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第2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9月14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、牛島委員、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、

下村委員、信野委員、高木委員、田所委員、土居委員、西澤委員、原田委員、日野口委員、

松本委員、美馬委員、山本委員、吉岡委員（50音順）20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 

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。ただいまから第2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。司会を務めます、港区役所企画調整担当課長代理の

中村と申します。よろしくお願いいたします。それでは、会議の開催にあたりまして、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。第２回交流会館検討ワークショップということで、

月曜日のお出ましにくい時間帯に区役所までご参加いただきありがとうございます。前回は交流会館を

どんな場所にしたいかということで、フリーでお話をしていただき、いろいろな意見を出していただき

ました。なおかつ皆さんのお宅まで郵便で「こういう意見が出たけれど、少し抽象的な部分がありまし

たので、これはどういうことでしょうか」など深掘りをさせていただいて、本日はその内容を整理させ

ていただいておりますので、前回から引き続いて議論を深めていただきたいと思っております。１回目

の時は私も力が入って、記念事業の経過、趣旨等について長時間話をさせていただきましたが、やはり

この港区というまちは、歴史を語らなければ語れないと思っています。今年は戦後 70年ですが、港区

は昭和 20年の大空襲でほとんど焼け野原となり、戦前から台風が来るたびに水に浸かっていました。

戦後復興でこのまちをどうしていくかというときに、この際、ほぼ区域全域に２メートルかさ上げ方式

の区画整理をしようということになり、戦後 45年かけて地域の皆さん、また地権者の皆さん、それと

行政が力を合わせてこのまちの価値を高めてきた、港区はそういうまちであると思っています。先達に

残していただいた土地とお金があり、この厳しい財政状況の折に、港区のニーズに合った新しい施設を

整備できるという、こんな幸せなまちは大阪市の中でも港区だけだと私は思っています。この先達に残

していただいたまちのストックを、今の区民、また後世の区民に値打ちのあるように還元していく、そ

ういう事業内容を皆さんにぜひ考えていただきたいと思います。肩の力を抜いていただき、皆さんで少

し楽しむような形でご議論いただけたらと思っています。1回目は私も緊張して、初めてお会いする方

も多くいらっしゃってどうなるかなと思いましたが、時間が経つにつれてすごく各グループである種盛

り上がっていただきました。皆さんに対しては、何回もの会議への出席や、自宅への資料の郵送等でか

なりのご負担をかけているという恐縮さと、同じ方向を向いて活発にご議論、ご意見をいただける心強

さとが私の中で混在しているんですが、このワーキングで良い結果が出て、それが後世の区民に引き継

がれて港区の財産になっていくような、そういうアイデアやご意見をいただければ幸いと思っています。

引き続きよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございます。 
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○中村企画調整担当課長代理： 前回欠席の方もいらっしゃいますので改めて申し上げます。この会議

は公開で行っていて、一般の傍聴席と報道席を設けています。議事録作成のために録音をしており、ま

た、ホームページ等にこの会議の模様を掲載するために写真撮影をさせていただきますのでご了承願い

ます。本日は、23名の委員のうち砂田委員、薮井委員、吉田委員は欠席ですのでご報告いたします。次

に資料のご確認をお願いします。先日ご自宅に郵送した資料を本日ご持参いただいたと思いますが、お

持ちでない方がいらっしゃいましたらお知らせください。次第と参考資料1、2、3になります。本日は

追加資料として資料一覧とスケジュールを配付しています。スケジュールについては会議の最後に説明

をさせていただきます。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：私からは本日の進め方について説明します。全体で交流会館の使い方等につい

