
章番号 分類 意見内容 意見に対する考え方 基本構想案での関連記載 属性

Ⅰ　経過 ・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。

将来にわたって広く区民に役立ち、今
後の港区のまちづくりに貢献する、港
区を代表する公共施設として整備しま
す。

【経過】
・・・平成27年1月28日の大阪市戦略会
議で、将来にわたって広く区民に役立
ち、今後の港区のまちづくりに貢献す
る公共施設「（仮称）区画整理記念･交
流会館（以下（仮）交流会館）」を整備
するとともに、大阪みなと中央病院を
共同事業者として港区の地域医療・災
害時医療の拠点機能の形成をめざす
ことを内容とする記念事業の実施を決
定しました。

ワーキング

区の顔となるような施設
・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

ワーキング

・港区の地が嵩上げ地を知る人が少なくなり、０
ｍ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。

ワーキング

・港区が戦争で市内では最も被災したという歴
史についてモニュメント、あるいはスペースをとる
など何らかの方法で展示して欲しい。

ワーキング

・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

ワーキング

・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 ワーキング

・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。

ワーキング

区の顔となるような施設
・区内の催事情報や地域活動等が集約、発信さ
れる施設

ワーキング

・港区内の子育てや高齢者向けの情報が分かる
機能（区民C21、老福ＣＣ57、子プラ34、図書館
25）

アンケート

・保育園に行ってなくても情報を得られるようにし
てほしい。 子プラ

・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。

ワーキング

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。
・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。）

ワーキング

【区民の出会い・活動・交流の起点】
・・・これまで個別の施設として運営し
てきた「区民センター」「老人福祉セン
ター」「子ども・子育てプラザ」が持つそ
れぞれの機能と、（仮）交流会館に移
転・拡張する港図書館の機能を相乗
的に発揮させることで、施設利用者の
間でさまざまな出会いと交流が生まれ
るように工夫します。このため、諸室に
ついては安全面に配慮したうえで、一
部を除き専用ではなく共用による使用
とします。

区内の催事や地域活動に関する情
報、子育てや高齢者向けの情報、区
の魅力情報等を集約・提供します。

【区民の活動情報等のプラットフォー
ム】
港区では、サークル活動やボランティ
ア活動をはじめ、多数の区民による活
動が行われています。そのような活動
や区内のさまざまなサービスや催しな
どに関する情報を収集・発信する、楽
しいことを予感させるワクワク感のある
情報のプラットフォームをめざします。

○情報の収集・発信
・サークル活動や講座、イベントなど、
これまで各施設で発信していた情報を
集約し一体的に発信します。
・民間施設も含めた区内の各施設に
関する情報や地域の活動情報につい
ても積極的に収集・発信します。
・このような利用者や区民の視点に
立った情報の収集・発信が可能となる
よう実施体制や方法などについて検
討します。

交流会館に対するワーキングとアンケートの意見、意見に対する考え方、基本構想案への反映

これまで個別の施設として運営してき
た「区民センター」「老人福祉センター」
「子ども・子育てプラザ」が持つそれぞ
れの機能と、（仮）交流会館に移転・拡
張する港図書館の機能を相乗的に発
揮させることで、施設利用者の間でさ
まざまな出会いと交流が生まれるよう
に工夫します。諸室については安全面
に配慮したうえで、一部を除き専用で
はなく共用による使用とします。

Ⅲ－１－２
【区民の活
動情報等の
プラット
フォーム】

Ⅲ－２
【区民の出
会い・活動・
交流の起
点】

「属性」欄：「ワーキング」⇒検討ワーキングメンバーの意見、「アンケート」⇒区民センター、子ども子育てプラザ、老人福祉センター、港図書館の各施設でのアンケートの
　　　　　　　　選択式回答、「区民Ｃ」「子プラ」「老福ＣＣ」「図書館」⇒各施設でのアンケートの自由回答

Ⅲ－１－１
【まちづくり
のあゆみを
伝える資料
の収集・展
示・発信】

エントランスをはじめ共用スペースで、
港区のまちづくりのあゆみを伝える資
料を展示し、施設を訪れる人が港区の
歴史に自然とふれられるよう工夫しま
す。
土地区画整理事業等の港区のまちづ
くりの歴史を学ぶことができる記念ス
ペースを図書館の一画に設けます。ま
た、まちづくりのあゆみをわかりやすく
興味を持って学べるように、図書館郷
土資料コーナーと連動させるなど工夫
を凝らして整備します。

【まちづくりのあゆみを伝える資料の収
集・展示・発信】
・エントランスをはじめ共用スペース
で、港区のまちづくりのあゆみを伝え
る資料を展示し、施設を訪れる人が港
区の歴史に自然とふれられるよう工夫
します。
・土地区画整理事業等の港区のまち
づくりの歴史を学ぶことができる記念
スペースを図書館の一画に設けます。
また、まちづくりのあゆみをわかりやす
く興味を持って学べるように、図書館
郷土資料コーナーと連動させるなど工
夫を凝らして整備します。

