
２－３ 自由意見 

（ア）記入者の内訳 

新庁舎の外観デザインについての意見・提案等については，回答者数2,155人のうち，

826人（38.3%）の意見があった。 

（イ）意見・提案の内訳 

意見・提案について，一人が複数の内容を記入している場合があり，それらを項目別

に集約すると869件となった。内訳としては，40～49歳及び60～69歳が129件(15.6%)，

70歳以上が 112件(13.6%)となっている。 

 

以下に主要な分類別に意見をまとめた。「病院に近い，汚れが目立つ」に関する意見が一

番多く 136件（15.7%）となっている。Ｂ・Ｄ案の白は，雪の印象や清潔感を与えるのと合

わせて病院に見えたり汚れが目立ちやすい印象を与えたりすることも分かった。次に「現

庁舎（レンガ）の雰囲気について」の 74件（8.5%）が多数を占めている。現庁舎のレンガ

は旭川市役所の象徴であるとの意見が多かった。次に「単色か複数色かについて」は 59件

（6.8%）で 3番目に多かった。単色の方がシンプルで良いとの意見もあったが，複数色の

方が親しみを持てるとの意見が多かった。 

  

18～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70以上 小学生 中学生 高校生 大学生

意見数（件） 7 52 95 129 111 129 112 39 58 77 17

割合（%） 0.8% 6.3% 11.5% 15.6% 13.4% 15.6% 13.6% 4.7% 7.0% 9.3% 2.1%

男性 女性

意見数（件） 259 376

割合（%） 31.4% 45.5%

※性別を区別していないため，男女の意見数については小学生・中学生・高校生を除く

分類
意見数
（件）

構成比
（％）

病院に近い，汚れが目立つ 136 15.7%

現庁舎（レンガ）の雰囲気について 74 8.5%

単色か複数色かについて 59 6.8%

シンボルとしての旭川市役所について 55 6.3%

雪や清潔感について 52 6.0%

特徴がない，個性がない 49 5.6%

シンプルで経済的なデザインについて 46 5.3%

周辺環境との調和について 41 4.7%

落ち着きや安心感，親しみについて 37 4.3%

木材利用について 29 3.3%

暖かみについて 28 3.2%

明るいイメージについて 24 2.8%

アンケート自体について 24 2.8%

後世に残るようなデザインについて 21 2.4%

活気や元気について 18 2.1%

外観デザインでなくソフト面に関する要望 17 2.0%

市役所の堅いイメージについて 9 1.0%

その他 150 17.3%
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（ウ）分類ごとの主な意見内容 

  （※原文のまま掲載しています（一部要約などをしている場合があります。）。） 

 

○病院に近い，汚れが目立つ（136件） 

・一見病院と勘違いしそうなイメージがします。色を取り入れることで，少しはイメージ

も違って見えますが，外観デザインにもっと遊びを取り入れたら市民も楽しく集えそうに

感じます。白の外壁はメンテも大変そう（汚れ易い）だし，まち並みと調和がとれている

か疑問です。（60～69歳 女性） 

・雪のイメージとして白は良いと思いますが，どちらかといえば病院に見えるので，ブラ

ウン系が良いと感じました。レンガをイメージさせる赤系があった方が隣の文化会館との

調和とれているように思います。そして明るい印象でした。新庁舎楽しみにしています。

（40～49歳 女性） 

・Ｂ案は少し病院のような感じがします。又汚れが目立つかもしれません。（小学生） 

・Ｂ案Ｄ案のような白だと，今の庁舎のように古くなったときに亀裂や黒い汚れが目立つ

のでやめた方がいいと思う。（高校生） 

 

○現庁舎（レンガ）の雰囲気について（74件） 

・現在の庁舎のイメージを赤色（レンガ色）で残してほしいと思いました。 

（50～59歳 女性） 

・現在の市役所が大好きでした。色，造り，レンガのあたたかさ，本当に旭川市として最

高の建物でした。優しさのある建物，市役所を造って下さい。（60～69歳 女性） 

・旭川市役所はレンガ色のイメージがあるので，現庁舎のような色合いが良いのではない

かと思います。（40～49歳 女性） 

・赤や茶が入ると未来というより現庁舎を思わせるかと。（50～59歳 女性） 

・新庁舎の件とても良いと思います。しかし，せっかく新しくするのであれば，今と似た

レンガ建築は・・・と感じました。（18～19歳 女性） 

 

