の流れが発生していない。儲ける

ことだけを考えているわけではないが、市庁舎周辺を訪れた人が面白そうなところだ

と感じてもらえるようにしたい。 
市役所はレストランが 2 か所あるなど、面白くできる要素がある。各委員の知恵を

借りながら和光のにぎわいを一つでも作れるようにしたい。前提条件なしで、是非と

も面白いアイデアをいただきたい。 
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6 委員会からの提言 

 委員会での議論の結果、基本方針策定にあたり、市に対する提言を以下のとおり示す。 

１．はじめに “にぎわい”とは 
 
■各委員からの主な意見 

 何をもってにぎわいとするのかが検討の起点となる。にぎわいの定義については、

例えば人がたくさん集まることがにぎわいなのか、魅力を発信できることがにぎ

わいなのか等の考え方がある。現状では、今何もないところに、いかに付加価値

をつけていくのかという観点であると理解している。 
 

 市庁舎に訪れる人が対象なのか、外から人を呼び寄せるのか、にぎわいのターゲ

ットを明確にする必要がある。 
 

 今回目指すにぎわいとは何かを考えたとき、駅前のように人が大勢集まり栄える

ようなイメージではないと考えている。同じ目的を共有している集まりであれば

つながりも強いが、もう少し色々な人が集まり、ゆるやかにつながる、何となく

つながる感じが居心地良く感じるのではないか。 
 

 人口減少社会においては、商業施設を建設し、そこに多くの人を集めてにぎわい

を創出することは難しい。大型商業施設には大勢の人が集まっているが、何回行

っても店員に顔を覚えてもらえないケースがあり、それをにぎわいと呼ぶかにつ

いては、議論が分かれるところである。商業的なにぎわいではなく、顔の見える

普段着のにぎわい、市民のにぎわいというものを作っていく方がよいのではない

か。 
 

 官民連携に携わる中で、公共と民間では求めるにぎわいが違うのではないかと考

えており、公共が求めるにぎわいの具体的なキーワードは 5 つある。 
一つ目は、世代間・多様なセクターと交流することである。ボーダーレスな交

流であり、同質的なつながりをなるべく作らせないようにする。例えば若者、高

齢者、子どもたちといったキーワードを作らないようにする。 
二つ目は、世界的な流れでもあるが、ゆるっとつながることである。会員制の

ようにつながりを強固にするのではなく、たまたま出会った人がつながるという

わけでもなく、出入り自由なゆるいつながりを作ることが大切である。 
三つ目は、用途を決めないことである。先日議場で実施したシビルマリッジは

良い事例であると考えている。 
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四つ目は、民間企業が働き方改革で進めているが、場に縛られないことである。

移動手段も電車だけでなく、ランニング、自転車など多様になっている。 
五つ目は、参加主体が自分事として考えることである。 
この取組には職員の参加が不可欠であると考えており、市民と同じ立場で参加

できるような仕掛けが必要である。 
 
 
 