て意見交換を 30分程度行います。その後はグループごとにグループワークを行います。本日は２つの

テーマについてご議論していただく予定です。一つ目は「交流会館で行う交流について」で 50分程度

の予定です。二つ目は「交流会館の運営方法」について 10分程度の予定です。以上 3部構成で意見交

換を進めさせていただきたいと思います。まずは全体での意見交換、「交流会館の使い方等について」

では第１回ワーキングで委員の皆様からいただいたご意見等を元に資料をとりまとめさせていただい

ていますので、本日はそれらのご意見をもとに第１回のテーマであった、交流会館でどのようなことを

したいか、どんな使い方をしたいか、そのためにはどのようなスペースや設備が必要か、について再度

議論を深めていただきながら全体で共有化を図っていきたいと考えています。次に、AからCの３つの

グループに分かれてグループワークをしていただきます。交流会館では子育て世代から高齢者まで幅広

い世代が活動や交流できる事業を実施していくこととしています。幅広い世代の活動と交流を促進する

ことによって、豊かなコミュニティを醸成し、将来に向けて活力あるまちづくりにつなげていくため、

交流会館をどのような交流を行うことができる場所にしていくのかということについて、グループで意

見交換をしていただきます。本日も記念事業の趣旨や目的を十分理解したコンサルタントを各グループ

の進行役として配置しています。具体的な進め方については、後ほどコンサルタントの方から説明させ

ていただきますが、テーブルに置いている様々なカードを組み合わせて、交流会館を誰と誰が、どのよ

うな交流を行う場所にしたいのか、その交流が行われるためにはどのような場所、スペースでどのよう

な設備やプログラムの仕掛けが必要かについて、委員の皆様から様々な交流のイメージのアイデアを出

していただき、意見交換をしていただきます。最後に、交流会館の運営方法について意見交換を行って

いただきます。老人福祉センターや子ども・子育てプラザなどそれぞれ局の所管において管理運営を行

っている現在の各施設を廃止し、交流会館として再構築して区役所で一体的に管理運営を行っていきま

すが、区民の皆様が主体的に活動していただくことになるこの交流会館をどのように運営していくのか、

また、区民の皆様がどのような形で交流会館の事業の企画や実施に関して参画するのがいいのか、運営

方法や区民の皆様の運営への関わり方などについてご意見をいただきたいと思います。意見交換が終わ

りましたらグループごとに発表者を決めていただいて、議論の成果を発表していただきます。終了は21

時を予定しています。以上で本日の進め方について説明を終わります。 

○幡多総務課長：私のほうでは、全体での意見交換、交流会館の使い方等について進行をさせていただ

きます。前回3班に分かれていただいて意見交換をしていただきましたが、どうしても抽象的な形でま

とまっていて具体的にはどのような内容なのかということが分かりにくかったということで、照会させ

ていただいたところ、短い時間の中で、ご意見をいただきありがとうございました。その内容を参考資

料2にまとめています。第１回の検討ワーキングで整理した内容が参考資料1、参考資料2はさらに深

掘りしていただいて、いただいたご意見は非常に具体的でかなりイメージがしやすくなりました。これ
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らを先日事前に郵送させていただいていますが、時間がなかったので目を通していただいているかどう

