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第1回弁天町駅前土地区画整理記念事業検討ワーキング 議事録 

 

１ 日 時：平成27年8月3日（月）午後7時～午後9時 

２ 場 所：港区役所5階会議室 

３ 出席者：（委員） 

石川委員、大池委員、岡村委員、加集委員、金子委員、川真田委員、小西委員、信野委員、

砂田委員、高木委員、田所委員、土居委員、西澤委員、日野口委員、松本委員、美馬委員、

薮井委員、山本委員、吉岡委員（50音順）19名出席 

（港区役所） 

田端区長、馬場副区長、澤企画調整担当課長、幡多総務課長 

中村企画調整担当課長代理 

（教育委員会事務局） 

宮田中央図書館地域サービス担当課長 

４ 議 題：(仮称)区画整理記念・交流会館での事業内容等について 

 

○中村企画調整担当課長代理：お待たせいたしました。それでは、ただいまより第1回弁天町駅前土地

区画整理記念事業検討ワーキングを開催させていただきます。私は、本日の司会を務めさせていただき

ます港区役所企画調整担当課長代理の中村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、

会議の開催に当たりまして、田端港区長よりごあいさつ申し上げます。 

○田端区長：皆さんこんばんは。区長の田端です。夜の７時でもこの厳しい暑さの中で、区画整理記念

事業検討ワーキングにご出席賜りまして、本当にありがとうございます。皆様はこのワーキングの委員

として、公募に応じていただきまして 19名の委員の方に就任いただいています。また、議論をより実

効性を持たせるという意味で、区長推薦という形でこの記念事業に関わる現施設の指定管理者の担当の

方3名と、それと障がい者の観点からということで、障害者地域自立支援協議会の山本様に委員に就任

いただいています。本当にありがとうございます。 

お手元に、読んでいただいていると思うのですが、毎回区政だよりの裏面に私が書いています「みな

との風だより」の 3月号のコピーを配付させていただいております。ここに書いてございますように、

大阪市ができたのは明治22年、港区が誕生したのは大正14年、港区が現状の区域になったのが昭和18

年で、その時に約27万人の人口がありました。5月の住民投票の際には大阪市のあり方、特に大阪市の

区のあり方が大きな議論になりましたけれど、港区は大正 14年に生まれて以降、戦前はほとんどの期

間で大阪市でダントツ人口が一番の区でした。それは、おそらく港があったからで、当時の港は物流、

軍事の拠点施設でしたから、港を中心に大きく賑わっていました。今、港区の人口は8万2～3千人で、

今の区域に 27万人住んでましたから 3倍以上の人口が港区にいたということになります。それが昭和

18年です。2年たって、昭和 20年の大阪大空襲では、港があるから故に港区は徹底的に攻撃の対象に

なりまして、2年前に27万人だった人口が記録では約8,600人までになりました。戦争で命を失われた

という方も当然たくさんいらっしゃったと思いますけど、直後に台風が来て 40日間水に浸かったとい

うことで、とても住んでいられる状態ではなかったということが、人口が9,000人を割り込んだ大きな

原因だと思います。終戦の翌年から、大阪港は大阪市直営の港でございましたので、「大阪市の復興は

港から」ということを合言葉に、東日本大震災の時に仙台空港の復興を急いだように、港の復興に最重

点を置いて大阪の復興に取り組んできました。港区はそのアプローチにありますが、焼けて本当に何も
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なくなってしまって、戦前は大きな台風が来るたびに高潮被害にあって水に浸かっていたということも

