
庁舎本館
(地下5階～地上13階)

ソウルの新しい顔
seoul.go.kr 
 

2012年8月に新築された庁舎は、韓国の伝統家屋の
軒を再解釈して建てられたが、環境にやさしい
設計により、夏は日かげの涼しさを、冬は日なたの
暖かさを提供する。庁舎は職員が勤務するオフィス
として使われているのと同時に垂直庭園、ハヌル（空）
広場、多目的ホールなど市民のための空間としても
活用されている。硬い雰囲気のオフィス空間だけではなく
市民との共感や市民の声に耳を傾け、様々なコンテンツ
を 提供する文化的空間として新しく生まれ変わっている。

03  I・SEOUL・Uラウンジ

ラウンジには市長室の内部を見る
ことができる「開かれた市長室」、
ソウル市の革新的な政策を
紹介する「みんなのソウル」、
デジタル行政プラットフォームの

「デジタル市民市長室」、映像
モニターと表彰盾で飾られた

「ソウルの道」が年中常設
展示されている。

6F

05  ハッピープラスショップ
ソウル広場を見渡せるハヌル(空)
広場には、障害者バリスタが作る
おいしい飲み物と菓子類を
低価格で味わえる「ハッピー
プラスショップ」がある。

9F

運営時間 

月曜日～金曜日  07:30 ~18:00
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市民聴
(地下1階～地下2階)

市民の声
seoulcitizenshall.kr

地下1階には「市民庁」ではなく「市民聴」という
空間がある。耳の形の造形物をはじめ別途の
入口を設けて市民との接近性を高め、市民の 声に耳
を傾けて意思疎通するというソウル市の
強い意志が表れている。

市民聴は、市民が自身の考えを自由かつ創意的に
表現できる、市民のための、市民による、市民が
主人公となる空間だ。
コンサート、暮らし市場、結婚式などの各種
イベントから討論会、講座、ワークショップなど
多様なプログラムに市民が参与し、それぞれの
創意性と個性を発揮できる。

03  I・market SEOUL・U

ソウル市優秀中小企業のアイデア
製品に出会えるスペース。
ビューティーやヘルス、ファンシー
グッズ、工芸品など多様な製品や
市民聴と新庁舎への訪問を記念する
記念品が展示・販売されている。
 
B1F

04  オープンラウンジ

オープンラウンジにある華やかな
色のデッキは分離が可能で、市民の
公演、休息などの目的に合わせて
空間を構成できる。市民なら誰でも
事前に申し込めば参加できる
プログラム「活力コンサート」もある。
 
B1F

1F

02  軍器寺遺跡展示室
(体験館、フォトゾーン)

新庁舎の建設中に発掘された
遺構や遺物を展示する空間。
朝鮮時代の官庁、「軍器寺」(クンギシ：
武器類を製造し、保管した
官庁)の発掘現場がリアルに
体験できる。

05  市民発言台

市民の声を直接聞く
コミュニケーション市政の
ために、市民発言台「言い
たいことがあります」を
市民聴で年中常時運営
している。

B1F

01  1階左側 螺旋階段

運営時間  冬季（11月～2月）09:00~20:00
  夏季（3月～10月）09:00~21:00

  ▶ 1月1日、旧正月・中秋節当日は休館

  ▶ 毎月最終日曜日は休館（2020年1月1日から施行）
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01  垂直庭園

国内最大規模の室内垂直庭園。
面積は1,516㎡で、アイビー、
スキンダプサスなど14種類の
植物が7階まで覆っている。 

1F

02  メタ叙事・ソボル(徐伐)

「メタ叙事・ソボル（徐伐）」は公募展
で選定された作家のチョン・スチョン
氏の作品だ。2000年間、 首都だった
ソウルの長い物語を 光と道、 竜巻で
表現した。

➊ 希望の光: ソウル市民の希望を象徴

➋ 神話の道: 躍動的なソウルの
神話を象徴

➌ 生命の竜巻: 市民に寄り添う 
ソウルを象徴 

1F

運営時間

冬季（11月～2月）
08:30~20:00（平日）
09:00~20:00（土・日・祝日）

夏季（3月～10月）
08:30~20:30（平日）
09:00~20:30（土・日・祝日）

▶ 1月1日、旧正月・中秋節当日は休館
▶ 毎月最終日曜日は休館
(2020年1月1日から施行)

B1F

04  ハヌル(空)広場ギャラリー

220㎡規模の展示スペースで、
ソウル広場を一目で見渡す
ことができる。ここでは市民参加型
展示や芸術教育プログラムが
主に開かれており、。市民が
芸術作品を存分に鑑賞できる
スペースとして、多くの人々に
親しまれている。