かと思いますが、参考資料1と2を参考にしていただいて、やはりこの意見には同感だとか、いや、別

意見があるとか、この意見があるなら追加しておこうなどといったご意見をいただけたらと思っていま

す。ご意見をいただくときには、お名前を言っていただき、具体的なお話をしていただけたらと思って

います。ご意見をお持ちの方でぜひ全体の場で発言しておきたいという方がいらっしゃいましたら、次

回は、前回と今回いただいた意見をまとめて基本構想のたたき台というものをつくりたいと思っており、

そのためにはたくさんの材料をいただきたいので、皆様には無理をお願いして具体的なご意見を照会か

けさせていただいたりしています。今日も時間との闘いの中で皆さんからご意見をいただきたいと思っ

ていますが、ぜひこれだけは強調しておきたい、このようなことをしたい、このような設備やスペース

が必要だ、などといったことがありましたら、ご意見をいただけたらと思っています。 

○下村委員：前回は欠席だったのでよく分かりませんが、西区に長年住んでいて、港区に来たのは平成

元年くらいでずっとボランティアをやっていますが、私自身はスポーツが好きなので、区民センターに

10台くらいある卓球台で卓球をしています。女性ばかりで男性も卓球をやってほしいんですが、移転後

も 10台の卓球台は場所的に確保されるのかどうかということと、もう１点は、今の港区夕凪の老人福

祉センターで、ビリヤードを友人と毎日楽しみにやっているんですが、移転先の場所では確保できるの

かどうか気になるのですが。 

○幡多総務課長：ありがとうございます。例えば「女性ばかりしか卓球をしていないが男性も参加して

ほしい」「卓球台は10台確保してほしい」といったご意見について、現段階では確約できませんが、私

たちは皆様からいただいたご意見を受けとめて次につなげるということなので、ご希望やご意見、なぜ

なのかといったこともあわせて発言していただければありがたいです。 

○原田委員：今回初めて参加させていただきますが、この資料を見ると、ホールは374席と記載されて

いますが、現在の区民センターの広さと比較するとどうなるのでしょうか。 

○幡多総務課長：確かにご意見をいただくのに、前提となる条件が分かっている方が良いということで

ご質問をいただいていると思いますので、今分かっている範囲で。 

○原田委員：現在の区民センターと新しいホールとではどちらが大きいか。敷地面積のこともあります

が、新しい交流会館の方が区民センターのホールとしては大きくなるのか、それとも同じなのか。 

○田端区長：詳細は、これから基本的な設計のほうに進み検討しますが、区民センター、子ども・子育

てプラザ、老人福祉センターの現在の広さは基本的には維持するという前提で考えています。 

○原田委員：ホールのことなのですが、ほかの24区の区民センターのホールと比べてどうなるのか。 

○田端区長：ホールについても今の広さは維持するという前提で考えています。ただ、ホールを何階に

するかによって、若干の大きさの違いが発生したり、設計の方法で座席を固定式にするのか可動式にす

るのか、パイプいすにするのかによって少し違ってくると思います。まず何をしたいか、どんなことを

したいかということで考えていただき、それを建物の仕様に生かしていくというベクトルもあります。

今何か固めきった前提なしで、基本的には３つの施設を複合して、機能を融合させて、施設の今の縦割

りを取り除いて、世代間交流を中心にどのような事業が考えられるかということをご議論いただいてお

りますので、そういうことができるような建物にしていく方向で検討したいと思います。3つの複合施

設ですから、基本的には各施設の今の大きさは維持したいというふうに考えています。 

○原田委員：席は374席とありますが、最大374席ぐらいがホールの席になるのでしょうか。 

○澤企画調整担当課長：見ていただいている資料は、委員の方からいただいた意見の中の案で、先ほど

区長から話がありましたように、基本的には建物の中に収まる形になりますので、建築条件によって規
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模なども変わってきますが、できるだけ皆様のご意見を踏まえて、できるだけ広くとれるような形では