あり、この際 2mのかさ上げ方式の区画整理事業をうって、まち全体の安全性を高めていこうという取

り組みになりました。それがなんと平成 4年まで、事業の完了まで戦後 45年かかっています。それと

区画整理をすると道路が広くなったり公園ができたりということで、区画整理の前の土地と後の土地を

等価交換するという発想に立っていまして、減歩率というのですが、港区の場合は4割、つまり100坪

の土地を持っていた人が区画整理されると 60坪しか返ってこない、40坪は公共のほうに差し出して、

それが公園になったり道路になったりします。それでもやっていこうということで、区域の約9割に区

画整理が施行されました。結果、申すまでもなく道路が平坦で広く、他区に比べて公園も多く、本当に

住みやすいまちになりました。そして、平成4年に区画整理が終わったときに本来地権者の皆さんに返

すべき土地、未指定地の土地が残りました。事業収束時に法律上の土地区画整理審議会が地権者の代表

で形成されていまして、そこの議論で、この未指定地については、世界でも類のない大事業をしたんだ

から、大阪市に預けるからこれを記念する事業をしてほしいということになり、大阪市がその後ずっと

記念事業について検討を続けてきたという経過になっています。未指定地を売却したお金が約37億円、

それと弁天町交差点のライフの横にある2,085㎡の土地が記念事業の原資となりますが、平成4年から

20年以上検討してきて結果として事業化できなかった。なぜかというと、お金も土地もあるのですけれ

ど、いったん大阪市が預かったものですから、それを使うためには議会の同意がいります。ですから、

旧地権者を中心にこんなものが欲しいというご希望があるんですが、なかなかご希望に添えなかったと

いうことと、今ある 37億円と土地は記念施設を建設するためには使えるのですが、建てた後はどうす

るのか、管理・運営していかなければならないのですがランニングコストがどこからも出てこない。だ

から建てた施設を誰が所有してどういう形で運営していくのかということがかなり難しい問題で、事業

化に至りませんでした。そういう経過をたどってきましたが、だんだん年月が経ってきて、早期着工す

べきだ、当初の趣旨で区民に還元していくようなものを早くつくりたいという声が強くなってきまして、

今日申し上げるような形で、結果的には区内の公共施設、老人福祉センター、子ども・子育てプラザ、

区民センターを再編整備して一カ所にまとめる、現在、これらの施設はすべて築 30年以上となってお

り、これらをまとめて一体管理することにします。そして、区民センターは市民局、子ども・子育てプ

ラザはこども青少年局、老人福祉センターは福祉局と、それぞれ局の所管のもとにありますから 24区

どこにもそれらの施設があって、どこも似たりよったりの事業を行っているのですが、大阪市の市政は

今、区役所がまちづくりの中心になるという形をとっていますので、この際、区役所が集約した施設を

管理することとします。それぞれの施設が行っている事業も局の枠を外して一体的に再構築をして、今

までの事業にとらわれずに将来の港区民のためになる事業として港区役所が一体的に事業を実施して、

区民の皆さんに還元していきたいという考えを、大阪市として認めてもらいました。港区の実態にあっ

た事業として再構築し、区民ニーズにこたえるとともに、事業の効率性が図れるであろう、それと管理

の効率性も図れるであろうという前提です。そしてこの際に、24区で一番狭い現在の港図書館もここの

施設に移して、図書館も入ればさらに連携の輪も大きく広がるだろうということで、図書館もこの際こ

こに移転します。それと、旧地権者を中心に、港区の一等地ですので、街区一帯を有効利用しようとい

う考えが元々あったところに、築港の旧船員病院が老朽化して耐震性がなく、港区内で建て替えができ

なかったら区外に移転してでも建て替えなければならない状況にありました。現実的に隣接地に収まる

かどうか検証する必要があったのですが、いろいろシミュレーションをして結果的にお互い必要な面積

がとれるということで、旧船員病院と連携して港区の今後の災害時医療拠点として機能を発揮するとと

もに、介護保険法が改正されて今後は在宅医療が中心になってくる中で、開業医の先生を24時間、365
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日バックアップする基幹病院がぜひとも必要、1区にひとつは必ず必要となりますので、そういう地域

医療の事業パートナーとして旧船員病院、大阪みなと中央病院を共同事業者として位置づけて、一体的

に記念事業として実施していこうというのが今回の考えです。 

るる申し上げましたけれど、今回の記念事業はそういう考えに基づいていまして、一体的に整備する

公共施設でさらに世代間交流中心にコミュニティを強めて、将来に向かって力強い港区になっていきた

いということと、災害時医療、在宅介護医療という、将来の都市基盤に必要不可欠な基盤をここに機能

として位置づけていきたいという発想でございます。では具体的に事業として何をするのというのが、

まさにこのワーキングのミッションというか、ワーキングにお願いしたいことでございまして、そうい

う意味では、将来振り返れば今日はそういう議論がスタートしたという、港区の記念すべき一日になる

のではないか、と思っています。どうか皆様、多様なご経験をお持ちと思いますので、いろいろな知恵

を出していただいて、よりよい事業として構築できるように是非お力を貸していただきたいというふう

に思っていますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。少し長いごあいさつになりましたけれど、

この話になるといつもちょっと力が入ってしまいます。お許し願います。それと、時あたかも今年は戦

後70周年、港区制90周年です。この節目の年に、こうして区画整理記念事業の議論が実質スタートで

きたということは、非常に港区として大きな節目、スタートの地点と思いますので、何とぞよろしくお

願いします。本日はどうもありがとうございます。 

○中村企画調整担当課長代理：新たな交流会館につきましては、港図書館は移転ということで、他の施

設・機能については新たな会館で区役所が一体的に管理、運営していくのですが、図書館については従

来どおり教育委員会が所管ということで運営していきます。本日は教育委員会から、中央図書館の宮田

地域サービス担当課長にお越しいただいていますので、宮田課長から一言ちょうだいしたいと思います。 

○宮田中央図書館地域サービス担当課長：皆さんこんばんは。ただいまご紹介いただきました宮田でご

ざいます。本日はよろしくお願いいたします。港図書館ですけれども、昭和 57年、1982年に開設しま

して、大阪市の図書館はその後順次建設を進め、平成元年に1区に1つずつの図書館が完成した次第で

す。その後古い館から順次というわけにはいきませんけれども、条件の整った図書館から建て替えなり

移設ということを進めてまいりました。港図書館については、先ほど区長からもありましたように、交

流会館の中に移転するということになりました。交流会館という名称の建物に入りますので、せっかく

の機会ととらえまして、区民の方々の交流にとどまらず、図書館としても、区役所をはじめ各施設との

交流を一層深めていければと考えております。また、本日のワーキングでいろいろと活発なご議論もい

ただくことと思います。この間アンケートのほうも実施してきておりますし、またゆくゆくはパブリッ

クコメント等もいただく中、ご意見すべてを取り上げるということは難しいですが、ただ、今の港図書

館を単に移転するということではなくて、今の時代に合ったよりよい図書館にしていきたいというふう

に考えているところです。本日のワーキングは、私も楽しみに皆さんのご議論を伺いに参りました。本

日ももちろんですが、今後ともいろいろご意見をいただけたらと考えておりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

○中村企画調整担当課長代理：この検討ワーキングにつきましては、お手元に配付しております開催要

綱に基づきまして開催させていただいているものであります。この会議は公開としており、傍聴席およ

び報道機関の席を設けております。また、会議の議事録を作成して公開するため、会議を録音させてい

ただきますとともに、ホームページ等で会議の内容をお知らせするために写真撮影もさせていただきま

すので、あらかじめご了承願います。この後、委員の皆様のご紹介ということで、本来であればお一人

ずつご紹介申し上げるべきところではございますが、お時間の都合もございますので、恐縮ではござい
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ますが、お手元の本日配付資料の 5枚目、弁天町駅前土地区画整理記念事業検討ワーキング委員名簿、

