
港区の外から元気な若者を呼び込めるような空間
とは？
・音楽、芸術を主体とした催事を実施できる空間
・企業による就職セミナーや、合同企業説明が実施
できる空間
・周辺中高等学校と連携した展示会が実施できる
空間
・無料通信、充電環境の整ったコワーキングとして
活用できる空間

今の港区にはない、ダンス発表会（若い女性、キッ
ズ）やボクシング、キックボクシング（若い男性）がで
きるような場所であれば、遠方から来てもらえる。ま
た、座席が階段状で片づけるとフラットになる適度
な大きさのホールがあれば合理的で、若者に使い
やすい。

木で作られているもの。グリーンでおおわれている
エントランスホール

きれいなエントランスホールとは
・毎日清掃が実施されているエントランスホール
・白を基調とした内装で構成されたエントランスホー
ル
・設置家具や什器に統一感のあるエントランスホー
ル
・掲示物や案内板等の表示が整然と配置されたエ
ントランスホール

3 「区の顔となるような施設」とは、どのような 区の顔となるような施設とは

「交流会館」　質問に対するご意見    

2 「きれいなエントランスホール」とは、どのよう
なホールのことですか。具体的にお書きくだ
さい。

1 「港区の外から元気な若者を呼び込めるよう
な空間」とは、どのような空間のことですか。
具体的にお書きください。

参考資料 ２

3 「区の顔となるような施設」とは、どのような
施設のことですか。具体的にお書きください。

区の顔となるような施設とは
・区内の催事情報や地域活動等が集約、発信され
る施設
・区の歴史博物館として史料が展示されている施設
・区内のデザイン事務所が製作した2m前後のモ
ニュメントが展示されている施設

入院している人も利用できる施設とは
・バリアフリー法に基づく認定の取得
・高齢者向けの健康セミナー等の実施

“基本的にどなたでもご利用いただけます。”という
ことですが、通常、乳幼児が通う子育て支援施設で
は、感染症等の対策として予防、拡散防止策を行っ
ています。
　子育て活動支援等に関する事業を再構築するう
えで、横に病院があることは、様々な安心感がある
と考えますが、病中、病後などの方々への利用者
対応は必要と思われ、病院への介助者等の2次感
染（潜伏期間）などを勘案するとソフト面では登録制
の利用や受付時に利用者の把握や説明が必要で
はと考えます。
そのため、ハード面では一定の利用制限が対応可
能な形式がいるのではないかと考えます。

5 「三世代で利用できる施設」とは、どのような
施設のことですか。施設でやりたいこと、こん
な使い方がしたい、といったことを具体的に
お書きください。

三世代利用できる施設とは
・周辺小中学校卒業生を招待した催事支援
・学生を主体とした高齢者向けの催事支援

4 「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。」とのことですが、交
流会館は基本的にどなたでもご利用いただ
けます。入院されている方の利用について、
ハード面（スペースや設備など）またはソフト
面（事業やサービス、活動など）で特にお考
えのことがあれば、具体的にお書きください。



6 「孫と来ても楽しめる、親子で来ても楽しめる
ように」とは、具体的にどのような施設のこと
ですか。施設でやりたいこと、こんな使い方
がしたい、といったことを具体的にお書きくだ
さい。

孫と来ても楽しめる、親子で来ても楽しめる施設と
は
・港区祖父母の日を設定し、託児所と連携した催事
・地元企業参加での簡易キッザニアを開催する

7 「出勤前に立ちよりたい」とのご意見ですが、
出勤前に施設でやりたいこと、こんな使い方
がしたい、といったことを具体的にお書きくだ
さい。

出勤前に立ち寄りたい施設とは
・朝カフェが7時から営業している
・託児所がある

8 「いろいろな規模の勉強会ができるようにし
たい。」とのご意見ですが、それぞれどれくら
いの規模のどのような勉強会をお考えです
か。具体的にお書きください。

いろいろな規模の勉強会ができるようにする時の規
模
・20㎡の小会議室×3部屋
・40㎡の中会議室×2部屋+2部屋
・40㎡+40㎡の中会議室間の可動式間仕切を外し
た状態の大会議室×1部屋
・中会議室、大会議室には投影設備と放送設備を
備える

談話室をフリースペースとして活用とは
・談話室をわざわざ設ける必要がない(賃料が徴収
できない部屋は設置すべきでない)
・代案として小会議室の細分化された利用時間で
所用を済ませてもらう