考えていきたいと思っています。 

○小西委員：交流会館の件ですが、田端区長が港区の戦後の歴史を語っていただきました。私も港区で

生まれ育って 64年です。港区については、戦争のことはいざ知らず、第 2室戸台風から伊勢湾台風な

どいろいろな形で災害が起こってきました。それと戦争の歴史もあります。交流会館は、いろいろな形

で世代間交流されるのもいいんですが、やはり港区が 24区の中で太平洋戦争で一番被災した区である

ということも、交流会館に何らかの形でモニュメント的な物、あるいは展示スペースの中にそういった

こともぜひ入れていただきたい。毎年、区民センターで戦争展をされていますが、あのような状況を見

聞きするにあたって、港区がどれだけ大変な目にあってきたかなどが分かるので、こういうこともぜひ

交流会館にも展示スペースや、戦争の歴史が分かるような場所を入れていただけたらありがたい。 

○大池委員：いただいた資料に目を通させていただいたときに、子育てに関する部門で、防音という観

点が書かれていましたし、読み聞かせや人形劇などの活動をするにあたっての防音問題が出ていたんで

すが、私もそういう読書活動をしているんですが、図書館にも現在じゅうたんの部屋がありますが、そ

ういう部分との兼ね合いというんですか、図書館とは全く別の施設として考えているのでしょうか。そ

ういった部分に関しては図書館と共有できないのでしょうか。 

○幡多総務課長：いろいろな活動をされている中で、今こういう問題があるので、どうあれば良いと思

われるかといったご意見をいただければと思います。 

○大池委員：アンケートの中に、子ども達が騒がしくできないといったような答えがあったのですが、

現実は、図書館のじゅうたんの部屋で子ども達が走る、声をあげると母親は皆「しっ」と注意している。

声が聞こえるからということで、ものすごく気遣いをされているのが現状です。例えば中央図書館の中

に個別であるような部屋があればありがたいと思います。交流会館の中にもそのようなスペースをつく

るなら重複する状況になるので、重複しない方法は考えることはできないのだろうかというふうに思い

ました。そのような部屋、子ども達のための活動をする部屋を 100％使用しているということは少ない

と思います。中央図書館や旭区図書館はすごく良くつくられていますので、その辺を参考にしていただ

けたらと思います。 

○馬場副区長：貴重なご意見をありがとうございます。まさに委員がおっしゃったように、従来の子育

てプラザでも、大きな子ども達とゼロ歳児を一緒に遊ばせることは危険ではないかというご意見もあり

ますので、年齢に合った形で利用ができるようにしなければならないと思います。図書館の中にそのよ

うなスペースを設けるのか、交流会館の中に設けるのかはこれからの建物の設計の中で、皆様のご意見

を踏まえながら、一番使いやすい方法でできれば良いと思っています。 

○山本委員：毎年3月の第1土曜日に「みなとふれあい福祉の広場」という大きな行事を区民センター

と図書館の全館を使ってやらせていただいて、実行委員会の委員をやっているんですが、今現在お客さ

んが毎年 1,000人近く来場されます。ボランティアのスタッフ、舞台の出演者も含めると 1,000人は確

実に超えていまして、一番大きな課題が、毎年いかに安全に事故なく行うかということです。一昨年に

防火シャッターが行事の最中に下りてきて大変なことが起きたということがありました。1,000人のお

客さんが来られたときの自転車の駐輪場の容量がいっぱいで、歩道にガードマンを配置して自転車を誘

導していましたが、そういったことも新しい施設になれば区民の皆さんはもっと来場されるのではない

だろうかと思いますので、我々も新しい場所を使わせていただけるのならば、もっとたくさんのお客さ

んに来ていただけるように、安全にできるようにしたいと思いますので、ぜひともそういうことが可能

な会館に、ホールだけでなく全館を使ったイベントもできるようなことも考えていただけたらと思いま
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す。 