資料２
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章番号 分類 意見内容 意見に対する考え方 基本構想案での関連記載 属性

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）

ワーキング

福祉と子育てプラザの融合
ワーキング

全体 ・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。

幅広い世代の人が利用し、憩い、楽し
み、交流できるスペース等を確保する
とともに、交流を生み出すイベントなど
のプログラムを実施します。

【気軽に立ち寄り集える場の提供】
特別な目的がなくても気軽に利用で
き、普段は出会わない人どうしが出会
い交流することのできるオープンなス
ペースを提供します。

ワーキング

・喫茶、軽食スペース（休憩室）がほしい。（区民
C２） 区民C

喫茶、軽食コーナーを充実してほしい。
・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。

ワーキング

・喫茶スペース
ワーキング

・休憩できる談話室や喫茶コーナーの設置
図書館

・ちょっとお茶をと友人と待ち合わせが出来るよ
うになれば。 区民C

・１階にコーヒーが飲めるスペースがほしい。
ワーキング

・コーヒー等が飲めると良い。自販機で良いか
ら。 区民C

・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）。

ワーキング

・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）

ワーキング

調理科がある、咲くやこの花高校と連携した食
堂
・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。

ワーキング

・カフェスペースを設けて障がい者の方に運営し
て頂く ワーキング

・調理スペース。カフェスペースがあれば、そこで
作って提供したりなどもできて楽しめるのではな
いか。

ワーキング

・持込はせず施設内で飲食はしていただく
ワーキング

・明るい場所、充分な採光が取れる空間が欲し
い ワーキング

・大きなエントランス
ワーキング

きれいなエントランスホール
・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
・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

ワーキング

・何でも出来るような広いロビースペース
ワーキング

・区画のない広いフリースペース
ワーキング

広く明るいエントランスの確保をめざし
ます。またエントランスの一部にオープ
ンな多目的スペースを設け、会館に来
たことをきっかけに話がはずんだり交
流できる場として提供するとともに、世
代間交流イベントやミニコンサート、ミ
ニサロンや作品展などに利用できるよ
うにします。
簡単な飲食ができるカフェスペース
は、このオープンな多目的スペースの
近くに設ける方向で検討します。

【気軽に立ち寄り集える場の提供】
○自由に利用できるカフェ・スペース
・簡単な飲食ができるカフェ・スペース
を設け、多様な世代が自由に利用でき
るようにすることで、学校や職場などと
は違う区民の居場所をつくります。

【気軽に立ち寄り集える場の提供】
○自由に利用できるカフェ・スペース
・簡単な飲食ができるカフェ・スペース
を設け、多様な世代が自由に利用でき
るようにすることで、学校や職場などと
は違う区民の居場所をつくります。
○オープンな多目的スペース
・自主的なサークルの茶話会や、講座
や教室等で意気投合した人どうしが話
し合いに利用できるようなスペースを
設け、区民どうしのコミュニケーション
の場を提供します。
・会館に来たことをきっかけに、話がは
ずんだり交流できる場を提供します。
・講座・教室の個人練習や放課後の自
習など、利用者が思い思いの目的にも
使えるようにします。
・ミニコンサートや作品展示など、区民
の活動の発表の場としても活用しま
す。

Ⅲ－２－１
【気軽に立
ち寄り集え
る場の提
供】

カフェ・
スペー
ス

オープ
ンな多
目的ス
ペース

簡単な飲食ができるカフェスペースを
エントランスの一部のオープンな多目
的スペースの近くに設ける方向で検討
しますが、「食堂」のような大規模な飲
食スペースにはならないと考えていま
す。
食事を有償で提供するために必要な
要件が満たされれば障がい者団体や
高齢者グループ等にその運営主体と
なっていただけるよう検討します。
運営主体がいない場合はいすやテー
ブル、自動販売機を置く程度のものに
なります。
なお、カフェスペースでの物販（障がい
者団体や高校と連携して高校生が開
発したもの）についても一定の要件が
満たされれば可能と考えています。
会館内での飲食の持込みのルールに
ついてはカフェスペースの状況も踏ま
え、今後検討していきます。
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・ロビーなどで自由に使える、もしくは憩えるス
ペースを増やして欲しい（区民C40、老福ＣＣ56、
子プラ24、図書館46）