談話室をわざわざ設ける必要はないが、フリースペース
では、パントマイムや手品、ダンスの個人練習など、場所
をとらず、うるさくない活動がいろいろと行われるとよい。
そこで、外から見て何をしているんだろうと足を止めても
らう。安全な場所なので、小さい子どもでも安心して使え
る。

病院も横なので　託児所（病院でも預かってくれる）10 「託児所、一時預りスペース」とは、親等が講

9 「談話室をフリースペースとして活用」とは、
ロビーでおしゃべりができること以外に別の
スペースが必要、ということですか。そうであ
れば、どのような目的のために必要なのか、
具体的にお書きください。

病院も横なので　託児所（病院でも預かってくれる）
駅も近いので　共働きでJR、地下鉄を使っている
父・母の為にも

託児所、一時預かりスペースとは
・待機児童解消のために託児所を増やして欲しい
・2、3号認定の子どもを優先に対応して欲しい

11 「色々な大きさの部屋」とは、それぞれどのよ
うな目的のためにどれくらいの大きさの部屋
をお考えですか。具体的にお書きください。

いろいろな規模の勉強会ができるようにする時の規
模
・20㎡の小会議室×3部屋
・40㎡の中会議室×2部屋+2部屋
・40㎡+40㎡の中会議室間の可動式間仕切を外し
た状態の大会議室×1部屋
・中会議室、大会議室には投影設備と放送設備を
備える

12 「座敷の部屋、和室」について、和室でやりた
いこと、こんな使い方がしたい、といったこと
を具体的にお書きください。

座敷の部屋、和室でやりたい事とは
・花道、茶道などの日本文化の拡散、発信

ダンス等大きい音が出せない為。

防音設備はなぜ必要か
・ダンススタジオ、演奏練習を想定した設備が欲し
い
・防音室と隣接した放送設備を設置した部屋がある
と良い

10 「託児所、一時預りスペース」とは、親等が講
座やイベント、会議等に参加している間の子
どもの一時預かりのことですか。それ以外の
ことであれば、具体的にお書きください。

13 「防音設備」は、なぜ必要だとお考えですか。
具体的にお書きください。



音響機器を使用する事業や体を動かす事業の場
合、他に迷惑をかけない為（コーラス・ダンス・ベ
ビー体操・各スポーツなど）

14 「キッチン」について、どれくらいの広さのキッ
チンをお考えですか。またキッチンでやりた
いこと、こんな使い方がしたい、といったこと
を具体的にお書きください。

キッチンの広さの規模
・高等学校の調理実習室程度を想定した設備
・床面積で40㎡程度
・病院と連動した健康食セミナーができる室を想定

15 「オープンな入口」とは、どのような入り口の
ことですか。具体的にお書きください。

オープンな入口とは
・入館前に屋内の様子が見える入口

16 「子どもと来ても楽しめるように、施設を充実
してほしい」とのご意見ですが、「充実」させ
たい内容について具体的にお書きください。

子どもと来ても楽しめるように、充実させたい施設と
は
・読み聴かせ用の図書
・大きめのプレイジム(家庭に置けないサイズ)
・卓球やビリヤードなどができる軽運動室

ダンス等大きい音が出せない為。

防音設備はなぜ必要か
・ダンススタジオ、演奏練習を想定した設備が欲し
い
・防音室と隣接した放送設備を設置した部屋がある
と良い

子どもの声や注意するお母さんの声、読み聞かせ
をするボランティアの声、走り回る音や泣き声で他
に迷惑をかけないため。

病院も横なので、託児所（病院でも預かってくれる）
駅も近いので、共働きでJR、地下鉄を使っている
父・母の為にも

17 「防音設備」は、なぜ必要だとお考えですか。
具体的にお書きください。

18 「託児所、一時預りスペース」とは、親等が講
座やイベント、会議等に参加している間の子
どもの一時預かりのことですか。それ以外の
ことであれば、具体的にお書きください。

