
参考資料１ 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 意見 

１班の意見 

  港区の顔となるような施設にしたい 

やりたいこと・使い方 

◎弁天町の駅は港区の入り口なので、区の看板となる

ような施設にしたい。 

◎港区の外から元気な若者を呼び込めるような空間

が欲しい。質問1 

◎交通の核となる場所なので、区民に限らず色々な人

を呼び込みたい。 

必要なスペース・設備 

◎誰でも自由に使うことができるロビースペース 

◎きれいなエントランスホール 質問2 

◎音楽ホールなど集客できるスペース 

◎区の顔となるような施設 質問3 

◎利用率の高いホール 

明るい施設にしたい 

 
やりたいこと・使い方 

◎明るい場所、充分な採光が取れる空間が欲しい。 

◎芝生や緑があふれる庭園でくつろぎたい。 

◎入りやすいように、何をしているのか分かるよ

うに見渡せる空間。 

必要なスペース・設備 

◎大きなエントランス 

◎屋上にガーデンテラス 

◎中が見えるように部屋の壁をガラスに 

質問19  

子育ての支援を充実してほしい 

やりたいこと・使い方 

◎子どもと来ても楽しめるように、施設を充実して

ほしい。 質問16 

◎絵本の読み聞かせがしたい。 

必要なスペース・設備 

◎防音設備 質問17 

◎託児所、一時預りスペース 質問18 

◎授乳スペース 

色々な人が利用できる施設にしたい   

やりたいこと・使い方 

◎横に病院があるので、入院している人も利用できる

施設にしたい。 質問4 

◎三世代で利用できる施設にしたい。 質問5 

◎孫と来ても楽しめる、親子で来ても楽しめるように

したい。 質問6 

◎親子料理教室などの講座を実施する。 

◎他人同士で絵本を読みあいたい。 

◎出勤前に立ちよりたい。質問7 

◎いろいろな規模の勉強会ができるようにしたい。 

質問8 

◎通りがかった人が、ふらっと入って来れるように、

中で何をしているのかわかるようにしたい。 

必要なスペース・設備 

◎病院との渡り廊下 

◎(親子)料理教室が出来るスペース 

◎何でも出来るような広いロビースペース 

◎談話室をフリースペースとして活用 質問9 

◎託児所、一時預りスペース 質問10 

◎色々な大きさの部屋、可動壁の使用 質問11 

◎座敷の部屋、和室 質問12 

◎施設の使い方を説明するコンシェルジュ(案内

人)の配置 

◎防音設備 質問13 

◎キッチン 質問14 

◎オープンな入口 質問15 

音楽などを通じた交流をしたい 

やりたいこと・使い方 

◎音楽イベントで、人を集めたい。 

◎発表会などが出来る使いやすい音楽ホ

ールが欲しい。質問20 

◎ホールをフルに使いたい。 質問21 

◎エントランスで定期演奏会をしたい。 

◎音楽を子どもと一緒に楽しみたい。 

◎ダンスが出来る場所が欲しい。質問22 

◎オーク 200との連動イベントがした

い。質問23 

必要なスペース・設備 

◎エントランスで定期演奏ができるスペース 

◎赤ちゃん連れでも観覧できる別室のあるホール 

◎遮音性能の徹底 

◎さまざまな大きさのホール 質問24 

大ホール(例：500名)、中ホール（例：300名）、小ホ

ール（例：100名） 

◎舞台そでに簡易な音響操作機器が欲しい 質問25 

◎防音でガラス張りのリサイタルホール 質問26 

◎舞台までいける大型エレベーター 質問27 

◎搬入、搬出のしやすいバック動線 質問28 

◎利用率の高いホール 

 

その他 

やりたいこと・使い方 

◎区民のための施設なので、区民優先にしてほしい。 質問29 

◎使いやすいように利用時間を、細かく設定 質問30 

◎運搬するものがあるので無料駐車場をお願いしたい。 

◎自販機を災害時無料にするなど、防災の拠点としての整備も必要。 

◎喫茶、軽食コーナーを充実してほしい。 質問31 

◎トイレを流す水に雨水を再利用する、屋上緑化するなど、環境に優しい施設として整備。 

◎弁天町は港区の東の端になるので、来れない人にも出かけて行く事業(出前事業)をする、(区内の老

人会館を巡回するような事業)をしてほしい 質問32 
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誰でも使える場所・世代間交流が生じる場所にしたい 