アンケート

・誰でも自由に使うことができるロビースペース
ワーキング

・気軽に憩えるスペースの設置（区民C34、老福
ＣＣ59、子プラ38、図書館37） アンケート

・全体的に交流を目的としたスペースを置く
ワーキング

・エントランスで定期演奏会をしたい。
ワーキング

・エントランスで定期演奏ができるスペース
ワーキング

交流スペースは1階に。
・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。

ワーキング

・通りすがりの社会人とイベントに参加した乳児
（親子）が一緒に遊べる、同じ場所にいられるよ
うにする

ワーキング

・福祉イベントを開催する社会人と駅を利用しに
きた障がい者がロビーで一休みしながら交流す
る

ワーキング

・大阪を楽しみにきた観光客と会館を利用するお
父さん・お母さんが駅前の居酒屋で交流する（魅
力を紹介できる）きっかけをつくる ワーキング

・駅を利用しに来た観光客とお茶を飲みに来た
高齢者が地元のおもしろスポットで話が進む ワーキング

・お茶を飲みに来たお父さんとサークル活動に
来た大学生が政治の話をする ワーキング

・イベントや講座を開催する医者と帰りがけの乳
児（親子）が図書館館での話し合いで医者を目
指す機会を得る

ワーキング

・トイレに来た医者と自習室を利用しに来た小・
中学生が将来について交流する ワーキング

・通りすがりの社会人（無職も含む）と通りすがり
の小・中学生が人生の先輩としてさまざまな話を
する

ワーキング

・悩みを抱える社会人とお茶を飲みにきた障が
い者が互いに助けになることを話す ワーキング

・ボランティアに来た社会人とボランティアに来た
大学生がボランティアのあり方やボランティアの
育成について交流する

ワーキング

・イベントや講座を開催する社会人とイベントに
参加しにきた大学生、小・中学生がイベントを通
じて交流を深める。
・自習に来た中高生と教えに来た大学生が月に
一度寺子屋で情報交換

ワーキング

・イベントに参加しに来た観光客と駅を利用しに
来た観光客が開催しているたくさんのイベントに
思わず興味を持ち交流する ワーキング

【エントランスを中心とした共用空間】
・ エントランスをはじめ共用スペース
で・・・他の目的で施設に立ち寄った方
でもこれらの空間での活動の様子が
わかるようなオープンな仕様をめざし
ます。
・ 広く明るいエントランスの確保をめざ
すとともに、共用空間において簡単な
飲食のできるカフェスペースの設置を
検討します。
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エントランス部分をギャラリーや交流スペースに
する。
・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。
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。

ワーキング

・音楽イベントで、人を集めたい。
ワーキング

・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。 ワーキング

談話室をフリースペースとして活用
・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。

ワーキング

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）
・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。

ワーキング

 （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 ワーキング

地域の活動の発表の場としてのホール
ワーキング

講演会ができるような場所としてのホール
ワーキング

興行的な使い方（文楽や演劇など）ができる場
所としてのホール ワーキング

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。
・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
・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

ワーキング

・コーラスの発表会ができるホールがほしい。
区民C

・利用率の高いホール
ワーキング

ホールをフルに使いたい。
・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

ワーキング

・発表会などが出来る使いやすい音楽ホールが
欲しい。 ワーキング

・音楽ホールなど集客できるスペース
ワーキング

・オーケストラにも対応できるように。
ワーキング

・他の地域にはとても立派なホールがあるのに、
港区にはないのでとても残念に思っていた。とて
も楽しみである。 区民C

【区民活動の支援】
○多様な目的に対応できる部屋・設備
・演劇やコンサートのほか、講演会や
大規模なセミナー、展示会、発表会、
フリーマーケットなど、若年層をはじめ
幅広い世代の人たちが区内外から集
まる、多様な使用ができる柔軟性の高
いホールを設けます。

【多目的ホール】
・ 一部ロールバック式（※座席が収納
可能となる形態）４００席程度（ロール
バック席収納時の平土間面積は現区
民ホールと同規模程度を確保）を基本
とした多目的ホールを整備します。

ホールⅢ－２－２
【区民活動
の支援】

ホールは、現区民センターと同規模
（一部ロールバック式４００席程度）の
多目的ホールを1か所、整備する予定
です。
特定の目的に限定したホールとしない
ことで、利用率の高いホールをめざし
ます。
そのため音楽専用のホールとして整
備することは難しいですが、多目的利
用を阻害しない範囲で可能な限り音響
にも配慮した仕様に努めます。
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章番号 分類 意見内容 意見に対する考え方 基本構想案での関連記載 属性

・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。

さまざまな団体やグループ、個人が交
流し新たな活動が展開されるよう、区
内外を問わず参加していただける場を
提供します。

ワーキング

・ホールの設備を充実して欲しい（区民C14、老
福ＣＣ13、子プラ10） アンケート

・ホールには防音機能は重要である。
ワーキング

・音響舞台を作ってほしい
区民C

・音響設備を充実させてほしい。（区民Ｃ　６）
区民C

音楽設備の充実
・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？

ワーキング

・ピアノ、オルガンがあるとよい
区民C

舞台そでに簡易な音響操作機器が欲しい
・ホールを作るなら発表会等に必要である。
・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。