託児所、一時預かりスペースとは
・待機児童解消のために託児所を増やして欲しい
・2、3号認定の子どもを優先に対応して欲しい

ダンス等、人にみてもらってもOK（自由にできる
カーテンなりアコーデオンカーテンあり）

中が見えるように部屋の壁をガラスにすると良い部
屋とは
・乳幼児が保育される室
・小学生児童が常時出入りする室

20 「発表会などが出来る使いやすい音楽ホー
ルが欲しい」とのご意見ですが、「使いやす
い」とはどのようなことですか。具体的にお書
きください。

発表会などが出来る使いやすい音楽ホールとは
・収容人数200名程度のホール

21 「ホールをフルに使いたい」とのご意見です
が、「フルに使う」とはどのようなことですか。
具体的にお書きください。

ホールをフルに使いたいとは
・空席率が少ない状態でホールを利用できる事
・付帯設備を全て利用できる事

22 「ダンスが出来る場所」とは、どのような場所
のことですか。具体的にお書きください。

ダンスができる場所とは
・部屋の一面が全面鏡張りとされた部屋
・跳躍しても下階に振動、騒音の影響がない部屋
・音楽を放送できる設備がある部屋

交流会館で習った事（ダンス、楽器、色々なもの）を
オークの広場で見てもらう

19 「中が見えるように部屋の壁をガラスに」との
ご意見ですが、全ての部屋の壁をガラスに
することは難しいです。どの部屋の壁をガラ
スで見えるようにするとよいとお考えですか。
またそれはなぜですか。具体的にお書きくだ
さい。

23 「オーク200との連動イベント」とはどのような
イベントですか。具体的にお書きください。

ことであれば、具体的にお書きください。



オーク200との連動イベントとは
・全体で集客数を稼ぐための一例
・JRや大阪市営交通との連動イベントなど、近隣と
の連携を検討する方が、施設を有効に活用できる

24 「さまざまな大きさのホール　大ホール(例：
500名)、中ホール（例：300名）、小ホール
（例：100名）」とのご意見ですが、それぞれの
大きさのホールでやりたいこと、こんな使い
方がしたい、といったことを具体的にお書きく
ださい。

さまざまな大きさのホールでやりたい事とは
・演劇、コンサート、講演会などの中規模イベント
・周辺学校主催の発表会など

ホールを作るなら発表会等に必要である。

舞台袖に簡易な音響操作機器が欲しい理由
・リハーサル時の調整に利用したい
・講演会利用時などの音響操作に利用したい

26 「防音でガラス張りのリサイタルホール」との
ご意見ですが、なぜ防音が必要だとお考え
ですか。また、なぜガラス張りが必要だとお
考えですか。具体的にお書きください。

防音でガラス張りのリサイタルホールの必要性
→リサイタルホールの一部に個室を設けて、ガラス
越しに鑑賞できる部屋が欲しい。
・乳幼児が多少騒いでも運営に支障が出ないように
するため

27 「舞台までいける大型エレベーター」とは、ど
のようなエレベーターですか。具体的にお書
きください。

舞台まで行ける大型エレベーターとは
・グランドピアノや舞台大道具の搬入に利用するた
め
・1階に舞台を想定すれば大型エレベーターは不要
・乗用エレベーターとは別に荷物用エレベーターを
設けると利便性が高いため

28 「搬入、搬出のしやすいバック動線」とは、ど
のような動線ですか。具体的にお書きくださ
い。

搬入、搬出のしやすいバック動線とは
・館内利用者と催事等の物品運搬動線は明確に分
けておく事が理想
・衝突事故防止、搬出入効率を考慮する必要があ

25 「舞台そでに簡易な音響操作機器が欲しい」
とのご意見ですが、なぜそのようにお考えで
すか。具体的にお書きください。

い。 けておく事が理想
・衝突事故防止、搬出入効率を考慮する必要があ
る

一か月早く抽選等で決める。なければ他の人たち
に。

区民優先にして欲しい点とは
・利用予約の優先
・定員制イベントの先行予約制の導入
・時間貸駐車場での割引

教室（部屋）２時間単位がいいと思う。必要な人は
多くとればいい。
多くの人に使ってもらえる。

使いやすいように利用時間を細かく設定
・ホールについては午前、午後、1日利用の大型枠
での募集
・90日前に予約がない日を2〜3時間毎に細分化し
て募集
・4人〜12人程度の小会議室を設ける場合は1時間
毎での募集

喫茶、軽食コーナーとして充実させたい事とは
・隣接院内食の販売
・障がい者福祉支援の一環としてのパンやクッキー
の販売

コンビニ的なものがあるとよい。

29 「区民のための施設なので、区民優先にして
ほしい」とのご意見ですが、どのような点を区
民優先にしてほしいとお考えですか。具体的
にお書きください。

30 「使いやすいように利用時間を、細かく設定」
とのご意見ですが、具体的にどのように設定
するとよいとお考えですか。またそれはなぜ
ですか。具体的にお書きください。

