伏見力で考えよう！！

『我らが新伏見区総合庁舎』ワークショップ通信
第３号 平成 1７年 1 月２５日発行
１月１５日（土）第３回ワークショップ「私たちが考える
望ましい伏見区総合庁舎」が開催されました。
第３回ワークショップの目標

プログラム

１．これまで実施してきたワークショップの成
果、
「新伏見区総合庁舎整備についての来庁
者アンケート」の結果、伏見区基本計画の
概要を紹介し、
「私たちが考える望ましい伏
見区総合庁舎」のあり方について考えます。
２．ワークショップの仕方、進め方を学びます。

１．開会挨拶、事務局・コーディネーターの紹介
２．第１、２回ワークショップの振り返り、市民意見
集約状況の紹介、質問、今日の進め方
３．自己紹介
４．グループディスカッション
５．グループ発表、講評
６．閉会挨拶

ワークショップスケジュール（全４回開催）
第１回

第３回ワークショップの概要

「ワークショップ立ち上げ・
伏見らしさってなんだろう？」
平成１６年 11 月 27 日（土）

第２回

実施
済み

「今の区役所ここがよい・
ここが気になる」

平成１６年１２月１２日（日）

第３回

実施
済み

「私たちが考える
望ましい伏見区総合庁舎」
平成１７年１月１５日（土）

実施
済み

ワークショップ成果の取りまとめ（事務局作業）

第４回

「提案書をつくろう！」
平成１７年２月 6 日（日）
14：00〜16：30 於 伏見区役所

第 3 回ワークショップは、１月１５日（土）午
後２時から伏見区役所において 49 名（市民 43
名、テーブルコーディネーター６名）の参加を得
て実施しました。また、障害のある方も多く参加
され、要約筆記、手話通訳など 11 名がボランテ
ィアとして参加していただきました。
コーディネーターの谷口知弘先生（立命館大学経
営学部助教授）からワークショップに先立ち「第
１、2 回ワークショップの振り返り」「新伏見区
総合庁舎整備についての来庁者アンケート」「伏
見区基本計画」の概要説明が行われた後、質疑応
答がありました。
グループディスカッションでは、これまでのワー
クショップの結果をもとに、新庁舎にこんな施設
や機能があったらいいなあ、こんな施設や機能に
しないとだめだといった点を議論し、それぞれが
考える望ましい伏見総合庁舎のキャッチフレー
ズを考えました。

みんなで考えた 望ましい伏見区総合庁舎（グループディスカッション）
Ａグループ：人にも地球にもやさしい
区民活動スペース

施設内

・障害者やボランティア、一般の人が使える
・ワンフロアで区役所と福祉事務所が行き来
会議室
できるように
・区民や各団体の活動スペース
・活字読み取り機、手話通訳、電光掲示版、
・パソコンや文化活動ができるように
点字案内などユニバーサルデザインに
・駅からもっと目立つように
・喫茶店を障害者、高齢
者の雇用の場に

交通問題

環境

・近隣の交通問題などを考える
と大きすぎる駐車スペース
もどうか
・駅にも案内板を

・市民協働、啓発に役立つ
太陽光発電など自然エネ
ルギーの活用

安心・安全な町
・防災拠点としての整備
・雨水利用、太陽光発電、
災害時の備蓄

Ｂグループ：活力とやさしさを生む新庁舎
伏見らしさをだして

市民活動サポートの場
・障害者雇用や若者就業体験となる市民運
営のオープンカフェ
・多目的ホール、会議室
・市民活動の配架コーナーの設置

・酒蔵イメージの建物外観
・太陽光発電パネルなど環境に優しい施設
・土地が狭いので駐車場を地下に

子連れでも気楽に
みんなにやさしい
・総合案内カウンター、電光掲示板
・オムツ交換台つきトイレ
・聴覚、視覚障害者用の機器
・廊下に手すりを
・障害者を手助けできる人の配置

・キッズ・コーナー、一時託児

ゆったりいこいの場
・緑･･･屋上緑化、緑の多いエクステリア
・交流･･･カフェ、学食風食堂
・ゆったり･･･玄関ホール
・旧庁舎跡地は公園に

Ｃグループ：いろんなﾞ情報ﾞといろんなﾞ人ﾞが集まる伏見区役所
来やすい・集まり
やすい場所に

使いやすい区役所窓口
ゆったり＆こじんまり

ワンストップ

・気軽に相談・ゆったりし
た業務スペース

･転出入窓口の一本化
・外国語表示の充実

バリアフリーは当たり前＋α
の配慮を

スムーズな順番待ち

総合的に

・子ども連れ、色弱、難聴の方への
配慮
・若者の居場所づくり

・待合の番号表示や呼び出
しマイク

・入口に案内所

サロン的会議スペース

伏見を知る情報の宝庫
豊富な「伏見情報」
・伏見の「おいしい水」の提供
・地場産業の展示コーナー
・産業・観光・ＮＰＯの活動など
伏見の情報がわかる

観光客も
サポート

ちょっと一服も
・喫茶コーナー、自販機等の設置
（障害者雇用の場に）
・来庁者駐車場は環境のことを考え
て有料でもよいのでは

Ｄグループ：みんなにやさしいユニバーサル総合庁舎
ユニバーサル案内人
建物構造
・福祉事務所は一階に
・補聴器が使いやすい設備（ループ）
の設置
・雑音を押さえた構造