こちらをもちましてご紹介にかえさせていただきたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。なお、

本日は 23名の委員のうち、牛島委員、下村委員、原田委員、吉田委員の 4名がご欠席となっており、

欠席の方のうちからあらかじめいただいたご意見をお手元にお配りしておりますので、ご確認願います。

次に、資料のご確認をお願いします。先日ご自宅のほうにお送りをした資料は、本日の会議にお持ちい

ただきますようお願いしておりますが、お持ちでない方は手を挙げていただければお渡しさせていただ

きます。本日机の上には、会議次第などの追加資料をまとめてお配りしており、事前にお送りしたもの

とあわせて、その横に置いております資料一覧、こちらのほうに書いてある資料になりますので、資料

がないとわかった時点で手を挙げていただければお持ちさせていただきます。なお、本日お配りしてい

る資料 5、港図書館の資料については、事前にお送りして以降修正がありましたので、差し替えていた

だきますようお願いします。また、本日の配付資料の最後にクリップどめでつけている広報みなとやチ

ラシ等は、施設や区政のPR資料になりますので、参考までにまた後ほどご覧いただければと存じます。

それでは説明に入らせていただきます。 

○澤企画調整担当課長：企画調整担当課長の澤と申します。まず27年度のスケジュールということで、

資料をご覧ください。8月3日、第1回ワーキングは本日開催させていただき、事業概要の検討をして

いただきます。9月に第2回ワーキングを開催する予定で、引き続き事業概要の深掘りをしていく予定

です。建築計画に反映しなければならないものについては検討していきたいと思います。10月に区政会

議でいったん経過報告をさせていただき、11月に第3回ワーキングを開催する予定です。こちらで事業

概要案の意見のとりまとめをさせていただき、建築計画に反映したものについては並行して作業を進め、

11月の段階で説明できるものについて状況説明させていただきます。12月、1月にパブリックコメント

ということで、広く区民の方にも意見を募る機会を設けていまして、そこで出た意見を踏まえ、2月に

第4回ワーキングということで、パブリックコメントを踏まえた事業概要の説明をさせていただきます。

それを踏まえて3月に区政会議で、経過報告と書いていますが最終報告という形でさせていただきます。

スケジュールについては以上です。 

続きまして、事前に送付しているＡ3の資料で、各施設の概要について説明させていただきます。ま

ず、資料 2「港区民センター」の概要です。本施設は、大阪市コミュニティ振興施設条例に基づく施設

で、コミュニティ活動の振興や地域における文化の向上などを図り、集会や各種行事の場を提供するこ

とにより市民相互の交流を促進することを目的としています。2）施設の現況です。最大 550名を収容

できるホールや軽運動ができる部屋、和室、5つの会議室などがあります。3）施設の概況です。6月26

日から 2週間実施しましたアンケート結果と右下の（参考）平成 26年度の部屋の貸し出し状況と合わ

せてご覧ください。結果は若干異なっておりますが、利用目的は、「会議・集会」や「講座・サークル

活動」が多くなっています。続いて裏面の 5）管理者の声です。「他機能との併設による連携方策のア

イデア」として、「子ども囲碁クラブのような世代間交流の取り組みが行いやすくなるのではないか」

や「より多くの人が集えるようになり、地域交流に貢献できるのではないか」などの意見がありました。

6）利用者の声です。「交流会館に反映してほしいこと」として、「ロビーなどで自由に使えるもしく

は憩えるスペースがほしい」や「もう少し大きな部屋があると良い」といった意見が、また、「交流会

館での実施が望まれる取組み」につきましては、「世代間で活動・交流できる講座やイベントの充実」

などの意見が多くありました。 

続いて資料 3「港区老人福祉センター」の概要です。本施設は、老人福祉センター条例に基づく施設

であり、高齢者に対する健康の増進や教養の向上、レクリエーションの便宜を総合的に供与し、地域福
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祉活動を支援することを目的としています。2）施設の現況です。会議室や和室・大広間などがあり、