○川真田委員：基本的なことで申し訳ないですが、最初にいただいた資料では4階建てであったと思う

んですが、駐輪場スペースをつくるために地下を利用するとか、意見が出ていたように、屋上をいろい

ろなことに利用するとかといったことも考慮に入れていいんでしょうか。実際可能ならば、地下から屋

上までの高い建物になる可能性もあるのでしょうか。そのような可能性も考えてよいのでしょうか。 

○馬場副区長：可能性としては十分あり得ると思いますが、例えば地下駐輪場をつくるにあたってのコ

スト面などいろいろな問題が出てくると思います。ただ、駐輪場を地下に設けるべきというご意見は当

然あり得ると思いますので、可能かどうかは今後検討していくことになると思います。屋上の利用につ

いても、前回のワーキングの中で、太陽光発電や屋上緑化をするべきなどいろいろなご意見をいただい

ていますので、その中で何が可能なのかということを考えていくことになります。 

○小西委員：先ほど山本さんがおっしゃったように、私も第1回目のワーキングの中で申し上げました

が、実際に区民センターのホールで催しがあったときに、ご存じのように駐輪スペースがほとんどあり

ません。歩道や区民センターの裏側の臨時駐輪場を利用しています。ホールだけを使用する場合でもあ

れだけの状況の中で、どれだけ新しい施設の中で、さまざまな世代が集まる中で安全にいろいろなこと

をするにはその辺を具体的に議論する必要があるのではないでしょうか。建物の中でいろいろな事業を

すると、徒歩の方もいらっしゃいますが、港区では自転車の利用が一番多いので、駐輪場をぜひ全館利

用する人数分のスペースを確保するのが当たり前ではないかと。他の新しい施設では駐輪スペースは利

用者の人数分確保されていることが多いです。そのことについても、この議論の中でぜひ詳細に検討し

ていただきたいと思っています。 

○石川委員：先ほど発言された方がお話ししていた内容は、参考資料2の図面をご覧になってのことと

思いますが、あくまで我々サイドで「こんなことをしたらどうでしょうか」といった図面を描いていた

だいていた方がいたかと思います。私もハードのことは非常に気になっていたので、スペースとホール

のあり方について、防音施設は必要と思います。そこで講演会、レセプション、コンサート、セミナー、

映画会などはできたらうれしいと思います。大ホールのほかにダンス、バンドコンサート、オーケスト

ラの練習場のような、片面ガラスにできるようなフリースペース。例えば200㎡か300㎡程度のものが

地下にあるとうれしいです。いろいろな方の意見を拝見していると、エントランスでコーヒーを飲みた

いとか交流をしたいというのがありましたので、先ほど話をした中で、例えば1階にスターバックスを

入れてほしいと言っても、ロビースペースが少なくなるので、大ホールは最上階に設けるべきかなと思

いました。それで、地下1階に多目的ホールと防音施設を設けると、必然的に1階から2階が吹き抜け

であったりとか、1階にカフェスペースがあって皆さんが交流できる場所であればいいと思います。地

下鉄の連絡通路からのアプローチがあれば、夜に来場される方のエントランスになるのでそのあたりも

考慮していただきたいと思います。エントランスは明るくて広いのが良いと思っております。その間の

階に文化施設、図書館、老人福祉センター、子育てプラザの機能の混在をしてほしい。その箱の中で何

をするかということを、今後我々が考えていけばよいのかなと思います。もう一つ重要なことは、病院

棟との連絡通路はあるのかないのか。これは災害時の使用を考慮したフロアー機能を有するべきだと思

うので、このあたりはプロの意見を踏まえた検討が必要だと思います。例えば備蓄品のあり方、災害本

部の設置の場合の設備はどうあるべきか、場所はどうあるべきか、避難所になった場合、地下でけが人

等の収容施設として機能できるのかどうか。これは病院棟との連絡通路が非常に問題になってくると思

いますので、このあたりについてはプロのご意見を吸い上げていただいて、災害時、防災の意味で、交

流会館についての裏のテーマでもあると思いますので、そのあたりと整合性をとったうえで、大ホール、
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多目的ホール、エントランス、その他のホールの設備を充実していただけたらと考えています。 

○幡多総務課長：ありがとうございます。時間がなくなりつつあるのですが、これだけはぜひというご

意見はありませんでしょうか。もしまた思いつかれたら、どのような形でも結構ですので区役所のほう

にお寄せいただけたらと思います。全体の意見交換はこれで終わりにさせていただきまして、次に、基

本構想の目玉になっていくのですが「交流」について議論を深めていただきたいのと、「運営方法」に

ついても検討していただきたいと思います。ではこれからコンサルタントの方にお手伝いをいただいて

ご議論いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○アルパック（羽田）：本日はグループワークということで、2つのテーマについて皆さんで意見交換を

