横 浜 市 記 者 発 表 資 料

平成 28 年５月 20 日
総 務 局 管 理 課

新市庁舎にみんなで「ひろば」をつくる会議(ワークショップ）を開催します
～豊かな市民生活や活動が育まれる新市庁舎低層部をみんなで考えよう～
新市庁舎の整備については、平成 29 年夏の工事着工に向けて、設計作業を進める中で、
新市庁舎整備をより広く知っていただく取組として、４月には「デザインレビュー」を開
催しました。また、低層部の開かれた空間とその魅力について共有し、考えていただくき
っかけとして、「シンポジウム」の開催を予定（5/22、5/28、6/5）しています。
こうした取組の中で新市庁舎整備に関心をお持ち

～昨年のワークショップの様子～

になった方が、新市庁舎の親水空間やアトリウム
（屋根付き広場）などの「ひろば」の活用アイデア
を幅広く提案できるワークショップを開催します。
ワークショップでのアイデアは、低層部の管理・運営
に関する計画づくりへの反映を検討していきます。
多くの市民の皆さまご参加をお待ちしております。

【開催概要】
《タイトル》

新市庁舎にみんなで「ひろば」をつくる会議（ワークショップ）
～豊かな市民生活や活動が育まれる新市庁舎低層部をみんなで考えよう～

《内
容》 ・新市庁舎整備計画概要説明、ワークショップ
《ファシリテーター》横浜国立大学准教授 野原 卓氏
※参加無料で、事前申込制です。申込は６月 13 日から、第１回・第２回は各回 50 名、第３回は 100 名
で、申込多数の場合は抽選となります。
※手話通訳が必要な方は第１回・第２回は６月 15 日まで、第３回は７月 19 日までに次の連絡先までご
連絡ください。

TEL: 045-633-3903 FAX: 045-664-2501 email: so-chosyaplan@city.yokohama.jp

※お車でお越しの方は、近隣の時間貸駐車場をご利用ください。
※取材を希望される場合は、直接受付へお越しください。

◆前半
《第１回》
平成 28 年６月 24 日（金）
18:30～21:00（開場 18:00）
横浜アイランドタワー17 階

《第２回》
《第３回》
平成 28 年６月 25 日（土） 平成 28 年７月 31 日（日）
13:30～16:00（開場 13:00） 15:00～17:30（開場 14:30）
横浜アイランドタワー17 階 YCC ヨコハマ創造都市センター3 階

「低層部の活用アイデアをできるだけ多く考えよう」

「低層部の活用アイデアを

※第 1 回と第２回の内容は同一です。

まとめて運営につなげよう」

申込締切：６月 20 日(月)

申込締切：７月 25 日(月)

◆後半（予定）平成 28 年 11 月以降、３回開催
裏面あり

＜取組イメージ＞
新市庁舎整備について広く知っていただく取組と、
市民の皆さまが参加できるイベントの連携による
オープンなプロセスの構築と取組成果の公表・共有

※開催済み
【デザインレビュー】

新市庁舎整備の提案内容を参加者の皆さまに知っていただきます。

計画を知る
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部
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平成 28 年４月 27 日（木）

【シンポジウム】

平成 28 年５月 22 日(日)、28 日(土)、６月５日(日)

認知度を高め

市民の皆さまが活用できる空間とその魅力について共有し、考える

魅力を知る

きっかけとしていただきます。

今回の取組
【ワークショップ《前半》】

平成 28 年６月 24 日(金)、25 日(土）、７月 31 日(日）

新市庁舎で実現できる活動のアイデアを、提案していただきます。

アイデアを出す

多様な主体による新市庁舎についての積極的な検討
活動を支援させていただきます。

【セミナー・ワークショッ
プ《後半》・発表会】
アイデアをまとめる

平成 28 年９月～

新市庁舎低層部に必要なルールや、市民参加の方法を考えて
いただきます。また、取組の成果を公表させていただきます。
※セミナー等の詳しい取組については、具体化次第、
記者発表を行う予定です。

低層部の管理の方向性の決定

平成 28 年度は設計作業を進めますが、並行して、新市庁舎で行いたい活動、参加・企画した
いイベントなどのアイデアとその実現方策を考えていただくセミナー等も計画しています。デザインビ
ルド事業者の設計者や市の担当者もこうしたイベントに参加し、参加者の皆さまのアイデアを設計
作業の参考にします。また、こうしたイベントを契機とした多様な主体による新市庁舎についての積
極的な検討活動で生まれるアイデアについても、低層部の管理・運営に関する計画づくりへの反
映を検討していきます。

お問合せ先
総務局管理課

新市庁舎整備担当課長

大津

豪

Tel 045-633-3902

新市庁舎にみんなで「ひろば」をつくる会議(ワークショップ)
～豊かな市民生活や活動が育まれる新市庁舎低層部をみんなで考えよう～
■開催趣旨

新市庁舎整備予定地

横浜の新市庁舎は、"市役所という場で行われる様々な活動
が非常に豊かである""市役所に豊かな市民生活がある"とい
う状態を目に見える形にすることで、人々の活動そのものこそ
が新しいシンボルとなることを目指しています。

現市庁舎

新市庁舎
整備予定地

こうした新しい象徴的な市役所の実現に向けて、現在、豊か
な活動を支える「ひろば」の設計作業を進めているところです。
今年度は、計画概要などを説明する市民の皆さま向けのイ
ベントを行ってきました。今回、将来の新市庁舎での活動につ
ながるアイデアを幅広く募るため、市民の皆さまが実際に、考
えや思いを提案できるワークショップを開催します。