毎日、さまざまなサークル活動や講座などが行われています。また、談話ホールなどは、囲碁や将棋、

ビリヤードなどが自由にできる場となっています。3）施設の概況です。6月26日から2週間実施しま

したアンケート結果ですが、利用目的は「サークル活動や講習会・講座への参加」が多くなっています。

続きまして裏面 5）管理者の声です。「今の施設での良いところ」としまして、「気軽に来館できる雰

囲気が醸成されており、引き続き交流会館でも気軽に立ち寄れるようにしてほしい」との意見がありま

した。また、「他機能との併設による連携方策のアイデア」として、「サークル活動が行いやすくなる

のではないか」や「ふれあい喫茶などの多世代交流の取り組みを充実できるのではないか」などの意見

がありました。6）利用者の声です。「交流会館に反映してほしいこと」として、「もう少し大きな部

屋があると良い」や「ロビーなどで自由に使える、もしくは憩えるスペースを増やしてほしい」といっ

た意見が、また、「交流会館での実施が望まれる取組み」については、「図書館と連携した講座やイベ

ントの実施・充実」の意見が多くありました。 

次に、資料 4「港区子ども・子育てプラザ」の概要です。本施設は条例に基づく施設ではなく、子育

て支援に関するさまざまな事業に取り組んでいる施設です。2）施設の現況です。就学前の乳幼児と保

護者が自由に遊び、交流できる場所を提供する「つどいの広場」を実施している軽運動室のほか、和室

や娯楽・談話室、図書室などがあります。3）施設の概況です。7月に実施しましたアンケート結果です

が、利用目的は「つどいの広場」のほか「セミナーや講座への参加」が多くなっています。利用頻度は

週に2～3回が約50％弱ですが、「つどいの広場」が週3回の実施であることを考慮しますと、ほぼ毎

回施設を利用されているものと考えられます。次に裏面にまいりまして、5）管理者の声です。「今の

施設での良いところ」としまして、天井が高い軽運動室は小学生の多様な運動に対応できるため、引き

続き設置を望まれています。「交流会館に反映してほしいところ」としまして、「0歳児用の部屋があ

ると良い」などの意見がありました。「他機能との併設による連携方策のアイデア」としまして、「児

童健全育成事業の展開が広がるのではないか」や「子育てサークルの茶話会などのニーズが出てくるの

ではないか」などの意見がありました。6）利用者の声です。「交流会館に反映してほしいこと」とし

て、「年齢の違う子どもが分かれて遊べると良い」や「軽運動室の利用日や時間を増やしてほしい」と

いった意見が、また、「交流会館での実施が望まれる取組み」については、「図書館と連携した講座や

イベントの実施・充実」や「気軽に憩えるスペースの設置」などの意見が多くありました。 

次に、資料5「港図書館」の概要です。先ほど資料が差し替えになったということで説明しましたが、

主に変更した点は左肩に1）基本的な事項の「施設で実施する事業」の2つ目が変更となっております。

本施設は、大阪市図書館条例に基づき設置された地域図書館であり、図書等を収集し、区民の利用など

に資することを目的としています。2）施設の現況です。「閲覧室」や「えほんコーナー」などがあり

ます。3）施設の概況です。7月に実施しましたアンケート結果ですが、利用目的は「本を借りる」が8

割以上を占めており、頻度は「月に2～3回」が約6割で、「毎日」や「週に2～3回」といった頻度の

高い利用も約 4分の 1を占めています。次に裏面にまいりまして、5）管理者の声です。車いすの利用

者が行き来できるよう通路の確保や閲覧席の充実などの意見がありました。また、「他機能との併設に

よる連携方策のアイデア」としまして、「他の施設の利用者の読書のきっかけづくりに力を入れていき

たい」などの意見がありました。6）利用者の声です。「交流会館に反映してほしいこと」として、「ロ

ビーなどで自由に使える、もしくは憩えるスペースがほしい」や「自習室がほしい」など、規模やスペ

ースに関する意見をいただいています。「交流会館での実施が望まれる取組み」については、「世代間

で活動・交流できる講座やイベントの充実」や「子育てや高齢者向けの講座やイベントなどの充実」な
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どの意見が多くありました。 

次に、資料6の「複合施設の事例」です。こちらでは、さまざまな機能や役割を一つの建物に集約し、

機能的に運営している他都市の事例を2例紹介しております。さまざまな機能が複合的に入る交流会館

で、「どのようなことをしたいか」について考えるうえでの参考にしていただけたらと思っております。

まず一つ目は、新潟県見附市の「ネーブルみつけ」です。市民活動・交流の場として利用できる団体活

動室や多目的広場・市民交流サロン・学習室・健康づくりセンター・子育て支援センターなどが入った

複合施設となっています。次に右側の、東京都武蔵野市の「武蔵野プレイス」です。図書館や生涯学習

支援機能、市民活動支援機能、青少年活動支援機能などが入った複合施設となっています。 

最後に、参考資料として、本日追加で配付させていただいた「港区の子育て支援の取り組みについて」

です。港区には、子ども・子育てプラザのほか、港子育て支援センターやはっぴいポケットみ・な・と、

保育所や幼稚園など、さまざまな子育て支援施設があります。それぞれの施設では、各々の役割のもと、

子育て支援に関するさまざまな取り組みを行っています。また、地域で取り組まれている、児童委員が

中心となって子育て層の交流の場を提供している「子育てサロン」や、港区保健福祉センター子育て支

援室で実施しているさまざまな相談や支援、保健師や栄養士による相談や乳幼児健康診査などについて

も紹介しています。以上、資料についての説明を終わります。 

○中村企画調整担当課長代理：ここまでの説明でご質問等ありましたら、お伺いさせていただきます。 

○小西委員：小西と申します。そもそも論になるんですけれど、交流会館を作ろうとした目的というん

ですか。先ほど区長がいろいろ説明していただいたように、土地区画整理記念事業という考え方からで

すね、交流会館にしようとした考え方のもともとの基礎というんですか、どういうふうな考え方から交

流会館を作ろうとされたのか、その辺をお聞きしたい。私の中で交流会館になるということが、なかな

か理解できなかったもんですから、その辺をお聞かせいただけたらありがたいです。 

○田端区長：ごあいさつで申しあげたので、資料のご説明では省いたんですけれど、資料1の右側の一

番上に、「交流会館の基本的な方針」という点線枠で囲った部分に「事業収束時の考え方」と入ってい

ます。これが平成4年に土地区画整理事業が収束した時に、当時の法律に基づく土地区画整理審議会で

確認された考え方です。港区の土地区画整理事業をはじめ、広く大阪のまちづくりの歩みを後世に伝え

る展示場、それと市民の文化・交流活動の場を設けたまちづくり文化センター(仮称)、こういうもので

区画整理事業を実施したという趣旨を後世に伝えていこうということが確認されています。この確認に

基づいて平成4年の完了時からずっと検討を進めてきて今日に至りました。その四角の枠の下に白い丸

が 3つあります。これは、そういう検討を進めてきて、結果的に今年の 1月 28日に行われた大阪市の

戦略会議で、この区画整理記念事業を大阪市として決定したときの考え方を、3つの白い丸のところに

記載しております。これがご質問に対する回答になるかと思います。 

○小西委員：なぜこんなことを言うかといいますとね、区民センター、子育てプラザ、図書館、老人福

祉センターは、それぞれ今現在不十分ながら十分機能しているという考えを持っております。改めてそ

れを交流会館という形に、まちづくりセンターという形でつくる必要を私自身はあまり感じないし、集

約することによって各施設が利用しにくいという声も聞いています。確かにおっしゃるように、一つの

場所に集約することによって管理及び事業の効率化が図れるということですけども。その分、各地域か

らすればそれぞれの施設にそれなりの拠点があって、地域の方がそれぞれ利用されている中で、改めて

弁天地域にそれを集約する施設をつくるということは私にはなかなか理解できなかったもんですから。 

○田端区長：先ほど申し上げたように、原資が基金ということで37億円あって、2,000㎡の土地もある

ということですが、これは基本的には建設費ということで、建てた後のランニングがどこからも出てこ
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ない。原資の中で賄っていかなければいけないということで、かなり検討が長引いてまいりました。あ