8F

運営時間

月曜日～金曜日  10:00～18:00
週末·祝日は休館

06  人権の泉  
         (庁舎正門の左側)

すべての人にある”指紋”を形象化した
造形物で、「人権は一口の水と同じ」と
いう意味を持っている。

07  人権ソウル記憶地図 
         (庁舎正門の右側) 

ソウル市の所々にある、人権ゆかりの
場所に設置された地面の銅板をソウル
市の形に配置した。

06  地球村

フェアトレードで取引されたコーヒーや
チョコレートなど、さまざまな製品に
出会える。訪問客に公正な世の中の
ために小さいながらも重要な選択が
できる機会を提供している。

一目で見る
ソウル市庁舎
ツアーコース

螺旋階段

軍器寺
遺跡
展示室
(体験館、
フォト
ゾーン)

フェア
トレードショップ
地球村

市民
発言台

オープンラウンジ
I・market 
SEOUL・U

B1F 市民聴 

ソウル広場と
外壁時計
トントンツアー終了

エレベーター利用  

階段利用可能

進行方向

外に出る

ガイドマップ

5F   ソウル図書館
旧市庁舎跡展示室
ヘンボカンベーカリー＆カフェ

1F  2F  
一般資料室

3F  
旧市長室
ソウル記録文化館

4F  
世界資料室

8F  
ハヌル広場ギャラリー

9F  
ハヌル(空)広場
ハッピープラス
ショップ

名誉の殿堂
市民聴正門
地下鉄駅

4·19
記念石碑

ソウル
市議会

人権の泉 人権ソウル
記憶地図

ロビー右側のハヌル広場専用
エレベーター利用

ハヌル広場から
エレベーターで
1階(ロビー)に移動

1階左側の
螺旋階段で
地下1階に移動

シティギャラリー前の
エレベーターで
5階に移動

外に出る

1F   本館

トントンツアー
スタート

   正門 

B1F

▶トントンツアー参加時訪問可



ソウル特別市チュン区セジョンデロ 110 (seoul.go.kr)
T. 02-120

ソウル図書館
(地上1階～5階)  

1926年、 京城府庁舎としてスタート
lib.seoul.go.kr

日本による植民地時代だった1926年に京城府庁舎 
として建てられたこの近代建築物は、解放とともに
1946年から2008年までソウル市庁舎として 
利用されたが、2003年には登録文化財第52号に 
指定され近代史における歴史的価値が認められた。

役目を終え、新市庁舎にバトンタッチした旧市庁舎 
は「ソウル図書館」として、ソウルを代表する図書館に
生まれ変わった。ソウル市が直営する初の図書館で、
一般的な公共図書館の機能のほか、ソウル地域の図
書館政策を樹立し、施行する政策図書館の役割も果
たしている。

名誉の殿堂
(地下1階 市民聴 

↔ 1号線 シチョン駅)

ソウルの顔

01  名誉の殿堂

2016年10月にオープンし、
ソウルの発展と市民の幸福 
増進に貢献した市民や団体の
姿と業績が記されている。
市民聴入り口の壁面に金色の
額縁(銅板のレリーフ像)で表現した。

ソウル市はこれからも新しい市民
たちを選定し、名誉の殿堂にその
名前を刻んでいく予定だ。

市議会庁舎
(地上1階～地上2階) 

ソウル市議会
smc.seoul.kr

ソウル市登録文化財第11号。 
1935年12月10日に完工し、京城府
民館、国立劇場、国会議事堂、市民
会館、世宗文化会館別館として 
使われ、現在はソウル市議会の本
館、議事堂、事務処として使われて 
いる。

運営時間      火～金曜日  09:00~21:00          (月曜日·祝日は休館)  
                               3・４階  09:00~18:00
                          土・日曜日  09:00~18:00

文化観光解説士が同行する庁舎ツアー

• ツアーコース    垂直庭園、旧市長室、I・SEOUL・Uラウンジ、軍器寺遺跡展示室、市民聴など

• ツアー時間    約1時間10分（月曜日、1月1日、旧正月・中秋節当日、毎月最終日曜日は休み)

• 出発場所    市民聴(B1)シティギャラリーの前

• インターネット予約    ソウルウォーキングツアー(dobo.visitseoul.net)  

  

• 解説時間(韓)    火曜日~金曜日 (10:00, 14:00),  週末 (10:00, 11:30, 14:00, 15:30)  

      外國語

- 火曜日 10:00(英)、木曜日 14:00(中)、金曜日 10:00(日)

- 土曜日 10:30(英)、11:00(中)、14:30(日)、15:00(英)

- 日曜日 10:30(英)、14:30(英)

• 当日参加
インターネット予約なしでも当日参加可能(全体コースの「ソウルの道」のみ運営)・韓国語解説のみ

解説時間：平日(11：30、15：30) / 土(12：00、12：30、16：00、16：30) / 日(12：00、16：00)