やりたいこと・使い方 

◎特定の目的を持った人や何らかの活動団体に属し

ている人だけでなく、ふらっと訪れたり、目的がな

くてもとりあえず行こうと思える（フリーに立ち寄

れる）区民が自然に集まる場所にしたい。質問33 

◎他の人がどのような活動や使い方をしているのか

がわかるような場所にしたい。 

◎高齢者向けの機能と子ども向けの機能などが場所

で明確に分かれているのではなく、全世代が横断的

に利用できる場所にしたい。質問34 

◎色々な人が自由に出入りし、結果的に世代間の交流

が起っているような場所にしたい。 

必要なスペース・設備 

◎誰でも自由に使うことができるロビースペース 

◎区画のない広いフリースペース 

◎自分たちがやりたいことに応じ柔軟に使えるパ

ーテーション 

◎となりの活動がわかる（見える）透過性の高い室 

 質問35 

◎機能ごとに区分するのではなく、管理者が違って

いても共有する部分を多くつくる必要がある。

（運営側が連携せざるを得ないレイアウト） 

◎ホールも大規模（500人収容）でフラットで使い

方が限定されないものがよい（客席や舞台などは

収納してしまうか、必要に応じ組めばよい）。 

質問36 

◎喫茶スペース 

防災（→まちや人を災いから防ぐ）の視点を取り入れた取組みをしたい 

やりたいこと・使い方 

◎病院が隣接するので、予防医学の知識が得られる・体験で

きる場にしたい。 

◎警察や消防の協力を得て、防犯や防火のイベントをする。 

◎その他、なにかを防ぐための情報やワークショップなど。 

必要なスペース・設備 

◎共用の屋上ヘリポートなど病院棟と

記念会館とのつながりが必要 

◎病院棟と記念会館が3階以上（津波を

想定）でつながっていてほしい 

音楽やフリーマーケットなどを通じた交流をしたい 

やりたいこと・使い方 

◎みんなで歌を歌いたい。 

◎みんなが普段集まっている場所

などを使い、フリーマーケット

を開催したい。 

必要なスペース・設備 

◎音楽設備の充実 質問44 

◎区画のない広いフリースペース  

◎プロジェクターなどの設備  質問45 

◎（大きなイベントや軽スポーツも開催できる）中核となるホール 

展示ができるようにしたい 

やりたいこと・使い方 

◎展示会場として使いたい。質問37 

◎港区には「みなトクモン」があるが、

港区のよいものを紹介できる展示。 

料理やボランティアを通じた交流がしたい 

やりたいこと・使い方 

◎ボランティアによる食事サービスを年代を問わず受けられるようにしたい。 

 質問41 

◎料理等を通した交流がしたい。 

必要なスペース・設備 

◎厨房スペース 質問42 

◎喫茶スペース 質問43 

現在の活動を広げ、世代間交流をしたい 

やりたいこと・使い方 

◎サークル活動などを充実させてほしい。質問38 

◎乳幼児と高齢者のふれあいの機会をつくってほしい。 

質問39 

◎講習会を充実させてほしい。質問40 

子育ての支援を充実してほしい 

やりたいこと・使い方 

◎他の利用者への迷惑などを考えずに、子どもたちが活発

に遊べる場所がほしい。 

◎乳幼児のための読み聞かせを充実してほしい。質問46 

◎授乳スペースの充実 質問47 

必要なスペース・設備 

◎防音設備 

◎乳幼児の読み聞かせスペース 

◎授乳スペース 

その他 

やりたいこと・使い方 

◎それぞれの活動を結びつけるコーディネーターの導入。 

◎使用する際の手続を簡素化してほしい。質問48 

記念スペースについて 

◎アクリル版を用い、区画整理による2mの盛り土（現在の地盤）と区画整理前の地盤の差が見える壁 

◎最小限のスペースで効果的な紹介ができるようにしてほしい 

観光に関する取組みをしたい 

やりたいこと・使い方 

◎英語やその他の外国語を話せる方々を中心に、外国からの観光客をも

てなす学生や社会人のボランティアが育つ取組み。 

◎お茶や和食、お花など、外国人に「和」を体験してもらえる企画や取

組み。 

必要なスペース・設備 

◎外国人観光客を取り込む

