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令和３年 10月 新庁舎建設市民懇談会 市民の皆さまからの意見・質問 

懇談会では，３つのテーマ（①多目的スペースの使い方，②広場の使い方，③国分寺らしさとは）

について市民からの意見をお伺いいたしました。また，そのほかにも多くの意見や質問をいただき

ました。市民の皆さまの意見を参考に，設計を進めてまいります。ありがとうございました。 

 

 

１．テーマ別意見 

①多目的スペースの使い方について 

・ 近隣に食事をする場所がないため，売店やキッチンカーで購入したものを食べることができるスペ

ースとして使いたい。 

・ 広場と一体的に使えるとよい。 

・ 多目的広場と一体的に使えるようにしてほしい。 

・ 市民活動や啓発活動などを PRすることができ，サロンコンサートができるような場所としてほし

い。 

・ 自然を守る会など，市と市民の協働で活動している団体がどのような活動をしているか，広報する

スペースとしてほしい。 

・ 新型コロナウイルスの流行により，働き方改革が進んだ。職場に行かなくなり，コミュニケーショ

ンの場がなくなった人々がいる。そのような人々の，情報共有スペースがあるとよい。お店がなく

不便な立地だと感じているが，公共施設が多い場所ではある。新庁舎が交流の起点の場所になるこ

とを望む。 

・ 四小が前にあるので，四小の児童の作品を展示したり，コンサート・展示をしたり，寛げたりする

空間として使えるとよい。 

・ タツノコプロが国分寺にあったので，展示する場所を設けていただくと，人が集まるきっかけにな

る。史跡をアピールすれば，史跡に興味を持つ人が増えるかもしれない。 

・ 国分寺の物産を売ってほしい。 

・ 喫茶など，障害を持つ人が働くことができるスペースを設けてほしい。 

 

②広場の使い方について 

[エントランス広場] 

・ 土日にこくベジを販売するスペースとして使えるとよい。 

・ 売店がない公園が隣にあるので，キッチンカーが停車できるスペースがあるのは良い。 

・ 近隣に食事する場所がほとんどないため，キッチンカーが止まれるようにしていただくのはありが

たいが，どのように誘致していくか，維持していくかが重要と考える。 

・ 日差しを遮ることができ，休憩できる場所が欲しい。 
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[多目的広場] 

・ 隣に武蔵国分寺公園があるので，緑地帯は十分確保できていると思われる。それ以外の課題を解決

するために，活用してもらいたい。 

・ 隣に立派な公園があるので，公園のような場所は不要。 

・ 隣に公園があるので，こちらは防災用途が主体で，普段は何も設けないのが良い。 

・ マンホールトイレ等，災害時の設備が設けられるとよい。 

・ 防災等災害に対応できることを希望する。（災害広場的に） 

・ 災害時に，仮設トイレ・マンホールトイレを設置したり，炊き出しをしたりするような，防災のた

めのスペースとして活用することを念頭においてほしい。 

・ 障害者団体が避難場所として使用できる場所が欲しい。 

・ 子どもが使いやすいスペースであるとよい。 

・ 近隣の保育園児が安心して利用できるような広場になるとよい。 

・ 武蔵国分寺公園と接続されるのであれば，子どもや高齢者の利用もあると思うので，広場内にお手

洗い，水飲み場が必要と思う。 

 

[まちかど広場] 

・ 交差点で信号を待つ人が休めるようなスペースがあるとよい。 

・ ひかりプラザ前庭は，桜やベンチがあり狭くて，寛げるスペースがない。何も置かないほうが，自

由に使えてよい。コロナのような感染症があると，人だまりになってしまう恐れがある。 

 

③国分寺らしさについて 

・ 寺が，国分寺らしさと考える。例えば，屋根をお寺のように瓦葺きだったり，デザインしたりする

とよいのではないか。 

・ いずみホールは，史跡をイメージしてデザインされたと聞いている。このように，史跡をイメージ

した建物とするとよいのではないか。 

・ 【寺】を思い浮かべる人は多いが，【JR（鉄道）】【未来・技術】も国分寺らしさと考える。【過去か

ら未来につながる街】だと思う。国分寺のイメージアップにつながる，フラッグシップになるよう

な市役所にしてほしい。 

・ 昔は【植木の街】とされていた。国分寺は緑が多い街と認識している。桜やケヤキなど，春夏秋冬

の樹木が新庁舎敷地で楽しめるとよい。 

・ 緑や坂が多い街というイメージ。 

・ 今は，農地が宅地化されつつあるが，元々は新田開発が活発な地域であった。水・緑が豊かな街と

考えている。 

・ 建物デザインに国分寺らしさを表現するのではなく，この場所に建つ建物としてふさわしいデザイ
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ンを考えてほしい。 