• お問い合わせ
(02)120、 (02) 6925-0777(ツアー予約のお問い合わせ)
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地下鉄
シチョン駅（1、2号線）4番、5番出口

バス
一般  790, 799
幹線 101, 103, 150, 172, 401, 402, 405, 406, 472, 501, 506, 708
支線  1711, 7016, 7022
広域   M4108, M4130, M4137, M5107, M5115, M5121, 4108, 8800, 9007
空港  6005, 6701

インターネット予約
ソウルウォーキングツアー (dobo.visitseoul.net)

01

ソウル市庁舎見学

ソウル市庁舎
ソウル広場と時計
止まらない市民の時間

04  ソウル広場と時計

ソウル広場はワールドカップの応援、 
キャンドル集会など数万人の市民が
一つになる壮観を演出した舞台でも
ある。この舞台の歴史は時間をさかの
ぼり、 1897年から始まる。その後、 3・1
独立運動、 4・19革命、 韓日会談反対デ
モ、6月の民主化運動に至るまで、 
常に市民の声を集める歴史の舞台と
なってきた。 

ソウル図書館の時計は、電光掲示板
タイプのデジタル時計で1975年に設
置された。2002年 FIFAワールドカッ
プの開催日に合わせてカウントダウン
が行われたりもした。2003年にはスウ
ォッチから時計の寄贈を受けたが、現
在は韓国伝統家屋に描かれた「タン
チョン(丹青)」と呼ばれる文様に使わ
れた赤色、 
青磁の青色が調和した韓国メーカーの

「ロマンソン」の時計が市民に時間の
流れを知らせている。

05  旧市庁舎跡展示室

旧市庁舎の解体の過程で出てきた 装
飾品や付属品が展示されている。最近
では珍しい上げ下げ窓や1926年当時
の壁がそのまま復元されている。

5F

01  一般資料室

一般資料室はソウル図書館の1階と
2階に位置する。
約13万冊の図書があり、本を閲覧したり
借りることができる。デジタル資料室では
国立中央図書館·国会図書館の
原文サービスが利用できる。

貸出対象
ソウル図書館会員証所持者
(会員証はソウル図書館デジタル
資料室で発行してもらえる

貸出可能冊数

1人5冊

1F 2F

1号線
チョンガク駅

1号線　シチョン駅

2号線
ウルチロイック駅

ロッテ百貨店

清渓川
ソウル市議会

徳寿宮

ホテル
プレジデント

ソウル市庁舎

ソウル広場ソウル市庁
西小門庁舎

2号線　シチョン駅

市庁へのアクセス

ソウル図書館

02  「4·19革命の中心地」
石碑

1960年3月と4月に数万人の
学生たちが太平路の国会議事堂
(現ソウル市議会庁舎)の前に集まり、
自由党政権の独裁と不正選挙に
抗議するため大々的な決起集会を
開いた歴史的な場所で、
4・19革命の中心地だった。

03  市議会本館庁舎

1935年12月に完成し、 日本による
植民地時代に複合文化空間の府
民館として使われ四捨五入改憲、 
民法制定、 十月維新、7次改憲など
歴史的事件が起きた場所だ。

04  世界資料室

世界各国の大使館や文化院から
寄贈された資料がある。その他、
外国の定期刊行物や新聞資料の
閲覧利用も可能だ。

運営時間  09：00~18：00

4F

運営時間

09:00~20:00
(土・日曜日  09:00~18：00)
(休業日: 月曜日、 図書館の休館日)

屋上開放(空の庭) 

09:00~18：00(3月~11月)

閉館: 図書館の休館日および安全上、 
必要な場合

5F

06  ヘンボカンベーカリー＆カフェ

障がい者のバリスタと店員の幸せな仕事場、
ヘンボカンベーカリー＆カフェ。
静かな旧市庁舎の屋上でコーヒーが
味わえる見晴らしのよいカフェだ。

運営時間  09：00~18：00

3F

03  ソウル記録文化館

ソウル記録文化館は、ソウル特別
市の記録と情報を市民と共有する
スペースだ。コミュニケーションの
象徴であるソウル広場があるこの
場所では、「ソウル広場展」の記録
展示を見ることができる。

02  旧市長室

20世紀初めの姿を残しており、
旧市庁舎の解体前の建築資材を
損なわずにそのまま復元した。
旧市長室を訪れた子供たちは椅子
に座って未来の市長を夢見ること
ができる。 
各種会議が開かれた企画
状況室のテーブルには、ソウルの
決定的な事件20件とその処理
過程を 知ることができる文書が
展示されている。

3F

運営時間  09：00~18：00