２．プラン策定に向けての課題 

 広域的な課題と市庁舎自体の課題という、レベルの違う課題の検討を同時に行う

必要がある。広域の課題については、市庁舎が官庁街にあり、普段では人が行き

かわないところでいかにしてにぎわいを創出していくかという点である。その中

で、市庁舎自体の課題については、市庁舎自体が興味を持てる施設になっている

か、さらに市庁舎の中の職員が働きやすい環境・人が来やすい環境になっている

かという点である。 
 
 
（１）広域的な課題 

 まちづくりの視点からみると、市庁舎エリアが周囲から孤立してしまっている。

エリア内の導線が悪く、市庁舎が通り道となっていないほか、小中学校が囲まれ

てしまっている。広沢複合施設と市庁舎の間に消防署が入ってしまい、孤立感が

ある。各施設が独立して作られている経緯から、エリア内での繋がり・回遊性が

ない状況であるため、導線の作り方を考え直す必要がある。 
 

 市庁舎の敷地内は行政棟、議会棟、市民文化センター、広場など分散配置となっ

ており、その間ににぎわいが出来るという想定であったが、車で来た人が駐車場

からそのまま行政棟にいってしまい、広場にふらっと立ち寄れる導線ではなく、

また建物間を自由に行き来できる導線にもなっていない。一般的には建物を分散

配置させることでその間のスペースでにぎわいを創出させることが多いが、市庁

舎エリアではそのようになっていない点が課題である。 
 広場も道路レベルから一段上がっており、道路と密接につながった利用がしづ

らくなっている。 
 

 住民であれば何が楽しいかという視点が重要である。市庁舎などの公共空間は市

役所のものではなく、市民のもの・場所という意識が大切である。市庁舎が市役

所のものであるという意識を取り除くためには、市庁舎ににぎわいを作る中で、
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市民と一緒になって作業する過程があると良い。そうすれば、自分の広場・まち

という感覚が生まれてくるのではないか。 
 
 
（２）市庁舎の課題 

 市議会議場で結婚式を行う取組は大変素晴らしいと感じたが、今回の議論におい

ては、例えば市庁舎の執務スペースに何かを組み込むという考えではなく、まず

実施したいことを先に考え、それをどの空間で実現させていくのかということな

ど、既存概念を取り除き、発想を転換することも必要なのではないか。 
 

 市役所はあくまでも事務所であり、市民はそれぞれ目的をもって来庁される。目

的が違う人が一つの場所に集まってくる中で、どのようにしてにぎわいに結び付

けるかが重要である。 
 

 役所としての機能だけでしか利用されてこなかったものを、付加価値をつけて土

地の価値に見合うだけの魅力を創出していくことが必要である。 
 

 市庁舎に用事がない市民でも、ふらっと立ち寄れるようなサードプレイスになる

とよい。 
 

 狭隘化している 1 階執務スペースの課題を解消できるとよい。 
 
 
3．課題解決に向けて 
 

 にぎわいについて、市庁舎の外側と内側の話があった。市庁舎周辺は官公庁街区

であり、周りが宅地化されている、にぎわいがない状態からにぎわいを創造する

必要がある。 
市役所や保健センターの活用となると、ファシリティマネジメントの要素が出

てきて色々な案があると思う。 
 

 市庁舎がどうあるべきかについては、市民が来なくてもよい市役所が一番良い市

庁舎のあり方であるとも考えられる。市庁舎に来ないと用事を済ますことができ

ないのは、そもそも市民不在の議論かもしれない。市民が行かなければならない

ではなく、行きたくなるような市庁舎、あるべき市庁舎の姿について、考える必

要がある。 
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 スペースの狭隘化について、現状の仕事を前提すると狭いかもしれないが、市民

との接点において働く内容・スペースがどの程度必要か議論が必要である。その

上で、その場所が市庁舎でないといけないのか、違う場所で公共サービスを提供

するほうがよいのかということを議論する必要がある。例えば、仕事の方法自体

を変えれば、市庁舎のスペースは狭くしても支障ないこともある。 
 それらを経た上で、市民に参加してもらう、市民に来てもらう市庁舎になるた

めに必要なレイアウトやコンセプトを検討する必要がある。 
他市事例としては、、1 階にスーパーマーケットがあり、非常に訪れやすいとこ

ろもある。 
 

 論点としては大別して 2 つある。一つ目は、まちづくりとしてにぎわいをどのよ

うに作り出すか。二つ目は、市役所がどうあるべきで、市民の方をどのように巻

き込んでいくか。 
 

 にぎわいの中身として、ゆるっとというキーワードは大変よいと考える。公共サ

ービスは縦割りの世界であるが、縦割りであるが故に子ども、若者、高齢者など

コミュニティが同質化して限定的になってしまう。縦割りをいかに取り除くかが

重要である。 
 
 
（１）市役所がどうあるべきで、市民をどのように巻き込んでいくか 

（市民がサードプレイスとして市庁舎を使いたいと思うのはどういう市庁舎か） 
 

 市庁舎はカウンターのあり方がそもそも管理を彷彿させるレイアウトとなって

おり、市民は窓口に行くと緊張してしまい、カウンターが敷居となって話しかけ

にくい。ホテルのコンシェルジュは、昔はフロント近くにあったが、今はロビー

の反対側に設置されており、場所が変わることで話しかけやすくなっている。ま

た、自由なレイアウトは世界的に見れば例があり、例えばグーグルやヤフーなど

が境界を取り払うことに注力した大胆なレイアウトを導入している。 
 

 市民の場を作るとなれば、現状のレイアウトを変更する必要があるのではないか。

全部を一気に変えることは難しいので、市民の使用頻度が高いところから自由な

レイアウトに変更してもよいのではないか。実践できれば、日本では先進事例と

なる。 
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 住民票などをコンビニエンスストアなどで取得できれば、とても便利に感じる。