るときは専用の音楽ホールをつくってその上にマンションを分譲か賃貸でつくって、マンション部分の

収益で音楽ホールを運営していこうとか、また地域主体で運営していこうというような考えも一時あり

ました。ただ、非常にリスクがあり、本当に採算性、事業性があるのかなということで、結果的には具

体化に至りませんでした。今回この案をまとめるまでに、記念事業の主体は都市整備局なんですが、実

際にマーケット調査もしております。何らかの民間施設、商業施設と合築しなければランニングは出て

こないので、事業進出意欲のある業種をリサーチしましたけれど、中小規模のマンションならばなんと

か可能かなということと、大規模商業施設とかホテルというのはニーズがなかったということで、20年

以上ずっと検討ばかりしてますので、やはり早期の事業化という全体の中でいろいろと考えたときに、

結果的には公共施設という結論になりました。ランニング的には運営費的なリスクはないということと、

ここに掲げている、区民センター、子育てプラザ、老人福祉センターは大阪市 24区全体の中で市民利

用施設の統廃合を考えていこうという方針が出ておりまして、ただ大都市制度のあり方が今、住民投票

もございましたし、今後も、市会でも本格的に議論されるでしょうけれど、そこのところが見えてこな

い中で、市民利用施設の統廃合もなかなか具体化しがたい状況にありますが、今後の市政の中で改革的

に統廃合ということに方向としてなっています。このような状況の中で、港区はこういう先達の方が残

していただいたストックを活用したいと思います。今回統廃合しようとしている施設は皆築 30年以上

です。このまま置いておくと老朽化も進んでいくし、大阪市の中でどういう改修がされるかも、改修計

画なんかもわからない。だから港区としては、局の枠をはずして、すべて区役所が直営でこの3つの施

設を管理して、その代わり市政改革方針で示されている、例えば区民センターは24を18にするという

考えもあるんですが、運営費を24分の18で港区はやっていきます、だからそれで他区に迷惑はかけま

せんというような考え方で、こういう形ならば何とか事業化できるし、平成4年の事業収束時の考え方

にも大きくは合致するであろうと考えています。なおかつ総合病院と連携することで災害時拠点形成、

それと港区の医師会はほとんど開業医の先生で成り立っています。大きな病院はありません。ですから

地域医療拠点としての機能も持たせたいと思います。 

○小西委員：結構です。十分に理解しました。 

○薮井委員：薮井と申します。できあがった後の運営の仕組みというのを前段階としてお聞きしておき

たいと思っています。図書館にしろ区民センターにしろそれぞれの担当事業者がいて運営しているわけ

じゃないですか。一体管理になったときに、当然一元管理するのか、それともそれぞれの事業者がその

まま各事業をコントロールする形になるのか。要するに今は、それぞれの事業者に対して資金提供をさ

れて運営されているわけですから。その方式をどのようにしていくのかその辺を。 

○馬場副区長：交流会館については、大きく分けますと教育委員会が所管している図書館と、それ以外

の交流施設という形になります。ソフト的な事業の展開からいいますと、図書館以外の部分については

区役所が運営をします。ですから、今まで老人福祉センターは福祉局、区民センターは区役所とハード

的には市民局、子ども・子育てプラザはこども青少年局と、３つの施設はそれぞれ所管する局が別々で

したけれども、それは一体的に区役所が担います。図書館部分については、図書館の運営は教育委員会

ですので、教育委員会事務局が行います。施設の管理については一体的にやって、それを費用按分とい

いますか、経費的な部分については教育委員会が所管するものと、区が所管するものという形で経費を

按分していく形になると思います。 

○田端区長：図書館との関係はそうなんですけど、区民センター、子育てプラザ、老人福祉センターを

一体的にこっちに持ってきますから、今は建物が別ですから管理者も別です。ですが、同じ建物に入り
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ますから、基本的には一体管理になります。おそらく一本で管理業者を公募しますから、今よりも当然