・ 国分寺らしさの表現として，中途半端なことはしないようにしてほしい。 

・ 新庁舎壁面に，昔の国分寺の風景を描いた絵を描くとよいのではないか。 

・ 建物で，国分寺らしさを出さなくてよい。中途半端なことをして，税金を無駄遣いしないようにし

てほしい。 

・ 議場の屋上に七重の塔のモニュメントを設置してはどうか？１階エントランスの模型設置では，多

くの人にアピールすることができない。 

・ 旧石器時代の縄文土器，版築，七重の塔，湧水，ケヤキ 

・ 地図上での，東京都の中心 

 

２．自由意見，質問 

 

計画に関するもの 10 

環境に関するもの 2 

交通に関するもの 7 

市民利用スペースに関するもの 5 

市民サービスに関するもの 5 

広報に関するもの 1 

その他の意見 10 

 

カテゴリ ご意見・ご質問 市・事業者の回答 

計画１ 

庁舎南側のまちかど広場から庁舎へアクセ

スする動線が多いと思うので，入り口を分

かりやすくしてほしい， 

エントランスのわかりやすさに配慮して，外

観，案内等の検討を進めていきます。 

計画２ 
建物の外観は，国分寺らしいものとしてほ

しい。 

参考にさせていただきます。 

計画３ 

市民のための庁舎である。市の象徴となる

ような建物としてほしい。七重の塔のよう

な外壁としてはどうか。 

計画４ もう少し斬新なデザインにしてほしい。 

計画５ 
奇抜なデザインより，市庁舎らしいものに

してほしい。 
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計画６ 

国分寺らしい市庁舎とする必要があるか，

疑問がある。これからの建物で，そのような

意匠が必要とは思わない。デザイン性に優

れた公文書館，都立多摩図書館が並ぶ，特殊

な立地である。景観に合った建物としてほ

しい。 

参考にさせていただきます。 

計画７ 
史跡見学者が使えるように，まちかど広場

に常設のトイレがあるとよい。 

参考にさせていただきます。 

計画８ 
食堂は設けないのか？市民も利用できる食

堂を，景色の良い最上階に設けてほしい。 

食堂を設置する計画はありませんが，１階に

売店を設けます。また，建物内に休憩できる

場所を設ける予定です。 

最上階の５階に眺望できるスペースを設け

ます。 
計画９ 

新庁舎用地近隣は，食事をする場所がほと

んどない。近隣住民も困っている。駅前まで

行かないといけない。職員が困ると思うの

で，食堂を新庁舎に設けてほしい。 

計画 10 

新庁舎周囲には飲食店がないのに食堂がな

いということだが，職員の意見は聞いてい

るのか。そういったことが見えてこない。職

員が働きやすい環境になっていれば，市民

サービスの向上につながる。 

環境１ 

屋上の利用はできないのか。アカゴメの栽

培や，屋上緑化の導入はしないのか。 

屋上には，設備機器や太陽光発電設備などを

設けることとしているため，市民の屋上利用

や屋上緑化を行うことはできません。 

環境２ 
太陽光発電設備は設けないのか。二酸化炭

素の発生抑制対策は重要課題である。 

太陽光発電設備は設ける予定としています。

設置するパネル容量などを検討中です。 

交通１ 西国分寺駅東口の構想は進んでいるのか。 所管課にご意見をお伝えいたします。 

交通２ 
市役所利用者のアクセスが良くなるよう

に，西国分寺駅東口を設けてほしい。 

交通３ 

西国分寺駅の武蔵野線ガード下の道路が狭

く，昔から通行するのに怖い道だった。さら

に，市の職員，市役所利用者などの通行が増

えると，さらに危険になる恐れがある。安全

に通行できるように，改善してほしい。 

交通４ 

新庁舎西側の団地内を通行する人が増える

と思われるが，住民のプライバシーへの配

慮をしてほしい。ゴミを投棄されないか，心

配している。 

団地内通路の通行については，関係機関と協

議を行っております。ご意見を参考にさせて

いただき，検討いたします。 
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交通５ 

国分寺駅方面から車で来る人は，多喜窪通

りから来るため，右折でアプローチする人

が多い。右折イン NG とするのか。 

右折イン NG とするのであれば，周知・誘

導など，検討する必要がある。 

関係機関と協議中であり，現時点では未定で

す。 

交通６ 

駐車場の入り口が，利用者が多い多喜窪通

りに面してないのが良くない。 

多喜窪通りは交通量が多いため，交通への影

響が小さくできる，西側の市道からの入出庫

を計画しました。 

交通７ 

この辺りは公共施設が多いため，日中は人

通りが多いが，夕方以降は人通りが少なく，

子どもなどが通行するのに怖さを感じる街

区である。夕方以降も，住民が安心して通行

できるように，市役所敷地は明るさを維持

してほしい。 

参考にさせていただきます。 

市民利用ス

ペース１ 

１階のエントランスロビー，売店は，土日に

利用できるのか？ 

１階のエントランスロビー，売店は，土日含

め閉庁時もご利用いただけるように検討し

ております。 

市民利用ス

ペース２ 

最上階から，自然豊かな武蔵国分寺公園や

富士山などの素晴らしい眺望を，市民が楽

しめるようにしてほしい。市民の税金によ