ワーキング

会議室 ・もう少し大きな部屋があるとよい（区民C24、老
福ＣＣ96、子プラ14） アンケート

・もう少し小さい部屋があるといい（区民C7、老
福ＣＣ29、子プラ1） アンケート

色々な大きさの部屋、可動壁の使用
・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

ワーキング

いろいろな規模の勉強会ができるようにしたい。
ワーキング

・小会議室を多めにして稼働率を上げる
ワーキング

・新しいサークルや講座などが行えるよう部屋数
が多いとよい（老福ＣＣ36） 老福ＣＣ

・会議室の室数を増やしてほしい。
区民C

・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 ワーキング

・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。

ワーキング

・会議室は可動式の壁とする。

ワーキング

軽運動
室

ダンスが出来る場所が欲しい。
・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

ワーキング

講座やセミナー、打ち合わせなど、多
様な目的に対応できるよう、大小様々
な規模の部屋を設置します。

ホールには防音設備を整備します。
ホールの音響設備等については、現
在の区民ホール以上のものを前提
に、予算の範囲内で最大限設置でき
るよう努めます。

大きな部屋には、分割して利用ができ
るよう、間仕切りの設置を検討します。

子どもたちが利用する「つどいの広場」
のものとは別に振動や音に配慮した
仕様の軽運動室を確保する予定で
す。
鏡張りの壁や放送設備など、部屋の
仕様については、予算等を踏まえて確
保できるよう努めます。

【区民活動の支援】
○多様な目的に対応できる部屋・設備
・そのほか、軽運動室や調理スペース
など、区民のニーズの高い部屋やス
ペースを設けます。
・これらの部屋やスペースには、防音
や音響など、それぞれの用途に合った

【区民活動の支援】
○多様な目的に対応できる部屋・設備
・演劇やコンサートのほか、講演会や
大規模なセミナー、展示会、発表会、
フリーマーケットなど、若年層をはじめ
幅広い世代の人たちが区内外から集
まる、多様な使用ができる柔軟性の高
いホールを設けます。

・これらの部屋やスペースには、防音
や音響など、それぞれの用途に合った
設備や備品を備えます。

【区民活動の支援】
○多様な目的に対応できる部屋・設備
・講座やセミナー、打ち合わせ等に使
える会議室を設けます。大きさの違う
会議室を配置するほか、パーテーショ
ンで区切るなどの工夫を行い、さまざ
まな用途に柔軟に対応できるようにし
ます。

【会議室・講習室・サークル室】
・ 大規模な部屋には分割して利用が
可能となるよう間仕切りの設置を検討
します。

【区民活動の支援】
○多様な目的に対応できる部屋・設備
・講座やセミナー、打ち合わせ等に使
える会議室を設けます。大きさの違う
会議室を配置するほか、パーテーショ
ンで区切るなどの工夫を行い、さまざ
まな用途に柔軟に対応できるようにし
ます。

【会議室・講習室・サークル室】
・ 多様なニーズに対応できる大小
様々な規模の部屋を整備します。

ホール
の設備

会議室
の設備
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・ダンスの練習スペース。
ワーキング

・運動できる部屋がほしい。
区民C

・コンクリート床だとひざ関節を痛め易いので、床
面にしてほしい。 区民C

防音設備
・ダンス等大きい音が出せない為。
・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
・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）

ワーキング

・遮音性能の徹底
ワーキング

・防音設備
ワーキング

調理ス
ペース

キッチン
・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

ワーキング

・20名ぐらいで使える調理室
ワーキング

・(親子)料理教室が出来るスペース
ワーキング

・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。 ワーキング

厨房スペース
・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。
・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。

ワーキング

キッチン機能を備えた調理スペースを
確保する予定ですが、料理教室や調
理実習等が可能な、全面調理台タイ
プ、壁面調理台タイプのいずれを導入
するかについて、他施設での利用状
況を踏まえながら検討します。

設備や備品を備えます。

【軽運動室（多目的室）】
・ 軽運動などをはじめとした多目的利
用が可能で、多様なニーズに対応でき
る大小様々な規模の部屋を整備しま
す。
・ 防音性能を備え、外からも何をして
いるか見えるような仕様を検討しま
す。

【区民活動の支援】
○多様な目的に対応できる部屋・設備
・そのほか、軽運動室や調理スペース
など、区民のニーズの高い部屋やス
ペースを設けます

【調理スペース】
・ 料理教室や料理を教えあったり一緒
に作ったりすることなどで世代間交流
が行えるような、キッチン機能など水
回りを備えた部屋を整備します。
・ 全面調理台タイプ、壁面調理台タイ
プのいずれを導入するかについて、他
施設での利用状況を踏まえながら検
討します。
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章番号 分類 意見内容 意見に対する考え方 基本構想案での関連記載 属性