31 「喫茶、軽食コーナーを充実してほしい」との
ご意見ですが、「充実」させたい内容につい
て具体的にお書きください。



32 「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」とのご意見ですが、区内の各
老人憩いの家などで、どのような事業をする
とよいとお考えですか。具体的にお書きくだ
さい。

出前事業で実施したい内容とは
・本館の利用者増加を目的とした催事案内
・地域毎の軽飲食店を利用した催事

「交流会館へ行けば何でもあり、何でもわかる」と認
識されるような場所づくりをする。
・安価で使えるPC、インターネット、コピー機など
・港区内の案内・みなトクモン・公共部門、季節の公
園情報
・交流会館内のイベント情報
・地図など設置

現区民センターは、ホール、会議室での行事参加
のために来館されるが、交流会館には、展示ス
ペース、喫茶スペース、休憩スペース、交流スペー
スなどを設け、立ち寄れるようにとの意見が出てい
ました。

ふらっと訪れても、ターゲットになってくれる人間が
いないと、恒常的な立寄場所にはなっていかないと
思うので、そういったコンシェルジェ的なスタッフが
いればと思います。

部屋ごとに高齢者用、子ども用と分かれているので
はなく、全世代が使用できるようにとの意見が出て
いました。安全面から考えるとかなり工夫が必要だ
と思います。

今回集約する各施設を、フロア単位で移設するの
ではなく、各施設の必要な機能ごとに配置していき
ます。単純に言えば、運動機能に関する施設は各

33 「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」とのご意見で
すが、どのようにすればそういう場所になる
とお考えですか。具体的にお書きください。

34 「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」と
のご意見ですが、「全世代が横断的に利用
できる場所」とは、どのような場所のことで
しょうか。具体的にお書きください。

ではなく、各施設の必要な機能ごとに配置していき
ます。単純に言えば、運動機能に関する施設は各
所にバラバラに設置するのではなく、どこか一カ所
に集約して、利用者の種類毎の棲み分けを極力減
らしていくことで、障がい者と健常者や、児童と高齢
者の交流を日常的に発生させることができると考え
ます。（もちろん課題も増えますが。）

どの部屋で何をやっているかわかるようにとの意見
でしたが、部屋の用途によって静かに集中して行い
たい場合もあると思うので、工夫が必要だと思いま
す。

音が問題になるような利用者（例えば歌舞音曲の
練習や会議など）は1階のホールゾーンを利用しま
す。透過性を高めるのはガラスだけでなく、低めの
壁でも可能です。港図書館の児童読書エリアの様
な絨毯敷きの空間なら決められた場所を設定せず
に使用することで、他の利用者の活動も見る事が
出来るはずです。

客席は、階段状になったものが収納場所から出し
てこられるような形式。客席が収納されていれば、
フラットにも使うことができるので。

35 「となりの活動がわかる（見える）透過性の高
い室」とのご意見ですが、全ての部屋をガラ
スなどで見えるようにすることは難しいです。
どの部屋をガラスなどで見えるようにすると
よいとお考えですか。またそれはなぜです
か。具体的にお書きください。

36 「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）。」とのご意見ですが、ホールについて
具体的なお考えがあればお書きください。



別紙参照

37 「展示会場として使いたい」とのご意見です
が、どれくらいの広さの、どのようなスペース
をお考えですか。具体的にお書きください。

別紙参照

38 「サークル活動などを充実させてほしい」との
ご意見ですが、「充実」させたい内容につい
て具体的にお書きください。

39 「乳幼児と高齢者のふれあいの機会をつくっ
てほしい。」とのご意見ですが、どのような機
会があるとよいと思いますか。具体的にお書
きください。

40 「講習会を充実させてほしい。」とのご意見で
すが、「充実」させたい内容について具体的
にお書きください。

41 「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。」とのご意見で
すが、現在、老人福祉センターでは高齢者向
けの食事サービスが提供されています。そ
れ以外のサービスのことをお考えであれば、
どのような必要のためにどういった食事サー
ビスを提供するのか、具体的にお書きくださ
い。

・例えば高齢グループの作った食事を一般に有料
提供し、その収益をグループに還元する（有償ボラ
ンティア）
・高齢者がサービスをする側になれば生きがいにな
り医療費の削減に。