管理コストは下がっていくということです。 

○川真田委員：管理業者を公募ということは一般の企業が管理するということですか。 

○田端区長：今も３つの施設の管理者は、公募で指定管理者が決まっています。だから同じです。例え

ば区民センターでしたらコミュニティ協会が指定管理者として管理しています。 

○川真田委員：「区役所が民間事業者の柔軟なアイデアを利用し」というのは、どの時点でアイデアを

利用するんですか。この部分がちょっと理解できなかったんで、教えていただけますでしょうか。 

○馬場副区長：新たな交流会館の中でこういう事業をしていこうということで、この検討ワーキングの

中でいろいろと考えていただくんですけれども、それを実際に指定管理の仕様書の中に落とし込んでい

きます。指定管理でこういう事業をやってくださいということで、委託事業で公募をするんですけれど

も、その時にそのコンセプトに合った事業ということで、民間のほうから、実際にそれを運営していく

事業者のほうから提案が、具体的なことがたくさん出てくると思われます。そういったところで民間の

知恵・アイデアなんかを取り入れて、自主事業という形でいろんなことを展開していただいたりという

ことがあるかなと思っています。 

○小西委員：ちょっと私聞き漏らしたことがあるんですけど、4つの施設を交流会館の中に一体化する

ことによって、例えば現在のそれぞれの施設でも駐輪場の問題が大きくあると理解してるんです。交流

会館になれば、それぞれの平日、日祝日の行事、使い方によってさまざまに来られる方が違う、人数が

違うと思うんですけどね。このような施設を有機的にやろうと思ったら、かなりの駐輪場とかそういっ

たスペースが必要になってくるんじゃないかと思うんですけどね。その辺の考え方からすれば、交流会

館についてはどれくらいの駐輪スペース、あるいはそういったスペースを確保しようと考えているのか、

分かっておられるようであればお聞かせ願いたい。 

○田端区長：ハード的な部分は総合病院のほうと共同事業になりますので、今おっしゃってる駐輪スペ

ース、それと駐車場のスペース、これを我々と一体的に整備していくのか、あるいは病院は病院、会館

は会館で整備していくのかというのは、ハード的なところは、先ほど申し上げたように事業全体は都市

整備局というところが所管しておりますので、そこが今いろいろと考えております。 

○中村企画調整担当課長代理：今いただいたご意見も含めまして、この後皆さんからのご意見をちょう

だいして、委員の皆様同士で意見交換をしていただこうと思っております。この後、皆さんにはお隣の

部屋に移動していただき、意見交換していただきやすいように、先ほどお渡しした番号札により1班か

ら3班まで分かれていただき、それぞれのグループごとにご意見をいただきたいと思います。 

○田端区長：今日はかなり人数が多いですので、このまま意見交換をさせていただいてもいいんですが、

なかなか効率的でありませんので、とりあえず今日はいったんランダムに 3班に分かれていただいて、

できる限り意見を出していただきたいと思います。次回からは、今日出していただいた意見をどう組み

合わせられるのか、どう整理できるのかというのを、2回目までに考えまして、2回目の運営はまた考

えさせていただきます。今日はぜひいろんな意見を出していただきたいという趣旨ですので、3班に分

かれていただきますことをご理解いただければと思います。よろしくお願いします。 

（隣の部屋へ移動。委員は1～3班に分かれて着席。） 

○中村企画調整担当課長代理：この後の進行については、区役所から今回の検討調査業務を委託してい

る、委託事業者になるアルパックのほうで、それぞれの班にもつかせていただいて、全体の進行を進め

させていただきます。ここで司会進行を変わらせていただきますので、よろしくお願いします。 

○アルパック（羽田）：こんばんは。今ご紹介いただきましたアルパックの羽田と申します。よろしく
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お願いします。早速進めていきたいと思います。今日の次第にも書いてありますように、今回交流会館

を考えていくということで、先ほどスケジュールの説明もありましたけれども、4回にわたって皆さん

と一緒に考えていくということで予定をさせていただいております。今回の第1回は意見交換というこ

とで、今回のテーマは「交流会館をどんな場所にしたいか考えよう」ということで、事前に資料等も見

ていただいているかと思いますけれども、先ほどあったようにこれから新しい施設になっていくという

ところで、少しテーマに分けて意見交換をしていきたいと思っております。その中で、先ほど全体の中

でもあったご意見等も出していただければと思いますけれども、意見交換の視点ということで、次第の

下のほうに3点書いております。今日はそこの3点を中心にご意見をいただければと思っておりますが、

1つめは、交流会館でどんなことをしたいか、どんな使い方をしたいかということで、区民センター、

図書館、老人福祉センター、子ども・子育てプラザというそれぞれの施設を皆さん使っておられたり行

ったことがあったりとか、逆に全く行ったことがないという施設もあろうかと思いますけれども、そう

いった施設が一つになっていくということで、どんな使い方がしたいか。逆に使われてない方は、どん

なことができるようになったら行けるかなというようなことを、皆さん自身の立場でご意見をいただけ

ればなと。皆さん自身だけではなくてご家族とか近所の方という立場でいろいろ考えていただいても結

構ですけれども、まずはそういった視点というのが一つあります。2つめが、そのどんなことがしたい

かみたいなところを実現するためには、どんなスペースとか設備、またはサービス、これはいろんなも

のがあるかと思うんですけれども、どういったものがあれば行くようになるか、より使ってもらえるよ

うになるかというような視点が2つめ。3つめは、先ほど全体の話も含めてご意見ありましたけれども、

今回お配りしている資料1の中に書かれている交流会館の基本方針ですとか、今回の事業は区画整理記

念ということで、そういったスペースも設けられるということですので、そういったところがどういう

場所だったら身近になるかとか、どういった風に使われるような場所とか、人が集まるような場所だっ

たらいいかというような視点が、3つ盛りだくさんですけれども意見交換していただければと思ってお

ります。それぞれわかりやすいように、お手元のテーブルに3色の付せんをご用意しております。それ

ぞれのテーマごとに、1つめの視点は黄色、2つめはピンク、3つめの視点は青い付せんに書いていただ

き、進めていければと思っております。進め方で不明なところがある方がおられましたら。 

○薮井委員：ちょっと子どもじみたやり方をしているなとは思うんですけれども、それは、すべての人

がやっぱり意見をちゃんと言えるようにしてるんですね。 

○アルパック（羽田）：意見交換だけでは残っていかないので、できるだけ書いていただくということ

で、残していきたいと思っています。なので、いろいろとご意見があった場合は、手元の付せんに書い

ていただくということでお願いします。 

○小西委員：それに関連して、あまり頭に思い浮かばないんですが、議論の中ではあっても、書くとな

るとなかなか難しいように思う。 

○アルパック（羽田）：書いていただくスタイルは、最初に用意ドンで書ける方もおられるでしょうし、

他の方のご意見を聞いてという方もおられると思うので、そのあたりはお任せします。ただ、テーマと

色は守っていただくというのが一つと、さっき進め方のところで抜けましたけれども、一つの意見は必

ず一つの付せんに書いていただくようにお願いします。後でどんどん書き足して、紙を増やしていただ

いてかまいませんので。最初にすべてを書いてくださいというわけではないので、ご安心ください。 

○大池委員：アンケートを各施設でとられたと思うんですけれども、それの集約されたもの、全体をま

とめたものというのは、今日は無理なんですか。 

○アルパック（羽田）：一応速報版ということで先ほどの資料の中にグラフでつけていますが、全体を
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まとめたものは今まだ集計している途中のものもありますので、今日はまだ、すいません。また改めて