・部屋の備品を整えて欲しい（区民C17）
区民C

・机に車輪が付いていると移動しやすい。
区民C

・鏡が１室に２台あるとよい。
区民C

・部屋の鏡を一面、端から端までに
区民C

プロジェクターなどの設備
・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、、、、。

ワーキング

・録画設備があるとよい。
区民C

空間 中が見えるように部屋の壁をガラスに
・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）
・乳幼児が保育される室（は中が見えるように部
屋の壁をガラスにするとよい）
・小学生児童が常時出入りする室（は中が見え
るように部屋の壁をガラスにするとよい）

ワーキング

となりの活動がわかる（見える）透過性の高い室
・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。

ワーキング

・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。

ワーキング

発表・
展示

・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。 ワーキング

・展示会場として使いたい。

ワーキング

オーク200との連動イベントがしたい。
・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
・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

オーク２００や地下鉄弁天町駅など近
隣施設との間で情報発信やイベント面
での連携を強化します。

― ワーキング

備品については、想定される諸室の用
途と予算を踏まえて検討します。

部屋の仕様（ガラス張り、低めの壁、
絨毯敷き）については、運営上の観点
から（とりわけ安全面）今後検討してい
きます。

【区民活動の支援】
○市民の活動や交流を誘発する空間
・中で何をやっているのかが分かりや
すい部屋やオープンスペースを設ける
など、来館者が興味を持ち、活動への
新たな参加が生まれるような工夫をし
ます。

ホールや会議室において講座や教室
の発表会ができるとともに、小さな作
品展やミニコンサート等が行えるオー
プンなスペースを設けます。

【区民活動の支援】
○多様な目的に対応できる部屋・設備
・演劇やコンサートのほか、講演会や
大規模なセミナー、展示会、発表会、
フリーマーケットなど、若年層をはじめ
幅広い世代の人たちが区内外から集
まる、多様な使用ができる柔軟性の高
いホールを設けます。
・講座やセミナー、打ち合わせ等に使
える会議室を設けます。大きさの違う
会議室を配置するほか、パーテーショ
ンで区切るなどの工夫を行い、さまざ
まな用途に柔軟に対応できるようにし
ます。
・そのほか、軽運動室や調理スペース
など、区民のニーズの高い部屋やス
ペースを設けます。
・これらの部屋やスペースには、防音
や音響など、それぞれの用途に合った
設備や備品を備えます。

【区民活動の支援】
○区民活動の発表の場
・ホールや会議室において講座や教
室の発表会ができるとともに、小さな
作品展やミニコンサート等が行える
オープンなスペースを設けます。

各部
屋・ス
ペース
の備品
等
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・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。

ワーキング

・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。 ワーキング

・講習会を充実させてほしい。
ワーキング

・子育てや高齢者向けの講座やイベントなどの
充実（区民C21、老福ＣＣ36、子プラ35、図書館
34）

アンケート

・もっと若い人が増えるレッスンを増やしてほし
い。 区民C

・図書館館と連携した講座やイベントなどの実
施・充実（区民C21、老福ＣＣ47、子プラ51、図書
館37）

アンケート

・隣接して建設される病院と連携した講座やイベ
ントなどの実施・充実（区民C21、老福ＣＣ53、子
プラ31、図書館20） アンケート

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。
・高齢者向けの健康セミナー等の実施 ワーキング

・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。 ワーキング

・駅を利用しに来た大学生、高校生とイベンント
や講座を開催する医者が会議室やホールで健
康や栄養学について交流する ワーキング

・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。 ワーキング

・親子料理教室などの講座を実施する。
ワーキング

三世代で利用できる施設にしたい。
・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 ワーキング

・他にはないここにしかない食べ物や飲み物を
作る ワーキング

サーク
ル活動

・サークル活動などを充実させてほしい。
ワーキング

・運動するサークルがほしい
老福ＣＣ

・麻雀クラブを作って下さい
老福ＣＣ

・みんなで歌を歌いたい。
ワーキング

・区民センターの卓球台は現状の10台を確保し
てほしい。 ワーキング

・障がい者のアート集団を作る（現在ＮＰＯであ
り、仕事を得ています） ワーキング

その他 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
・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

基本的に事業は会館において実施し
ますが、老人憩いの家の運営委員会
が行う企画等への助言や支援（活動
グループや講師の紹介など）を行うこ
とは可能と考えています。