・厨房スペースは３０平方メートルくらい。調理台一
式２セット。２０人くらいの少人数に。老若男女対
象。
・味噌づくり、おせちづくり、男の料理教室、子ども
のお菓子作り教室、陶芸、染色など、厨房設備があ
れば何でもできます。

42 「厨房スペース」とのご意見ですが、どれくら
いの広さのスペースをお考えですか。また厨
房スペースでやりたいこと、こんな使い方が
したい、といったことを具体的にお書きくださ
い。

れば何でもできます。

災害時の住民避難の拠点の一つになることも考え
られるので、長期の避難生活には炊き出しなどの
調理機能が必要だと思います。その施設を日常的
に「お父さんの調理教室」などの様々な料理研修の
場所に使える様、小学校の家庭実習室程度の設備
の設置を期待します。

43 「喫茶スペース」とのご意見ですが、喫茶ス
ペースについて希望されることがあれば、具
体的にお書きください（喫茶スペースでの
サービスや活動など）。

喫茶スペースはテーブルと椅子だけで持込飲食OK
とすればどうか（なるべく税金を要する人材は投入
しないように）。

ホールにて音楽会ができればとの意見が出ていま
した。必要な設備を整備できればと思います。

ピアノですね。せめてヤマハのCXクラス、出来れば
CFシリーズ、、、は無理ですよね？

44 「音楽設備の充実」とのご意見ですが、「充
実」させたい内容について具体的にお書きく
ださい。



プロジェクターがホールや会議室(一部）に常設して
あれば、その都度調整が必要なく便利だと思いま
す。

最近舞台芸術では映像とのマッチングはごく普通
の事になっています。試写会以外にも通常の公演
などで使用される事が多いです。ただし、この分野
の器材の進歩は著しいものがあり、最新の機材を
導入しても、あっという間に使われない古い備品に
なることが多いのも事実です。正面からの映写を行
う場合は大光量の器材が必要になりますが、舞台
奥のスクリーンを半透明のビニール幕にして裏側
からの映写を行えば、器材自体はそれほど高いも
のを使わずに済みます。ホリゾント幕の裏側に器材
とのある程度の距離は必要になりますが、、、、。

46 「乳幼児のための読み聞かせを充実してほし
い」とのご意見ですが、「充実」させたい内容
について具体的にお書きください。

47 「授乳スペースの充実」とのご意見ですが、
「充実」させたい内容について具体的にお書
きください。

48 「使用する際の手続を簡素化してほしい」と
のご意見ですが、現在の手続きにはどのよう
な問題があるとお考えですか。またどのよう
にすればよいか、具体的にお書きください。

使用登録した個人・グループは自分のPCや公的機
関に設置のPCから申込手続き（利用状況をチェッ
ク）とともに設置機器の使用申込みもできればよ
い。

清掃などの比較的簡単な仕事をしていただいては
どうでしょうか。
常設でなくてよいので、授産所の製品（クッキーや
グッズなど）を定期的に販売できたらよいなと思い
ます。

45 「プロジェクターなどの設備」とのご意見です
が、プロジェクターをどのようなことに使用す
るのか、またプロジェクター以外に必要と考
える設備があれば、具体的にお書きくださ
い。

49 「障がい者が働ける場所にする」とのご意見
ですが、その趣旨や内容を具体的にお書きく
ださい（施設全体か一部分か。どのような業
務か。など）

港区在住の方を優先に。１階交流スペースの食堂
や屋上の農園などの日々の手入れの担当などがで
きる方を働けるようにする。

入ったところに広めのエントランスを設けて、そこを
交流スペースにして、高齢者と子どもたちの交流
（例えば、高齢者が昔あそびやおもちゃ作りを子ど
もたちに教え、一緒に遊ぶ活動など）をしたり、ホー
ルでは大きすぎるので、アマチュアのバンド（おやじ
とか高校生、大学生）がミニライブができて、気軽に
みんなが立ち寄り聴けたらいいなと思う。

食堂やお茶が飲めるスペースにして、設営をすると
コンサートや演奏などもできるスペースにして、有料
や無料にも対応できるような形にして、港区でまだ
無名のアーティストたちが活躍できるような場にし
たり生涯学習の発表の場などにもする。