していただきたいと思います。参考資料1が前回の皆様からの意見をまとめたものになります。本日は

「交流」に絞って意見交換をしていただきたいと思います。意見交換の視点として、次第の緑の枠内に

「交流会館での交流についてグループワークで具体的ご意見をいただきます」と記載しています。「誰

と誰がどのような交流を行う場所になればよいでしょうか」「その交流が行われるならどのような場所

やしかけが必要でしょうか」ということで、前回とテーマが近いですが、具体的にどのような方が交流

していただく場所であればいいのかというイメージを持っていただいて、いろいろとご意見をいただけ

たらと思います。前回のアンケートの中からキーワードを抜き出した小道具を用意しました。例えばボ

ランティアに来られた誰々、講座を受講しに来た誰々など、どんな目的で交流会館に来られたかという

内容を水色で記載しています。赤色は属性で、対象が社会人なのか大学生なのかあるいは小中学生なの

かを表現しています。これはいろいろなシーンが想定されます。さらに、もう一つ頁をめくっていただ

いたところに、作成例の説明があります。先ほど説明した交流主体の組み合わせを皆さんに考えていた

だきたいのですが、例としましては、「お茶を飲みにきた高齢者」と「あそびの広場に来た小中学生が」

と書いております。またここからが味噌なのですが、シーンについては皆さんで考えていただき、緑の

カードに書き込んでいただきたいと思います。記入例には「囲碁や将棋を通じて交流する」とあります

が、○○を通じて交流するというような交流の中身について考えてください。今回は4つの施設が1つ

になったときに一緒に使う人達について、どのような方が来てどのような交流が生まれたらいいな、生

まれるような施設になったらいいなといった内容を考えていただきたいと思います。キーワードの中に

合う言葉がないときは、白紙も用意しているので手書きでストーリーをつくっていただきたいと思いま

す。先ほども施設の配置について話がありましたが、そういった内容は設計者に伝え、プランに反映で

きるところは反映していただこうと思います。グループワーク 2については、「運営方法」について議

論していただきたいと思います。「区民の皆様の運営への関わり方」と記載していますが、どのような

運営ができたら良いかなど、ご自身が運営に関わりたいと希望しているならその目線で考えていただき

たいと思いますし、また、この施設がこのような運営がされていると良いなという意見も含めてご意見

をいただけたらと思います。先ほどのご意見の中で、地下鉄の通路とつながると良いとありましたが、

施設に直結すると、施設が閉まっていたら地下鉄を使用する方はどうなっているのが良いかなどについ

ては、運営の範囲でフォローできるのか、建物に関わることなのかで変わってくると思います。遅い時

間の時の利用はどのようになっているのが良いか、先ほど話にあった自転車については、利用者によっ

て意見があると思います。プランとは離れた内容ですが、運営について皆さんのご意見をいただければ

と思います。今日やっていただく内容で不明な点はありませんか。やってみないと分からないというこ

ともあると思いますので、各グループで進めていただければと思います。 

（班ごとに意見交換） 

A班：川真田委員、下村委員、信野委員、土居委員、西澤委員、原田委員 
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B班：石川委員、牛島委員、大池委員、加集委員、田所委員、山本委員、吉岡委員 