― ワーキング

現在行っている教室や講座について
は、効果を検証し、効果の高いものに
ついては引き続き実施します。
また、病院や図書館のほか、さまざま
な活動団体・グループと連携したり、料
理など関心の高いテーマを取り上げる
など区民のニーズを十分に把握し、幅
広い年齢層の方に楽しんでいただけ
る新たな事業について検討し実施しま
す。
また、区民や区内のグループが自主
的に行う活動を側面から支援します。

【区民活動の支援】
○区民のサークル活動などの支援
・同じ思いの区民どうしを結びつけた
り、サークルづくりのノウハウを教える
ことで、新たな活動が生まれる後押し
をします。
・区内の活動団体やグループの活動
がより充実されるよう、活動団体の運
営や活動について必要な支援を行い
ます。

【区民活動の支援】
○区民のさまざまな学びの支援
・語学やダンス、アートなど各種教室
や、区民のニーズや関心の高い講
座、セミナーなどを開催するほか、そ
れらの成果を発表する機会を提供しま
す。
・図書館や病院等と連携して、講演会
や健康セミナーの実施など、さまざま
な学びの機会をつくります。

講座・
イベン
ト
・生涯
学習

同じ思いの区民どうしを結びつけた
り、サークルづくりのノウハウを教える
ことで、新たな活動が生まれる後押し
をします。
区内の活動団体やグループの活動が
より充実されるよう、活動団体の運営
や活動について必要な支援を行いま
す。
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章番号 分類 意見内容 意見に対する考え方 基本構想案での関連記載 属性

全体 ・幅広い世代が活動・交流できる講座やイベント
などの充実（区民C39、老福ＣＣ76、子プラ35、図
書館43）

以下のように、幅広い世代が交流でき
る講座やイベントなどのプログラムや
場の提供を行います。

【区民の交流の促進】
区民がそれぞれ持つ特技や経験を活
かして他の区民と交流したり相互にサ
ポートすることで、生きがいづくりやス
キルの更なるアップにつなげます。ま
た、それぞれの趣味や活動を他の人と
共有することで得た喜びがさらなる交
流の展開につながるよう促します。

アンケート

・乳幼児と高齢者のふれあいの機会をつくって
ほしい。 ワーキング

・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。 ワーキング

・お年寄りと子どもがコミュニケーションをとり、交
流できるとよい。（折り紙を教えてあげるなど） 子プラ

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。
・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。

ワーキング

・イベントに参加しにきた親子とお茶を飲みにき
た高齢者が囲碁や将棋、昔あそびを教える等

ワーキング

・図書館館やあそびの広場に来た小中学生とお
茶を飲みにきた高齢者が囲碁や将棋、昔遊び、
おもちゃ作りを一緒にする ワーキング

・集いの広場に来た幼児とイベントに参加しにき
た高齢者が簡単な盆踊りやお囃子講座を通じて
交流する

ワーキング

・昔あそびや高齢者しか出来ないイベントを行う
ワーキング

・料理等を通した交流がしたい。
ワーキング

・イベントや講座を開催する高齢者と講座を受け
にきた親子が料理を教える ワーキング

・お茶を飲みにきた高齢者と集いの広場に来た
お母さんが料理を通じて交流する
・ボランティアで来た高齢者と帰りがけの社会人
が食事を通して交流する
・育児サークルなどのイベントに参加しにきた乳
児（親子）とサークル活動に来た高齢者が調理
スペースなどで一緒におやつをつくる

ワーキング

・本を借り（読み）に来た小・中学生とイベントや
講座を開催する高齢者が昔ながらの料理や昔
あそびを通じて交流する ワーキング

・講座を受けに来た高齢者とイベントに参加しに
きた親子が講座で調理した料理をふるまう（安
く）

ワーキング

・遊びの広場に来た幼児とボランティアにいた障
がい者が調理室でお菓子づくりで交流する

ワーキング

・駅を利用しに来た乳児（親子）とサークル活動
に来た高齢者がカフェor食堂で食育を通して交
流する

ワーキング

・昇陽高校、さくやこの花高校学生と港区住民が
ケーキ販売などを通じてカフェスペースで交流す
る

ワーキング

Ⅲ－２－３
【区民の交
流の促進】

高齢者と親子との交流をはじめ、幅広
い世代が料理や食を通じて交流できる
プログラムや場の提供を行います。

世代間
交流

食・料
理を通
じた交
流

【区民の交流の促進】
○世代間交流の機会の提供
・料理を教えあったり一緒に作ったりす
るなど、幅広い世代に関心の高いテー
マを設定し、交流する機会をつくりま
す。

【区民の交流の促進】
○世代間交流の機会の提供
・高齢者と子どもたちが、昔あそびや
おもちゃづくり、読み聞かせ、囲碁や将
棋などを通じてふれ合う機会をつくりま
す。