地域で高齢者が昔あそびやおもちゃ作りを子どもた
ちに教え、一緒に遊ぶ活動をしています。そういうこ
とが会館で年に１回でもできたらいいなと思いま
す。

退職した方などを対象に昔遊びなどを子どもたちに
教える高齢者を港区で募集して子どもたちに教えた
りする。
又、料理講習会などをするためのキッチンスペース
や多目的スペースがほしい。

50 「交流スペースは1階に」とのご意見ですが、
交流スペースでやりたいこと、こんな使い方
がしたい、といったことを具体的にお書きくだ
さい。

51 「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」とのご意見ですが、そ
のためにどのような事業やスペースがあると
よいとお考えですか。具体的にお書きくださ
い。



52 「全体的に交流を目的としたスペースを置く」
とのご意見ですが、交流スペースでやりたい
こと、こんな使い方がしたい、といったことを
具体的にお書きください。

53 「調理科がある、咲くやこの花高校と連携し
た食堂」とのご意見ですが、どのような連携
をお考えですか。具体的にお書きください。

食堂スペースや販売スペースなどで、近くにパティ
シエ科がある「昇陽高校」や調理科のある「咲くやこ
の花高校」などがあるので、そこと連携した高校生
がアイディアを出したり計画した商品を作って販売
する。

区役所の待合の所にある市民ギャラリーより少し広
めで。特にギャラリーとして作らなくても、角がある
少し広めのスペースをギャラリーとして活用したらよ
いと思う。

ギャラリーは１階交流スペースの壁を利用する。

入ったところに広めのエントランスを設けて、そこを
交流スペースにして、高齢者と子どもたちの交流
（例えば、高齢者が昔あそびやおもちゃ作りを子ど
もたちに教え、一緒に遊ぶ活動など）をしたり、ホー
ルでは大きすぎるので、アマチュアのバンド（おやじ
とか高校生、大学生）がミニライブができて、気軽に
みんなが立ち寄り聴けたらいいなと思う。

交流スペースにミニコンサートや演奏できる設備を
入れてプロもアマも使えるようにする。

56 「エントランス部分をギャラリーや交流スペー
スにする」とのご意見ですが、交流スペース
でやりたいこと、こんな使い方がしたい、と
いったことを具体的にお書きください。

食堂やお茶が飲めるスペースにして、設営をすると
コンサートや演奏などもできるスペースにして、有料
や無料にも対応できるような形にして、港区でまだ
無名のアーティストたちが活躍できるような場にし
たり生涯活動の発表の場などにもする。
ギャラリーは１階交流スペースの壁を利用する。

55 「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」とのご意見ですが、どういった活
動をするためのどのようなスペースですか。
具体的にお書きください。

54 「ギャラリーなどで作品展示ができれば」との
ご意見ですが、ギャラリーとはどれくらいの広
さの、どのようなスペースをお考えですか。
具体的にお書きください。

ギャラリーは１階交流スペースの壁を利用する。
交流スペースにミニコンサートや演奏できる設備を
入れてプロもアマも使えるようにする。

できれば１階がいいですが、気軽に入れるカフェが
あればいいなと思います（できればオープンスペー
スで明るく）。そこの運営は障がい者団体にしてい
ただいて、中高生のおこづかいでも利用できる料金
で、ちょっと勉強したりできるとよいと思う。

これは学習スペースや度を超さない程度の雑談の
できるコーナーを作るということで、使用するために
は登録が必要で、学生証や身分証を提示しても
らってカードを作成して、勉強スペースは私語禁止
で、雑談スペースにはちょっとした軽食や飲み物を
飲みながら話をできる安全なスペース

57 「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」とのご意見ですが、ど
のようにすればそういう場所になるとお考え
ですか。具体的にお書きください。



「交流会館」についての追加意見

・港区の地が嵩上げ地を知る人が少なくなり、０ｍ地帯と知る人があるのか心もとない現状
の中、交流会館に求められる役割は大きい。

・展示については区画整理に関するものだけか。もしくは港区の成り立ちから区画整理に
までの展示とするか。どちらにしても後になって邪魔物扱いされない為に管理維持の為の
人と財の負担がかからない物にするのが大切。

・他区の施設の現状調査を土台として学び、ホールの広さ、会議室、研修室など利用頻度
の高い広さに、またパーテーションで区切れるような広さに。

・多くの機能を持った様々な利用者があると考えられる交流会館において、危機管理対策
としてどのような必要性があるのか、最低限抑えなければならないものはどのようなものが
あるのか、港警察署や港消防署の意見をこの検討ワーキングで聞いてみたい。