みんなが使える便利な設備
・気軽に立ち寄れる区役所
・会議、展示、講演会に使える会議室
・障害者と健常者が共に学べる学習室
・跡地に児童館、市民集会所

設備の工夫
・喫煙ができない区役所

・手話通訳者の配置
・ボランティアの要約筆記者の
配置
・耳マークの設置

ひと目でわかる案内板
・各室の電光掲示板
・緊急通報電光表示

駐車は
・コイン制・時間制限の駐車場
・駐輪、駐車スペースを

出入口
・出入口は東側へ
・入口の段差をなくす

職員に
ひとこと
・たらい回しにし
ないよう職員
の指導を
・手話通訳､要約
筆記の訓練を
職員に

Ｅグループ：これぞ伏見・ＴＨＥ「伏水」

設備・機能
・ワンフロア、ワンストップ
・ビオトープ的な庭、いこえる場所(テラス､ベンチ)
・案内･･･総合案内所、観光案内の機能
・ホール､待合スペース､可変的なインテリア､茶室
・防犯システム､入りやすい入口
・エスカレーター・エレベーター

駐車･駐輪場
・広い駐車スペース
・広い駐輪場､バイク等も置ける場
↓ ↑
・駐車場は必要だけど周りの道は
狭い

集い・学び

・伏見、伏水を身近に感じること
・外観･･･酒蔵、現区役所の面影を残す､和風
・外から見て分かりやすく、伏見らしい外観
･ 明るい気持ちになる庁舎
・シンボルとなるオブジェ
・観光の拠点となるように

・地域の環境学習拠点
・子どもや高齢者が共に集える場
・ボランティアが集える場

Ｆグループ：ちょっと寄ってこ！！伏見区役所
迷わずゴール
・正面入口に案内窓口
・広いロビー
・分かりやすい表示・配置

誰にでもやさしい

憩える場所に
安全なアクセス
・交通問題の改善
・安全な道路の確保

・区民がふれあえるスペース
・イベントスペース、ホール

伏見らしさ
環境に配慮
・花いっぱい運動、屋上緑化
・節水､節電で環境に配慮
・禁煙･喫煙の分離

自由に気軽に使える
スペース

・段差がない
・電光掲示板の設置

・酒、水に親しむ空間を
・展示スペース
・観光客の休憩、情報収集の
場

・会議室、集会室、研修室
・ボランティア活動など支援
する設備

地元の人とつながろう
・産学官の連携
・高齢者、障害者､若者の雇用
創出

ワークショップのとりまとめ 「望ましい伏見区総合庁舎」
こんな活動がしたい
伏見の情報
の発信

キャッチ
フレーズ

集い
・交流

活 力

ボランティア
活動

高齢者や障害者
の活動

文化活動

安心・
やさしさ

展示コーナー

会議室

環 境

自然エネル
ギー活用

観光案内
託児室

環境学習

総合案内

カフェ
・食堂

ユニバーサル
デザイン

屋上緑化・
緑の外溝

こんな施設がほしい

第３回ワークショップの「ここが良かった」「悪かった」（ご意見・ご感想）
＜ここが良かった＞
伏見区民の熱意がとても伝わってきました。区民が「使いこなしやすい」区役所を期待しています。
→皆さんのご意見を踏まえ、親しみやすい､利用しやすい総合庁舎としていきます。
＜悪かった・改善すべき＞
もっとＰＲし、たくさん参加してほしい。
→今後さらにＰＲなどを行っていきますが、お友達やご近所の方などお誘いの上、ぜひ参加ください

ワークショップの開催趣旨
現在、京都市では、伏見区内で分散立地している区役所、福祉事務所、保健所を統合し、伏見青少
年活動センターを併設した総合庁舎の平成 20 年度の開設を目指し、整備基本計画策定に取り組んで
います。
そこで、誰にでも親しみやすく、利用しやすい、地域活動活性化の拠点となる総合庁舎とするため、
来庁者アンケート、伏見区ホームページ（http://www.city.kyoto.jp/fushimi/）でのアンケート、ワーク
ショップにより市民意見の集約に努めています。特にワークショップは、市民の皆さんと行政が協働
作業により意見を出し合う場として実施しています。ワークショップで取りまとめられた市民意見
は、「私たちが考える望ましい伏見区総合庁舎提案書」として、来庁者アンケートやホームページへ
のご意見とともに現在検討中の「伏見区総合庁舎整備基本計画」に活かしていきます。
総合庁舎の最も基

市民意見の集約
ワークショップ
（全４回）

ホームページ
アンケート

本となる計画で、こ

「提案書」

「整備基本
計画」

れをもとに庁舎を
整備していきます。

来庁者
アンケート

次回、第４回ワークショップは・・・

第４回ワークショップ
「提案書をつくろう！」
平成１７年２月６日（日）
14：00〜１６：３０ 於 伏見区役所
コーディネーター：谷口知弘氏（立命館大学助教授）

実施概要

スケジュール

第４回ワークショップでは、伏見区総合庁舎整備基本
計画の策定にあたり市民意見の集約として、これまで
行った３回のワークショップで話し合った内容を「私
たちが考える望ましい伏見区総合庁舎提案書(案)」と
して事務局が整理し、ご紹介します。
これらの市民意見を踏まえて、グループディスカッシ
ョンでは、「私たちが考える望ましい伏見区総合庁舎
提案書(案)」について確認していきます。

１．開会の挨拶
２．第３回ワークショップの振り返り
３．私たちが考える望ましい伏見区総
合庁舎の意見の整理
４．自己紹介
５．グループディスカッション
６．グループ発表・質問コーナー
７．閉会（終了予定 16:30 頃）

これまでのワークショップの成果をもとに皆さんといっしょに「私たちが考える望ましい
伏見区総合庁舎提案書」として取りまとめていきます。

前回ご参加いただけなかった皆さんも参加いただけます。
皆さんのご参加をお待ちしております。
発行：京都市伏見区役所総務課

発行日：平成１７年１月２５日