○単色か複数色かについて（59件） 

・二色にすることにより明るく愛着を感じ，優しい感じがする。冬の雪景色の中において

も目立ち，庁舎の存在感がある。（40～49歳 男性） 

・色がワントーンだとなじむが堅いイメージ。お役所って感じはするけど，市民が集うな

ど親しみやすさを求めるならツートーンの方が親しみやすいと思います。 

（30～39歳 女性） 

・もっとカラフルにしたらいいと思います。（小学生） 

・一色のデザインより二色の色を使ったり，模様をつけたら親しみやすいと思う。一色だ

と会社や病院など気軽に行けそうにない雰囲気になってしまうと思う。（高校生） 
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○シンボルとしての旭川市役所について（55件） 

・七条緑道に面しているので，花のイメージで黄色系か赤系（旭川のナナカマド）のイメー

ジはいかがでしょうか。隣がグランドホテルですので，色合わせという案も思い浮かびま

した。七条緑道を大事にしたいと思いました。大変だと思いますが頑張って下さい。 

（60～69歳 女性） 

・壁に「あさっぴー」がいると可愛いです。他には「アイヌの柄」があると旭川らしさが

出るのではないでしょうか。（20～29歳 女性） 

・旭川市の象徴的な建物としてアクセントのある，印象に残る色合いにしてほしい。おと

なしい街だから他にむけてのアピールの先陣をきるものとして頂きたいと思います。 

（60～69歳 男性） 

 

○雪や清潔感について（52件） 

・Ｄ案の色が一番良いと思う。白は雪をイメージできるし，赤っぽいの葉はナナカマドの

色のイメージでパッと明るい感じで良いと思う。（30～39歳 女性） 

・外壁が真っ白だと，真冬には周りの雪に溶け込んでしまって見えづらくなりそう。たと

えばテレビでよく流される旭川市の遠景でも，白いと存在感がほぼ無くなる気がする。 

（40～49歳 女性） 

・個人の意見ですが，茶系の色というよりは白系のほうがいいと思います。理由は清潔感

があるし雪が表現できていると思うからです。あと白一色（Ｂ）だと病院のような感じに

思うのでＤが良いと思いました。（中学生） 

・レンガ調の温かさと雪の白さが感じられるＤ案がいいと思います。（40～49歳 男性） 

 

○特徴がない，個性がない（49件） 

・暗くならない外観で，他の庁舎の様にならない，新しい外観を！と思います。いずれの

案も，普通でした。（50～59歳 女性） 

・Ｂ案ですが，あまりに地味だとおもいます。Ａもですが。ＣやＤの様に二色にして，も

う少し遊び心も加えても良いと思います。（楽しさ，愛着のわくデザインにするなら良い

ですが）（中学生） 

・もっとシンプルじゃなくても良いと思う。（中学生） 

・もう少し華やかな色でもいいと思った。（高校生） 

 

○シンプルで経済的なデザインについて（46件） 

・デザインばかりではなく，費用や耐久性も重視してほしい。（50～59歳 男性） 
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・独創的なデザインである必要はない。これから何十年も親しまれる建物であり続けるた

めには，シンプルで機能的であるべき（費用的にも）。民間の商業施設のようなシンボル

的な外観ではなく，無機質なもので良い。（40～49歳 男性） 

・旭川市も将来，人口減は考えられると思います。新庁舎完成後，維持管理費コストダウ

ンにつながる新庁舎を計画，実践して市民の負担減をお願いします。（60～69歳 男性） 

・メンテナンスのことも考えてシンプルで，汚れの目立たないものが良いと思う。 

（60～69歳 男性） 

・維持管理がしやすい外観が旭川市にはふさわしいと思います。（50～59歳 女性） 

 