何らかの形で情報提供させていただくことになると思っています。 

それでは、各班ごとに意見交換をしていただければと思います。よろしくお願いします。 

（班ごとに意見交換） 

1班：岡村委員、金子委員、田所委員、土居委員、日野口委員、美馬委員、山本委員 

2班：石川委員、大池委員、小西委員、信野委員、砂田委員、西澤委員、薮井委員 

3班：加集委員、川真田委員、高木委員、松本委員、吉岡委員 

＜※意見交換の内容は別紙資料「いただいたご意見（班別）」参照＞ 

○アルパック（羽田）：これからそれぞれの班で、どんな意見が出たかというのを発表いただきたいと

思います。1班のほうから発表をお願いします。 

○1班（日野口委員）：1班を代表して日野口が発表いたします。まずは、交流会館をどのような場所に

したいかについて議論しました。1点目は、立地場所が弁天町駅前にありますので、港区の入口として

看板となるような施設になるのではないかという話が出ました。2点目に、港区としては区民に高齢者

の方が比較的多いので、近隣区から若者を誘致して、港区に興味を持っていただけるキッカケになるよ

うな施設になれば良いなという話も挙がりました。その2点に沿って、どのような設備が必要で、どん

な仕組みがあれば良いかと議論を進めていきました。 

まずは、交流会館として位置づけられますので、利用方法としては三世代で利用できる施設として活

用できたら良いなという話が挙がりました。そもそも人が来ないとアカンよなということで、大阪港周

辺や朝潮橋周辺からも来館するような仕組みづくりが必要ではないかという話も挙がりました。例えば

「港区民は駐車場や駐輪場が無料になるなら毎日行きたい！」という意見がありました。また、近隣区

からの来館者をふやすためには、JRからの往来が便利になれば良いなという意見も出ました。 

次に、具体的な空間づくりですが、パッと見て入りやすい施設でなければいけませんので、広いロビ

ーやエントランスが必要ではないか。ガラス張りの明るい入口で、広いロビーで定期演奏会や、大道芸

人の方にイベントを実施してもらえば、多くの方が興味を持つのではないかという話になりました。ま

た、各エリアについては、三世代が使える共通項として、親子で学べる、または料理教室、音楽会、伝

統技術の伝承や遊び方を教える。そういった交流が、自身の親族以外の、地域の方々から学べるという

環境づくりが必要ではないかという意見がありました。さらに、今回は病院が隣接されるので、医療機

関との連携や、入院患者、身体障がい者の利便性についても十分に検討、配慮する必要があるのではな

いかとの意見も挙げられました。1班からの意見については以上です。 

○2班（薮井委員）：薮井です。よろしくお願いします。似たようなところも多少あるかと思うんですが、

まず一番最初に出たのが、隣が病院だということで、これとの連携をしっかり果たしていかないと施設

としての向上性というのは図れないかなということと、あと防災の観点というのも当然必要になってく

るだろうということで、医療棟との連携でいえば、例えば階段から5階くらいのところで渡り廊下があ

るなど、そういった施設としての部分が必要になってくるかなと。あと警察との交流であったり消防と

の交流、ドクターとの交流ということで、地域医療の拠点として大阪みなと中央病院があるわけですか

ら、当然そのあたりの考え方も踏み込んでいく必要があるのではないかというふうに、意見としては出

ました。 

あと、これは必須命題として、区画整理記念施設としての展示方法というのが当然必要になってくる

というふうにお聞きしてますが、そこらあたりは最小限のスペースでやるべきなんじゃないかと。僕ら

の世代からすれば少し昔の話でピンと来てない部分もありますし、ただ一応そういった事業がありまし
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たという記念碑的なものではあるわけですから、その部分をなるべく最小限で、その施設のその後の運