何らかの施設 
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施設全体について 

＜運営面など＞ 

◎自習室や貸室などを利用する場合は、利用者の把握などのために

簡単でも登録制とする（名簿に記名など）。  

◎障がい者が働ける場所にする。 質問49 

＜施設のあり方＞ 

◎コストをかけない建築設計 

◎太陽光発電や壁面・屋上緑化を

導入しての環境にやさしい建

物とする 

◎災害時の拠点（自家発電機能も

備える） 

世代間交流ができる場所にしたい 

やりたいこと・使い方 

◎高齢者と子どもが一緒に、囲碁や将棋ができる「場」があるとよ

い。 

◎今までそれぞれの施設で行っている教室や講座がそのまま続け

てできたらいい。 

◎今の施設でやっている講座などを継続的に行っていきたい。 

◎児童や保育園児などと高齢者が交流するようなものができれば。

質問51 

◎様々な世代の人を対象とした料理教室などの講座を実施する。 

◎屋上緑化を兼ねた屋上農園で野菜づくり→農業講座などで様々

な世代が交流できるのではないか。 

必要なスペース・設備 

◎全体的に交流を目的としたスペ

ースを置く 質問52 

◎子育てプラザの広い子どもの遊

べる場所  

◎20名ぐらいで使える調理室 

◎図書館が国立国会図書館や大学

の図書館など全国の図書館とつ

なげるしくみを導入 

◎屋上農園 

中高生や高齢者など様々な世代が利用に来る場所にしたい 

やりたいこと・使い方 

＜中高生向け＞ 

◎中高生の自習ができるスペースがあるとよい。 

◎通りすがりの中高生もフラッと立ち寄って使ってもらえ

る場所に。 質問57 

◎恋の神さまをつくるなど、恋愛のスポットにする。 

＜高齢者向け＞ 

◎子ども向けの教室の先生として、または施設の運営などに

関わることで高齢者の来訪機会をつくる。 

→世代間交流にもつながる。 

◎高齢者の食事サービスもやっていただきたい。（今の老人

福祉センターで行っているもの） 

◎福祉と子育てプラザの融合 

区民の人たちの「発表の場」となるような場所にしたい 

必要なスペース・設備 

◎自習室に元学校の先生などに来てもら

って有料ボランティアで教えてもらえ

るしくみにする。 

◎貸ライブ施設（スタジオ）などがあれ

ば、音楽が趣味の方々（学生も含め）

が、来るのではないか。 

やりたいこと・使い方 

◎ギャラリーなどで作品展示ができれば。（アーティスト等

を集めた展示イベントなどを含め） 質問54 

◎交流会館で行われる講座や教室での作品展や発表会を行

う。 

◎定期的に“人形劇”や子育てママや子どもたちが一緒に楽

しめる催しものが行われれば。 

→港区内にもそういった活動を行っているグループもあ

るので来てもらってやってもらうような場所に。 

◎プロもアマも活動できるようなスペースにしてはどうか。

質問55 

＜ホール＞ 

◎地域の活動の発表の場 

◎講演会ができるような場所 

◎興行的な使い方（文楽や演劇など）ができる場所 

必要なスペース・設備 

◎エントランス部分をギャラリーや交流

スペースにする。質問56 

◎使いやすい小会議室が安価で借りられ

るように 

＜ホール＞ 

◎席を固定せず、フラットな使い方がで

きるようにしておく。 

◎ホール裏に小さくてもいいから控室が

あるとよい。 

◎事業的な要素を入れることでここの運

営などに繋がるお金を生み出す仕組み

を入れていく。 

＜設備や諸室の配置など＞ 

◎障がい者用トイレ、オムツ替えができる広めのトイレなどの設置。 

◎交流スペースは1階に。 質問50 

◎高齢者、子ども施設はベビーカー車いす、歩行しにくい方がいる

ため、1階が良いのでは。 

◎文化やアートの交流施設  

食事が出来る場所 

やりたいこと・使い方 

◎自然食などを提供する食堂（屋上で育てた野菜を使ったメニューが食べられるなどの体験型食堂、タニタ

食堂的なもの） 

◎調理科がある、咲くやこの花高校と連携した食堂 質問53 