○周辺環境との調和について（41件） 

・長く使っていく庁舎なのでブラウンや白など変わらない価値感で街にとけこめる色がい

いと思いました。（20～29歳 女性） 

・文化会館と並列して建っていることを考えると，雰囲気を一致させた方が良いと思う。

長い間使うので，白よりは茶色が無難だと思うが，それも寂しい気がする。 

（70歳以上 女性） 

・文化会館の隣であり，旭川の経済を象徴する建物なので，重々しいものよりかは，さわ

やかな，優しい色合い，木々の緑に合う色合いなどだといいですね。（30～39歳 女性） 

・Ａ案，Ｂ案は少し寂しくどうしても都会的に見えてしまう。Ｃ案，Ｄ案は旧庁舎のレン

ガ調も取り入れつつ新しい色調と上手く調和されているのではと思う。ただ，もう少し温

かみのある色が使われる方が個人的にはいいかなと思う。（30～39歳 女性） 

・青空に白い外壁は，大雪山の山のイメージにピッタリと思います。大雪山の紅葉はとて

もステキで建物のアクセントになって良いと思います。出来上がるのが楽しみです。 

（60～69歳 女性） 

 

○落ち着きや安心感，親しみについて（37件） 

・豊かな大地や自然を生かしたイメージをお願いします。長い年月を経てもそこに建って

いるのが不自然ではない様に「素朴さ」が良いと思います。（70歳以上 女性） 

・市役所は様々な手続きをする場なので，賑わいや楽しさ，力強さよりも落ち着きや堅実

さが大切だと思うので，その意味ではＣ案の方が好ましいと感じます。（50～59歳 女性） 

・どれも落ち着いたデザインだと思います。暖色がある方が親しみを持てます。 

（20～29歳 女性） 

・周りに文化会館とかグランドホテルとかあり，そこに真っ白の建物があると威圧感があ

るような，浮きすぎる感じがあるようなイメージがあり茶色系統のところがあると安心す

る感じがします。（40～49歳 女性） 
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○木材利用について（29件） 

・外観デザインも重要とは思いますが，旭川の産業の一つでも有ります，木工等の活用を

希望致します。（50～59歳 男性） 

・内装と同様に外装も旭川らしい木材とレンガを使用したらどうでしょうか。重みのある

外観を望みます。（50～59歳 女性） 

・家具の街旭川市らしくブラウン系の木目調がいい。白いのには違和感があるように感じ

る。（40～49歳 女性） 

・木でつくれたらやわらかく旭川らしいイメージに近づくのではないでしょうか。Ｄ案は

病院と間違えそうです。（高校生） 

 

○暖かみについて（28件） 

・旭川の冬は寒いので，暖かみのある色が良いのではないでしょうか。汚れも白だとすぐ

黒ずんできてしまうのではないでしょうか。（60～69歳女性） 

・赤は暖かさもあるのでイメージ的にとても良いと思います。（60～69歳 女性） 

・夏から秋，緑が多い中で映える庁舎が良いと考えます。また，冬から春にかけて，雪の

中，暖かさを感じられると良いと思います。（60～69歳 女性） 

・温かみのある，長期間の汚れが目立たない外観にして欲しい。（60～69歳 男性） 

 

○明るいイメージについて（24件） 

・市役所そのものが，あまり明るいイメージがないので，せめて色だけでも，明るい色の

外装にしてほしい。（20～29歳 男性） 

・今の旭川の現状から明るく活気のある雰囲気を望みます。（50～59歳 女性） 

・Ａ，Ｂ案は今までどこでも見ている感じがしますが，Ｃ，Ｄ案は明るさを感じて今まで

になく良いと思う。特にＣ案が明るさと暖かみを感じて旭川市民が集う市役所として，と

ても良いと私は思います。（70歳以上 女性） 

・白をメインにすることによって目立ちやすく明るい感じがする。茶色を入れると落ち着

き市役感はでているが少し暗いイメージがするので白っぽい建物の方が良いと思う。 

（高校生） 

 

○アンケート自体について（24件） 

・アンケートの設問項目からイメージを膨らませることが難しいと思います。市民の税金

を使い実施するのですから，もっと検討を加え，市民の意見が反映されるものにして頂き

たいですね。（60～69歳 男性） 

・現庁舎は当時，日本建築学会賞を受賞した建物だということは当然ご存知と思います｡老

朽化，耐震性の問題はありますので建て替えに異存はありませんが，計画案は受賞作品と

は程遠いと思いました。せっかくの建て替えですので，後世に残る作品を希望いたします。
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色彩とともにデザインをもう一度考えることはできないのでしょうか。（70歳以上 男性） 