C班：岡村委員、金子委員、小西委員、髙木委員、日野口委員、松本委員、美馬委員 

＜※意見交換の内容は別紙資料「いただいたご意見」参照＞ 

○アルパック（羽田）：それでは、発表のほうに移らせていただきます。最初に、C班のほうからお願

いします。 

○Ｃ班（髙木委員）：C班になります。髙木です。よろしくお願いします。C班のほうで話が進んでい

ったのは、とりあえず運営費がないというのがこのあいだありましたので、運営費を稼ぎ出す手段とし

て地域の人が関われる会員制であったりとかで、メンバーシップと書いてあるんですが、例えば登録し

ておいたら、ここで働いた場合ほかの人より少し時給が高いとかがあればいいなという話をしていまし

た。そのかわり港区のことをしっかり説明できる方でないとだめということで、港区の人が港区のため

にこの施設を運営するという形です。また、いろいろな観光者や医者、社会人、高齢者、障がい者の方

が使える施設として、視覚障がい者のためには視覚障害者誘導用ブロックを設置するとか、高齢者のた

めにはバリアフリー仕様にするなどという意見がありました。運営については、港区の地域の団体の方

が関わることによって、港区のための港区の施設になるのではないかという話になりました。ほかの地

区の方が関わるとやっぱり自分の地区を優先して関わらせようとすると思うので、それでは港区にとっ

てあまりメリットがないのではないかというのと、区民センターは稼働率を上げてできるだけ収入を生

み出すために、例えばホールはすごい場所を取るので、その分利益を生み出すものにしないとつくる必

要がないのではないかというのがあります。現在の区民センターも小さい部屋の稼働率が高くて、あと

の部屋は稼働率が全然ないんです。あと、片面鏡張りで床がフローリングになっていて、パーテーショ

ンの向こうにいすがあって、設営すれば会議もできる、ダンスなんかもできるような部屋は、すごく稼

働率が高くて、抽選でも人気があるらしいんです。なので、ホールをつくるならば、ものすごくみんな

が「そこを使いたい」と思うようなホールにしなければ、小さい部屋を反対に増やした方が、ここの運

営自体は良くなるのではないかというのを話し合いました。とりあえず区民の方が優先されなければい

けないというので、例えば利用時間や予約に関しても区民を優先して、ほかの地域の人は少し遅れて予

約を取るとか、そういう風にしていこうかなというのがＣ班の発表になります。ありがとうございます。 

○Ｂ班（石川委員）：B班の発表をします。石川です。よろしくお願いします。とりあえず出された意見

を読み上げていきます。障がい者との交流、あるいは観光客、外国人との交流の場、高齢者を中心とし

た交流、近い世代の世代間の交流、同世代の交流ということで、とにかくどんどんアイデアが出ました

ので、カードを貼り付けられないくらいです。例えば障がい者との交流であれば、イベントや講座を開

催する社会人と駅を利用しにきた障がい者が出会う、ロビーで一休みしながらとか、あるいは社会人と

障がい者が友達になる、悩みを抱える社会人が通りすがりに障がい者と何となく打ち解けるみたいな場

が欲しいなとか、そういう温かい場になれば、そのためのロビーの形状とかというのを考えていきたい

と思ってます。あと外国人や観光客というのも、弁天町ですから乗客も多いと思いますので、港区に住

んでいるまたは働いている外国人と、会館に遊びにきたりお茶を飲みにきた老若男女がお互いの文化を

紹介して言葉を教え合ったりして、これを教え合うベースとして例えば図書館の近所にあるとか、ある

いは言葉を介するパッドみたいなものが設置してあって、それでいろいろとコミュニケーションをする

などというイメージの話が出ました。観光で訪れた観光客と港区のボランティアが会館で情報の交換を

して、いろんな港区の情報、文化や歴史などを説明できるような、港区を好きな人達が説明できるよう

なガイドみたいなものがあって、これはこうなんだよと簡単に説明できたらいいんじゃないでしょうか。

あと世代間とか外国人との交流で、「飲みニケーション」と言いますか、ロビーで飲みながらコミュニ
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ケーションがとれるような場があったらいいかなと思います。高齢者との間であれば、遊びにきた親子