って建設する，市民のための市役所でもあ

る。 

市民のかたに利用していただく眺望できる

スペースは，最上階である５階の南側と公園

に面する位置に計画しています。 

市民利用ス

ペース３ 

議会は閉じている期間が長いが，使ってい

ないときは市民に使わせてほしい。 

議会エリア含め，庁舎内の会議室は必要最低

限のスペースとし共用するということで計

画しております。会議室の一部は市民のかた

にも休日等に使用していただけるように検

討いたします。 

市民利用ス

ペース４ 

会議室は，府中市役所のようなものとして

ほしい。現庁舎で案内されると，面食らうよ

うな場所や位置にあり，恥ずかしい。 

会議室は適切な数を適切な場所に計画いた

します。 

市民利用ス

ペース５ 

市民利用スペースの活用方法はどうなるの

か。今は，全て順番で決まっており，自由に

使えず，不満がある。 

運用については参考にさせていただきます。 

市民サー

ビス１ 

図書の受渡しスペースを用意してもらった

のはありがたい。新庁舎が設置される地域

は，図書館がないのが致命的である。四小に

面するということもあり，子どもたちに図

所管課にご意見をお伝えいたします。 
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書を親しんでもらえる，ディスプレイなど

を設けてほしい。 

市民サー

ビス２ 

図書の受渡しスペースは，図書館と同じよ

うにしてほしい。利用可能な曜日はどうな

るのか。土日も利用できるようにしてほし

い。 

所管課にご意見をお伝えいたします。 

市民サー

ビス３ 

泉町は，本の貸出数が多い地域と聞いてい

る。多くの人が，図書受渡しサービスを利用

すると思われる。調査をしていただき，十分

に処理できる人員・スペースを確保してほ

しい。 

市民サー

ビス４ 

１階情報公開コーナーで行われる図書受渡

しサービスは，土日も提供されるのか？働

く人や子どもたちの利用が多い土日に利用

できるようにしてほしい。 

市民サー

ビス５ 

図書受渡しサービスが行われる１階情報公

開コーナーは，子どもたちにアピールする

コーナーを設け，楽しんでもらえる場所に

してほしい。 

広報１ 

新庁舎に関する広報活動を積極的に行って

ほしい。市報で頻繁に発信すればいろいろ

な意見が聞けるのではないか。 

参考にさせていただきます。 

その他１ 

これからの行政の働き方を見据え，従来の

島型配置ではない執務環境としてほしい。 

執務スペースは，柔軟に部署配置等を変更で

きる，ユニバーサルレイアウトにて計画して

おります。 

その他２ 

いろんな人に出会える場所になると良い。

面白い街なので，人が集まるきっかけのよ

うな仕掛けがあると良い。 

参考にさせていただきます。 

その他３ 

史跡を目指して西国分寺駅南口を降りた人

が，よく道に迷っている。新庁舎が，そのよ

うな人々の案内所となるようにしてほし

い。 

参考にさせていただきます。 

その他４ 

平面図を見ると狭く，十分な面積があるよ

うに見えない。10 階建てくらいにならない

のか。 

都市計画で定められた高さ制限があり，現在

計画している高さが限度です。 

その他５ 
狭いように見える。災害の時の防災庁舎と

して使えないのではないか。 

参考にさせていただきます。 
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その他６ 

新庁舎西側団地への日照の影響を心配して

いる。現在，東側からの日照しか部屋に当た

らない部屋は，東側に高い建物できると，さ

らに悪化すると心配している。 

新庁舎の建物は，できるだけ東側に寄せ，西

側道路を挟んだ建物とは距離を確保するよ

うに計画しております。 

その他７ 

炊き出しを行うような設備が計画されてい

ないことに不安を感じる。第四小の給食室

を当てにしているため新庁舎に計画されて

いないという噂があり，心配している。 

新庁舎は，市職員や応援等の他機関職員が活

動する，災害対策拠点となり，住民の避難を

受け入れる避難場所とはなりません。新庁舎

用地付近の避難場所は第四小学校，広域避難

場所は武蔵国分寺公園となっています。 

その他８ 
新庁舎の耐用年数は何年か。 メンテンナンス・設備更新・修繕を適切に行

えば，永く使用することが可能になります。 

その他９ 

多目的広場の南の，防災広場とはなにか？

境界にはフェンスなどが設けられるのか？ 

防災広場は，市内消防団等が訓練などに使用

するスペースになります。多目的広場との境

界の仕様については，現在協議中です。 

その他 10 

現在，新庁舎予定地の中央にある大きな木

を残してほしい。地域のシンボルになって

いる。 

新庁舎建物にあたるため，伐採することにな

ります。 

その他 11 

高層建築物でも木造で建てられる。軽く，安

く，耐久性のある建物となるので，構造形式

を見直してほしい。 

鉄骨造で契約しているため，変更は難しい状

況です。 

その他 12 
市のお土産を販売するスペースが欲しい。 参考にさせていただきます。 

その他 13 
完成したら市民にも内覧させてほしい。 参考にさせていただきます。 

 