【高齢者の生きがい・健康づくりへの支
援】
○高齢者の能力や経験を活かした活
躍の場の提供
・子どもに昔あそびや囲碁を教えたり、
若いお母さんに料理をレクチャーする
など、高齢者が個人の能力や経験を
活かせる機会を提供することで、社会
参加を応援します。

高齢者と子どもとの交流を目的に、昔
あそびやおもちゃづくり、読み聞かせ、
囲碁や将棋などのプログラムや場の
提供を行います。
交流プログラムの実施にあたっては、
高齢者を対象にボランティアを募集
し、ボランティアの発掘・育成を行いま
す。
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章番号 分類 意見内容 意見に対する考え方 基本構想案での関連記載 属性

・ボランティアに来た社会人と帰りがけの大学
生、小・中学生が卓球教室で交流をしてみんな
仲良くする

ワーキング

・通りすがりの社会人と駅を利用しに来た小・中
学生、高齢者が卓球をする ワーキング

・ボランティアに来た高齢者と遊びの広場に来た
子どもが小ホールで卓球を通じて交流する ワーキング

・小中学生のお父さんが乳児のお父さんに育児
についてレクチャーする ワーキング

・イベントに参加しに来たお父さんが講座を受け
にきた大学生に70’s,80’sのロックレコードを教
える

ワーキング

・駅を利用しにきた社会人(誰でも)と遊びの広場
に来た学生(誰でも)がお芝居を作って交流する ワーキング

・他人同士で絵本を読みあいたい。
ワーキング

・入院している乳児（親子）と遊びの広場に来た
親子が絵本を読み合う ワーキング

・集いの広場帰りの親子と病院帰りの高齢者が
図書館館で本を紹介しあう ワーキング

・サークル活動に来た高齢者と本を借りにきた小
学生がカフェスペースで読み聞かせや人形劇を
通じて交流する ワーキング

・入院している幼児、乳児(親子）と本を借り(読
み）にきた高齢者が読みきかせ
・入院している幼児、乳児(親子）とボランティア
に来た高齢者が読みきかせ

ワーキング

・遊びの広場に来た幼児とボランティアにいた障
がい者が図書館館で読み聞かせで交流する

ワーキング

・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。 ワーキング

・外国人観光客を取り込む何らかの施設
ワーキング

・港区に住んでいる又は働いている外国人と会
館に遊びにきた老若男女がお互いの国の文化
を紹介したり、言葉を教え合ったりして交流する ワーキング

・お茶を飲みに来た外国人と集いの広場に来た
親子が談話スペースや展示スペースでお互いの
文化について交流する

ワーキング

・ぶらっと来た観光客（外国人）と自習室に勉強
しに来た小・中学生が英会話を通じてエクスチェ
ンジ、異文化を学び合う

ワーキング

・お茶を飲みに来た医者と集いの広場に来た外
国人が図書館室でマンガの本を読みながら交流
する

ワーキング

・通りすがりの外国人と本を借り（読み）に来た親
子がわらべ歌を教え合う ワーキング

・文化やアートの交流施設
ワーキング

・お茶を飲みにきたお父さん・お母さんが観光客
に我が港区の資料館紹介をする ワーキング

・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。

ワーキング

・サークル活動に来た小中学生とお茶を飲みに
きた高齢者がパソコンを教え合う ワーキング

スポー
ツを通
じた交
流

音楽・
歴史な
どを通
じた交
流

本・絵
本を通
じた交
流

異文化
交流

その他
の交流

【区民の交流の促進】
○気軽に参加できる交流サロン
・音楽や歴史などの知識や育児などの
経験を活かして区民が講師となってレ
クチャーを行ったり、本を紹介し合った
りするなど、参加者どうしが共通の趣
味や話題について語り合える場を提
供します。

【区民の交流の促進】
○気軽に参加できる交流サロン
・音楽や歴史などの知識や育児などの
経験を活かして区民が講師となってレ
クチャーを行ったり、本を紹介し合った
りするなど、参加者どうしが共通の趣
味や話題について語り合える場を提
供します。

【区民の交流の促進】
○世代間交流の機会の提供
・卓球のように気軽に楽しめるスポー
ツを通じて、幅広い世代が交流できる
機会を提供します。

上記のほかにも、さまざまな交流が生
まれるよう、プログラムや場の提供を
行います。

―

【区民の交流の促進】
○気軽に参加できる交流サロン
・外国人と区民が異なる文化や言語を
通じて交流する機会などを提供しま
す。

幅広い世代が卓球などの手軽なス
ポーツを通じて交流できるプログラム
や場の提供を行います。

高齢者と子どもとの交流をはじめ幅広
い世代が絵本や本を通じて交流できる
プログラムや場の提供を行います。

音楽や歴史などの知識や育児などの
経験を活かして区民が講師となってレ
クチャーを行ったり、参加者どうしが共
通の趣味や話題について語り合える
サロンなどのプログラムを提供しま
す。