・パターンの差がもう少しあった方が良いかと思います。4種の中で考えましたが，4種あ

るのであればもう少しそれぞれのデザイン差のあるパターンがあっても良いかと思いま

す。（30～39歳 男性） 

・色がもう少し旭川らしくというのもあるが，違う色も検討してみたらいいと思う。この

ようなアンケートをやることはすごく良いと思うのでこれからも地元の意見を大事にし

てほしい。旭川をほこれる良い庁舎になるといいなと思う。（高校生） 

 

○後世に残るようなデザインについて（21件） 

・新庁舎らしくさらに未来的なデザインに期待します。（60～69歳 男性） 

・Ａ，Ｂ案は病院の様に感じる。Ｃ，Ｄ案は赤が入る事で新しい旭川の将来性を感じる。 

（50～59歳 女性） 

・長期間使用するので飽きのこないデザインにしてほしい。（60～69歳 女性） 

・長く時間が経過しても劣化しない様な最先端を行きつつ，万人に愛着を持たれる様な物

が良いです。（大学生） 

 

○活気や元気について（18件） 

・茶色は汚れも目立たず安定感もあり，赤も入る事により，旭川に活気を呼ぶ様に市役所

の建物も強調してほしいです。皆が利用し楽しい市役所になるようにして欲しいです。 

（60～69歳 女性） 

・力強さと活気があり暖かいイメージで考えて頂きたいです。（70歳以上 男性） 

・Ｃ案を希望しました。旭川を少しでも活気がある赤を使用し，水田のある旭川のイメー

ジでお願いしたいと思いました。（60～69歳 女性） 

 

○外観デザインでなくソフト面に関する要望（17件） 

・現在使用の庁舎は当時斬新で大変良く思っていました。変わるのは少し残念な気がしま

すが，これからの旭川の発展を思うと，時代にあった建物も必要かなと思います。新しい

庁舎が出来ましたら，窓口が判りやすく，年寄りでも楽に庁舎を歩けるようにお願いをし

ます。出来れば一日でも早く完成をして，それを見てみたいです。頑張って下さい。 

（70歳以上 男性） 

・どこが正面入り口なのかわかりやすくしてほしい。（40～49歳 女性） 

・勉強スペースを設けてほしい。（学生が集まり，市について関心を持つ人も増えると思う。 

（高校生） 

 

○市役所の堅いイメージについて（9件） 

・四角い形が親しみやすさを感じさせない。堅い印象である。（50～59歳 女性） 
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・Ａ，Ｂ案は単色で堅苦しい気がします。Ｄ案の白色よりもＣ案のクリーム色の方がやさ

しい雰囲気がして市民も行きやすいと思います。（30～39歳 女性） 

・Ａ案は真面目な硬いイメージ。Ｂ案は病院みたい。2トーンの方が親しみやすく，柔らか

いイメージがします。（30～39歳 女性） 

・外観がやや堅苦しい気がする。（高校生） 

 

○その他（150件） 

・私は旭川のイメージが全く思いうかばないけれど，新庁舎が完成して，それが市民に自

然と受け入れられれば旭川らしくなると思います。（20～29歳 男性） 

・建築物をシンプルにして，周りの芝にガーデニングや噴水等，市民が集まってこられる

様な憩いの場を作ったら良いと思います。散歩，休憩，ランチ，ピクニック等も出来て良

いのではないかと思います。建物はシンプルな方が飽きないと思います。 

（40～49歳 女性） 

・もっと看板やロゴの入った画が見たかったです。夜にライトアップされて，営業してな

くても人の気配が感じられると良いです。木や草花が多いと良いです。（50～59歳 女性） 

・白だけではなく白っぽいうすい色を使って見たら良いと思う。（小学生） 

・たてものの形を四角ではなく，丸くしたらいいと思う。たてものの周りがさびしいので

木をうえたりしたらいいと思う。（小学生） 

・芝生だけではなく，低木などもう少し自然を加えてみてはいかがでしょうか。大雪山だ

けにイメージが偏りすぎて身の回りの自然や文化に触れていないと思う。（中学生） 

・Ｂ案について，真っ白というのは明るすぎて市街地にあると目立ちすぎると感じました。

シンプルなデザインなので，少し絵や文字を入れてはどうかと思いました。そうすれば大

人にも子供にも愛されるかと思います。（中学生） 
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