広報よこはま12月号より抜粋

新市庁舎低層部のイメージ

■ファシリテーター
野原卓氏（横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院准
教授/都市デザイナー）
2000年東京大学大学院(都市工学専攻)修了、設計事務所勤務
の後、東京大学助教等を経て2011年より現職。
横浜市都市美対策審議会委員。横浜市相鉄いずみ野線沿線み
らいに向けたまちづくり、を始めとした横浜市での都市デザイン
マネジメント実践のほか、宮城県石巻市や福島県喜多方市など
、幅広いフィールドで、都市・地域空間の将来像について研究・
実践を展開している。

■主催

横浜市

■提案・サポート

竹中・西松建設共同企業体

第1回
平成 28 年6月 24 日（金）
18:30 ～ 21:00
横浜アイランドタワー17階
定員：50名
≪申込締切 6 月 20日 （月）≫

JR 1番出口

市営地下鉄
北1番出口

第2回
平成 28 年6月 25日（土）
13:30 ～ 16:00
横浜アイランドタワー17階
定員：50名
≪申込締切 6 月 20日 （月）≫

第1回、第2回会場
横浜アイランドタワー17階

第3回
平成 28 年7月31日（日）
15:00 ～ 17:30
YCC ヨコハマ創造都市センター３階
定員：100名
≪申込締切 7 月 25日（月）≫

１ｂ出口 野毛・桜木町口
（アイランドタワー連絡口）
地下にて直結

第3回会場
YCC ヨコハマ創造都市センター３階

桜木町駅徒歩5分
ｉ－マッピーより抜粋

※6月13 日(月)から申込開始です。応募者多数の場合は抽選となります。
※申込は各回毎となります。右の申込サイトか裏面 FAX送付票で横浜市総務局新市庁
舎整備担当 ワークショップ受付係までお申し込みください。(入場無料)
※手話通訳が必要な方は、第１回・第２回については6月15日(水)まで、第３回について
は７月19日までにご連絡ください。

0ｍ

50ｍ

申込開始6月13 日(月)から

申込サイト▶
ht t p: / / w w w . c i t y. yokoham a. l g. jp/
somu/org/kanri/new t yos ya/
workshop. html

100ｍ

新市庁舎にみんなで「ひろば」をつくる会議
新市庁舎の「ひろば」（屋根付広場､親水空間､市民協働スペース等の市民利用スペース）の活用・運営方法を前半と後半に分か
れたワークショップで考えます。

■各回の概要

前半：低層部の「ひろば」でどんな活用ができるか考えてみましょう
第１回（6月24日（金））
第２回（6月25日（土））

第３回（7月31日（日））

「低層部の活用アイデアをできるだけ多く考えよう」

「活用アイデアをまとめて運営につなげよう」

＜検討項目例＞

＜検討項目例＞

屋根付き広場

イベントに参加したい

親水空間

アイデアを実現したい

市民協働スペース

「ひろば」づくりに関わりたい

① 前回アイデアの伸ばしたいポイント探し
② ①のポイントを更に伸ばしたアイデア出し
③ アイデアの整理
④ 低層部の活用で大事にしたいこと

後半：低層部の「ひろば」の運営に必要なことを考えてみましょう（予定）
第5回（平成28年12月頃）

第4回（平成28年11月頃）

第6回（平成29年1月頃）

運営その1

運営その2

まとめ・発表 （ オープンＷＳ ）

「低層部に必要なルールを考えよう」

「自分の市民参加の方法を考えよう」

「今までの成果を提案しよう」

頂いたご意見を基に、新市庁舎低層部の管理・運営に関する計画づくりへの反映を検討します。
■担当・連絡先
横浜市総務局新市庁舎整備担当 ワークショップ受付係 電話:045-633-3903 email: so-chosyaplan@city.yokohama.jp

FAX 送付票

横浜市総務局新市庁舎整備担当 ワークショップ受付係
FAX: 045-664-2501切り取らずにこのまま送付してください。 申込開始: 6月13 日(月)～
送付先：

●お名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

●ご連絡先

E-mail ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
FAX ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ TEL ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

●年代・性別 ＿＿＿＿才代 男・女
●参加経験 参加したことのあるイベントに☑をつけてください。(複数回答可)
□ 平成27年 8月28日 新市庁舎の【活用】を考えるシンポジウム ～横浜市新市庁舎は街を活性化できるか？～
□ 平成27年 9月27日 新市庁舎の【活用】を考えるシンポジウム2 ～横浜を象徴する｢開かれた交流の場｣をつくる～
□ 平成27年12月15日16日 わたしたちが使いたくなる｢パブリックスペース｣をつくろう！ ～横浜市新市庁舎低層部アイデア・ワークショップ～
□ 平成28年 5月22日28日,6月5日 新市庁舎の「ひろば」を考えるシンポジウム
●参加動機 低層部のイベント開催や運営に対して、あてはまる項目を○で囲んでください。（複数回答可）
イベントに参加したい・アイデアを実現したい・「ひろば」づくりに関わりたい・その他 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
●参加希望回に☑をつけてください。
□ 《第１回》6月 24 日（金）18:30 ～横浜アイランドタワー17階

≪申込締切 6月20日（月）≫

□ 《第２回》6月 25 日（土）13:30 ～横浜アイランドタワー17階

≪申込締切 6月20日（月）≫

□ 《第３回》7月 31 日（日）15:00 ～YCC ヨコハマ創造都市センター3階

≪申込締切 7月25日（月）≫