市民は困りごとがあって市庁舎に来るが、そのような困りごとに対して対話で対

応できると垣根が低くなるのではないか。職員の方はとても忙しいと思うが、一

人一人と向き合う時間が増えると良く、そのためには、レイアウトが重要である。

例えば、赤ちゃんのことで困っているママが保健師の方に相談するとき、市民広

場が芝生であれば、会議室で相談するよりもリラックスできるかもしれない。も

しかすると、職員の方も居心地がよくなるかもしれない。 
 

 場に縛られないという考え方からすると、フリーアドレス（席を固定しない）を

部分的にトライアルで導入してもよいかもしれない。また、職員だけでなく市民

やビジネスパーソンも自由に使えると垣根がなくなり、交流が生まれ面白いかも

しれない。 
 

 役所の縦割りはよく言われるが、縦割りを横断するコンシェルジュのような仕組

み、レイアウト、人の配置を検討してもよいかもしれない。 
 

 現状を前提にして市庁舎がどうあるべきかということと、現状にはない市民にと

って理想的な市庁舎はどのようなものかというアプローチがある。 
 

 役所という組織は縦割りの方が機能するところであるが、そこにいかに横串を刺

して利便性を高めていくかが重要になっていくる。 
 

 
（２）まちづくりとしてにぎわいをどのように作り出すか 
 

 にぎわいについて、ゆるやかにつながるというコンセプトは非常によいと感じた

が、自然発生的に起こるものか、それとも何らかの仕掛けが必要なのか。 
 また、お金の面ではいくらかの投資をすることから、それらを回収する必要も

あるのではないか。お金を儲けようという考えではないにしろ、ある程度稼げな

いと持続可能な取組にはならないのではないか。 
 

 ゆるっとしたつながりについては、自然発生的には起こらないと考えている。つ

ながりには、仕掛けが必要であり、仕掛けには場が必要である。自然発生的な仕

掛けのないつながりに任せると、つながりが同質的で閉鎖的になる傾向がある。 

世代間交流でつながるあらたな価値観、自分事とした新たな発想ができにくい。 
 ハコモノに対しては否定的な意見が多くあったが、インフラとしての場は欠く
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ことができない。場と仕組みとそこに行き交うボーダーレスな人たちが必要であ