と通りすがりの高齢者が料理やカフェスペース、昔の遊び方をレクチャーするとかのシーンで交流を図

ったり、近い世代であれば、お父さんと大学生で 80年代のロックミュージックについて語り合うとい

うような交流も、これは PA施設であるとか爆音で聞くとか、そんな形もできるかと思うので、そのた

めに防音施設があったりするのがいいのかなと思います。喫茶スペースで世代間交流を深めていこう、

あるいは飲みスペースであるとか、何かのきっかけ、図書館の本であったりとかそういったものがあっ

て、中心に世代間、同世代、育児についてとか、皆でお芝居をつくりましょうというのも考えられるか

と思います。非常に議論が盛り上がりましたが、まとめられていません。ほかにもこなれていないもの

はありますが、ご紹介していきます。使用者が衛生的に掃除をしていくというような仕組みを運営のほ

うでつくれないか。会館の催しをもっと宣伝してほしい。宣伝をなかなかしてもらえないので、広報活

動に関してもどういったやり方があるのか、あるいは市民を通じて広報活動をしていけるのかというの

を考えていきたい。イベントに関しては、市民中心で企画・運営をしていく。企画・運営に関しては、

企画委員会が、例えば年間の主催イベントを、予算が少ないとはいいながらある程度予算を持って、企

画を仕掛けていって集客をしてもらって、初めてホールに来ていただく方をふやすための仕組みも必要

かなと思います。そのための企画委員会みたいなものがあったりとか、運営のチェックをする、アンケ

ートであるとか、利便性や使い方など定期的にアンケートをとり、それをフィードバックして、より区

民が使いやすいような形でチェックしていく体制も、例えば市民の運営企画委員とかも必要ではないか

なと思います。各部会において自主運営をする、収入を人件費にするというような企画みたいなものを

して、そこでゼロ円でやっていける、収入と支出を合わせていくような企画をもっと展開していくこと

が必要ではないか、そういった意味で書かれているかと思います。以上でございます。 

○Ａ班（川真田委員）：A班は、帰りがけの大学生、社会人、高齢者とか、駅を利用しにきた大学生、

社会人、高齢者とか、区民ホールでのイベントをモニター、ポスターで知ることができる場所とか、ど

ういう人たちがどういう交流をするかということを出してきました。港区には、中高生が勉強する場所、

自主学習をする場所がないんですね。港図書館でも自主学習は禁止されてますし、どこで勉強をするか

というとサイゼリヤとかガスト、マクドナルドなんかで勉強している子ども達が結構多いんです。そう

すると店側も長時間おられると迷惑になるし、子ども達も騒がしい中で集中できないというのもあるの

で、交流会館で学習スペースをつくってもらって、例えば月1回大学生や一般社会人、高齢者で昔教職

をとっていたという方が来られて、寺子屋のようなことをするのもいいんじゃないでしょうか。あと、

これから高齢者がどんどん多くなるので、高齢者が活躍する場所というのを必要とするために、ぶらっ

とお茶を飲みにきて、遊びにきている子どもや親子に昔遊びや囲碁や将棋を教えるスペースがあったり

とか、例えば高齢者が、昔から料理していたものを、調理室なんかで講座を開いて親子達に教える。そ

して、その高齢者が教えた料理や親子でつくった料理を例えばカフェスペースなんかで、限定何食とか

いうふうにして料理を出して、親子や高齢者と一緒にご飯を食べて地域交流をするといいんじゃないか

という意見もありました。スペースの使い方に関しては、やっぱり港区民センターもそうですけど、24

時間営業にするわけにはいかないと思うので、やっぱり時間は区切らないといけない。となると通路を

どうするかというと、駅からライフまでつながるような通路というのは電車が動いている間は確保でき

るようにして、通路を通っているだけではもったいないので、通路に告知スペースを設けることによっ

て、例えば港区民センターのイベントホールで今月はこういうことやってますよとか料理教室やってま

すよということが、通りすがりの人や港区の人たち、駅を利用するとか通りすがりの人たちがみんな知

れるようにして、なるべく交流センターに人が集まるように告知することが、通るだけで告知すること
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ができるというのが、お金も掛からないしもったいなくないということでいいのではないでしょうか。

あとは、スペースとして欲しいのが相談スペースや調理スペース、学習スペース、カフェスペースは常

時設定してほしいということで、A班は話し合いました。運営についての話まではいきませんでした。

以上です。 

○アルパック（羽田）：これをもちまして本日の全体討論、グループワークを終わらせていただきます。

これをうけて次回の意見交換につなげていければと思います。 

○中村企画調整担当課長代理：皆さん本日は長時間お疲れさまでした。本日もたくさんのご意見をいた

だきましてありがとうございます。最後に事務連絡ということで、配付資料のスケジュールをご覧くだ

さい。次回の第 3回検討ワーキングは 11月に予定させていただいております。この 3回目のワーキン

グについては、基本構想のたたき台というものを今までいただいたご意見をもとに作成いたしまして、

第3回のワーキングでお示しさせていただこうと考えております。このたたき台の資料は、会議の事前

にあらかじめ皆さんにお送りさせていただいて、目を通していただけるような形で考えております。次

回の開催日は 11月の予定となっておりますので、日程については、10月に入りましてから皆さんに改

めてメールなり FAXで調整させていただきます。こちらからの事務連絡としては以上になりますが、

この際、何かございませんでしょうか。ないようでしたら、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。 