営に対して悪影響を及ぼさない程度の、範囲の、最小限に効果的にというような意見が出てます。 

あとは、せっかくの三世代の交流の場として設定されるわけです。要するに今までばらばらで設定さ

れていた施設というものが一元集約されてこの場所にあるということで、当然、三世代各人のライフス

テージ、それぞれの人たちが、くんずほぐれずというか、ぐじゃぐじゃになるような状況になるのが本

来好ましいんじゃないかなという思いもありまして、今、設定上でありますように、2階は何、3階は

何といった書き方をしているんですけど、むしろそうではなくて、各フロアに子どもと老人が点在する

ような施設にするべきではないかというふうな意見が出ました。そうすることによって、全年代が横断

的にその会館を、施設を利用することができるのではないか。中核施設として当然ホールというものが

必要になってくるんですけども、それらについても、需要がないようなホールではなくて、使い勝手の

いいような、フラットな施設の方がいいんじゃないかなというふうな意見が出てます。そういったとこ

ろです。 

○3班（松本委員）：3班の発表をさせていただきます。3班のテーマは、いろいろ課題が出ましたけれ

ども、教育、交流、雇用の創出、介護と子ども、それと災害、6番目が自然環境、6つの項目が大体こ

の中にまとまってます。まず最初に「教育」。学力の問題が非常に話題になることが多いもんですから、

図書館に、大学の図書館であるとか国立の図書館であるとか、そういう図書が全部ここから注文したら

取り寄せることができるような図書館がいいんじゃないかというお話が出ました。そして、自習室に元

学校の先生とか、そういう方が来ていただいて、有料ボランティアで子どもたちに教えていただく。浪

人生とか就職できなかった人たちがここで子どもさんに教えて、少しでも有料ボランティアをして帰れ

る。「教えて教えられる」という形ができたらおもしろいなと、いうことがまず話題に出ました。そこ

を中高生が使うことで、中高生の自習スペースがあって、通りすがりの学生さんにも使ってもらったら

いいんじゃないか。 

もう一つ教育に関わることとしては、ギャラリー等でアーティストを集めたり、いろんなプロが来た

りアマが来たりするスペースがあったらおもしろいなと。そこを有料スペースとして貸し出すことで若

干の収益性が生まれるんじゃないかなと、そういうお話が出ました。その中に人形劇であったり文楽で

あったりいろんなものがいい。施設としては席を固定せず、広いスペースがいいんじゃないかなという

お話が出ました。 

次に、交流ということでは、病院もあるということなんで、高齢者の方と子どもたちが交流できるス

ペースがあったら面白いんじゃないかなと。そのキーワードとしては「貸し農園」であったり「貸しラ

イブ」があったらいい。貸し農園をやるとなるとどういうふうにやるのか。屋上緑化、壁面緑化など日

本にはすばらしい技術があるので、それを使ったらおもしろいんじゃないかなと。その野菜ができたら、

今度はまたそこで交流したくなるだろうから、交流するときには、大阪には高校で、咲くやこの花高校

には「調理科」というのがあって、昇陽高校には「パティシエ科」がある。そこの人たちが来て、ここ

で調理をして、それを販売する。そういうものをそこで調理できるスペースがあったらおもしろい。そ

れが交流スペースになる。その交流スペースを使って、料理の講座で、今先ほど出たんですが、おせち

料理を作れない人が増えているので、ベテランの方がおせち料理を教えて、若いお母さんとかがここで

おせち料理を学んでいったらおもしろいんじゃないかなと。そしてそれが食事できて、販売できてもお

もしろいんじゃないかなという話が出ていました。 

その中で、働く方が雇用創出という形で、早くリタイヤされた方たちがそこで働くことができたり、

障がい者が働くことができたほうがいい。障がい者ということを考えたらバリアフリー、障がい者の方
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にとって優しい施設でないといけないんじゃないか。それと環境に優しい建物。やはりエネルギーの問

題がこれから 2030年以降出てくるので、太陽光のソーラーシステムを設置して自家発電ができるよう

なものがあったらいいんじゃないかなと。そしてコストをかけない建築設計が必要ではないかなという

お話が出ました。そのテーマが、今までお話した教育、交流、雇用創出、介護と子ども、災害、自然環

境、このテーマをもとに話し合いました。 

最後に、非常におもしろいネタが出たんですが、恋の神様を連れてきたらどうかなと。鍵かけて、い

ろんなまちからここで恋が成就する神様を連れてきたらどうかなというお話が出ました。以上です。 

○アルパック（羽田）：ありがとうございました。今日意見交換していただいた内容は 3班とも発表い

ただいて、同じようなご意見もあれば、特徴のあるご意見もそれぞれあったかと思います。今日は具体

的にここでは整理はしませんけれども、次回に向けては、先ほどもありましたように各班の内容を整理

をさせていただいて、次回の意見交換につなげていきたいと思います。今回で終わりではないので、で

きる限り実現させていくためにはどうすればいいか。皆さんに関わっていただきながら進めていくこと

も含め、今後検討していくテーマになろうかと思います。ちょっと具体的に言うと3班では、人形劇の

発表の場があったときに、港区の中でもそういう団体がありますよというお話もありましたので、ぜひ

利用者としてだけではなくて、スタッフというか使い手という中で、皆さんも情報を、より実現するた

めにはどうしたらいいかというのを皆さんも情報収集をして2回目に臨んでいただけると、今出してい

ただいたアイデアが実現していく施設になるのではないかと思いますので、よろしくお願いします。以

上です。 

○中村企画調整担当課長代理：本日は多くのご意見をいただきましてありがとうございました。今日い

ただいたご意見は取りまとめて整理をしまして、あらかじめ次の会議に向けて、委員の皆さんに資料と

してお渡しさせていただきたいと思います。つきましては、次回のワーキングの開催ですけれども、本

日お配りした資料の中に「日程調整表」というものを入れさせていただいております。具体に言います

と、8月31日～9月18日の間で日程調整させていただきたいと思いますので、ダメな日を事務局まで、

8月7日までにFAXかメールでお知らせしていただきたいと思います。本日欠席の方もおられますので、

日程調整のうえで、2回目の日程については皆様にご連絡させていただきます。 

○幡多総務課長：長い時間ありがとうございました。本日ずっと聞かせていただいていて、非常に具体

的なイメージができるようなご提案もあったんですけれども、もう少し具体的に考えておられることを

聞きたいと思うようなご意見もたくさん、短い時間の中で話し合いいただいたのであったかなと思いま

す。こちらのほうで今日出た意見を整理させていただいて、第2回、皆さん今度集まっていただくまで

に、もうちょっとこれについては具体的に意見いただきたいなというものをですね、事前に照会させて

いただいてご意見いただいて、それをまとめたものでもって第2回の議論を深掘りしていただくほうが

良いのではないかと思いますので、またご照会をさせていただきますが、ご協力をいただきますように

よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。 

○中村企画調整担当課長代理：それでは、これをもちまして本日の検討ワーキングを終わらせていただ

きます。本日はありがとうございました。 