る。 
市民は具体的にどのような人かを議論する必要がある。官民連携で様々なスタ

ートアップ企業に触れると、これまでの市民像、価値観とは異なっているように

感じる。どのような人に来てほしいかを考えた上で、その人たちが来てくれるよ

うな仕掛けを考える必要がある。 
 

 ゆるっとつながることに対して、その事業にお金を出す人や投資をする人は、ど

れくらいの参加者が見込まれるか、どのくらい稼ぎがあるか判断しづらいので、

不安に感じるのではないか。 
場があることで、コミュニティが顕在化する。同質ではないコミュニティを顕

在化させるには、目的型コミュニティが得意なインターネットではやりづらい。

何か象徴的な場があり、そこが自由に開かれることによってコミュニティが顕在

化する。市民活動をプロデュースする視点を市職員と一緒になって検討し、その

中に場があればいいと考えており、例えばごみ拾い活動など具体的に実践してい

くことが必要である。そのような姿がみえれば、投資する人も安心するのではな

いか。 
 

 現在の利便性が高く魅力的な和光市を未来に向かってどのようなまちにしてい

くか考えるときに、いかにして企業を和光市に根付かせるかということが重要で

ある。残念ながら、和光市には起業するために必要な場がない状況である。 
まちをゾーニングする際には、住宅地だけにならないように、産業を含めた

様々な機能が入ったまちを形成していきたいと考えている。 
 

 いくら建物や場があってもにぎわいはできない。場をいかに上手くプロデュース

するかが重要である。 
 

 新たに建物、場を作る等、現在の形を変えることには限界があるため、既にある

ものをどう使うか、どうシェアしていくかを考える必要がある。 
 

 近隣に和光樹林公園という大きな公園があるため、そこで活動している人を巻き

込んでいくという視点も大切である。 
 

 現代は個人でパソコン 1 台あれば起業できる時代であり、副業を含め自宅でビジ

ネスしている人が多くいる。コワーキングスペースのように、今回の場を使って

自由に企業して良いという取組があっても良いかもしれない。 
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 にぎわいと飲食は親和性があると考えている。アメリカの事例であるが、フードカ

ーを団地に置く取組がある。そこでは、美味しい料理を廉価で提供しているだけな

く、レストラン経営を目指す起業家の支援にもなっている。市民広場にも何台か置

くと、職員の方もランチのバラエティが増えるし、それを求めて市民を集まってく

るのではないか。 
 

 にぎわいを具体的にどうのように創り出すかについては、ファーマーズマーケット、

コワーキングスペース、フードカーなどが考えられる。 
 

 様々な課題を同時解決できるような場所を目指すという方向性だと考える。 
 
 
4．まとめ 
 
（１）市庁舎周辺の地域の異なる世代・関心などの住民が緩やかにつながっている「に

ぎわい」の場とすること。 
特定の世代、団体の人がもっぱら利用し、一般市民が使いにくさを感じる場や、 
駅前商業施設のような不特定多数の人が集まるがつながりがない場にはしない。 

 
（２）「場」とは立派なハコではなく、現在の施設や配置を基本として、最小限のハー

ドと最大限のソフトな仕掛けで魅力と一体性を持つ空間であること。そのためのコ

ーディネーター（団体または個人）が存在し役割を果たせるようにすること。 
 
（３）新たに大きな財政負担をするのではなく、維持管理費程度は自分で稼げるような

仕組みとすること。 
例 
・空スペースをランチカーや屋台などに貸し目的外使用料や地代を徴収する 
・ビジネスインキュベーション機能を持たせる（理研との連携、コワーキングスペースなど） 
・日本版 BID の導入 

 
（４）市庁舎・ホールは、にぎわいの一部として、住民ができるだけ自由に利用ができ

るようにすること。 
 
（５）次のステップで、住民に「場」を提供するという観点から最適な市庁舎のありか

たも検討し、庁舎内のレイアウトなどに反映させること。 
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・行政部署ごとの配置ではなく、ニーズ本位（たとえば転入者、ワーキングマザーなど）のレ

イアウトで利用者の移動を最小化するとともに、共通のニーズを持つ人が自然に集まる場を

提供すること 
・フリーアドレスなど新しいオフィスの在り方を取り入れて働き方改革を実現できるものとす

ること 
・稼働率の低い会議室等の市民開放、テーブルや間仕切りの工夫で、事前予約ではなくいつ来

ても使えるような仕組みを構築すること 

 
 
5．今後市に期待すること 
 

 住民や企業と公務員は、参加メンバーと事務局ということで役割は違うが、進む

べき方向は同じである。自身ができることを出し合い、互いが一つのビジョンに

向かって地域を作り上げるのが本来の自治体の在り方ではないか。今回のプロジ

ェクトでは、そのような自治体の在り方が実現できるのではないかと期待してい

る。 
 

 現代のにぎわいは従来のにぎわいとは異なってきている。空間的に余裕がある市

庁舎周辺で実験的に行うことができ、うまくいけば市民共通の活動となる。その

きっかけとなるのが、今回のプロジェクトである。 
 

 基本構想をまとめる際には、民間対話等の結果から実施できないと判断されたも

のが出てくるが、そのような場合にはただ実施できないとするのではなく、検討

過程や理由を示すようにしてほしい。 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「市庁舎にぎわいプラン」基本方針策定に向けた提言書 

 

 

市庁舎にぎわいプラン専門検討委員会 

平成３１年１月 