外国人と区民（市民）との交流を目的
に、異なる文化や言語についての体
験プログラムや交流サロンなどを行い
ます。
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章番号 分類 意見内容 意見に対する考え方 基本構想案での関連記載 属性

・それぞれの活動を結びつけるコーディネーター
の導入。 ワーキング

・他の活動団体と交流できる会議やイベントなど
の実施（区民C18、老福ＣＣ27、子プラ16、図書
館6） アンケート

・毎日利用できるとよい。
子プラ

・水曜日に３歳以上の子どもが使えるとよい。
（幼稚園が昼までであるため） 子プラ

・軽運動室の利用日や時間をもっと増やして欲し
い（子プラ30）

子プラ

・０歳児用のスペースを作ってほしい。
子プラ

・０歳児の時間等を作ってほしい。
子プラ

・年齢の違う子どもが分かれて遊べるとよい（子
プラ30） 子プラ

・子ども（兄弟・姉妹）の年齢に差があっても一緒
につれて来られるとよい。 子プラ

・子育てプラザの広い子どもの遊べる場所
ワーキング

・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。 ワーキング

・子どもが絵本をたのしめるスペース（少し騒い
でもよい） 子プラ

・子どもが少ししゃべっても「静かに」と言わずに
いられる個別のスペースがほしい 図書館

子育てに関する施設との間に防音対策は必要。
ワーキング

防音設備
・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。

ワーキング

・お母さんどうしが話できる機会があればうれし
い。 子プラ

・西区、大正区の様な軽運動室になればうれし
い。 子プラ

・授乳スペース
ワーキング

・授乳スペースの充実
ワーキング

・授乳室やキッズルームが欲しい（図書館12）
図書館

・授乳、おむつ替えに利用できる独立した部屋が
ほしい。（子プラ５） 子プラ

・授乳室の空調が整っているとうれしい。
子プラ

・授乳室にミルクをつくるお湯があるとよい。
子プラ

活動の
コー
ディ
ネート

つどい
の広
場・軽
運動室

授乳室

Ⅲ－３－１
【子育ち・子
育てへの支
援】

【区民の交流の促進】
○区民の活動のコーディネート
・区内のさまざまな活動団体やグルー
プどうしの出会いの場を提供したり、
活動をマッチングすることで、新たな活
動の展開につなげます。

【子育ち・子育てへの支援】
・授乳室をはじめ衛生面やプライバ
シーに配慮した子育て中の親子専用
の部屋やスペースを確保します。

【専用スペース】
・ 子育て中の親子のプライバシーに配
慮した授乳室、高齢者がいつ来ても気
軽に利用できる娯楽スペースを整備し
ます。

【子育ち・子育てへの支援】
・現在、多くの事業が行われている「子
ども・子育てプラザ」の軽運動室は、利
用者の満足度が高いスペースになっ
ています。周りを気にせず、子どもたち
が自由に遊べるよう、現在と同等以上
の軽運動室を確保します。

・就学前の子どもとその保護者が一緒
にのびのびと自由に遊び、遊びを通し
て新たな出会いや発見できる場、子育
てに関して不安や悩みを抱えている保
護者どうしが気軽におしゃべりしたり情
報交換できる場をつくります。
運営にあたっては、利用日数が増え
る、年齢の少し離れた兄弟で利用がで
きるなど、みんなが利用しやすい、利
用したくなる運営方法を検討します。

【軽運動室（多目的室）】
・ 防音性能を備え、外からも何をして
いるか見えるような仕様を検討しま
す。

現在の子ども子育てプラザの「つどい
の広場」を基本としつつ、現在の軽運
動室と同等以上の大きさのスペースを
確保し、安全面を確保しながら、さまざ
まな年齢の子どもが毎日利用でき、保
護者どうしが広く交流できるよう検討し
ます。
また、他の施設利用者を気にせず利
用できるよう、防音対策を行います。

区内のさまざまな活動団体やグルー
プどうしの出会いの場を提供したり、
活動をマッチングすることで、新たな活
動の展開につなげます。

授乳スペースを確保し、必要な設備を
整えます。
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章番号 分類 意見内容 意見に対する考え方 基本構想案での関連記載 属性

・誰でも使えるスペースがほしいが、子育てプラ
ザのつどいの広場との違いを明確にしてほしい
（飲食ができるルールなど）。 子プラ

・子育てサークルで集うことのできるもう少し大き
な部屋があるといい（子プラ13）

子プラ

・託児を高齢者で行う
ワーキング

・一時保育をしながら保護者を対象としたイベン
トの実施 子プラ

・安めの一時保育（児童にかぎらず）（子プラ３）
子プラ

・託児所
ワーキング

託児所、一時預りスペース
・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
・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

ワーキング

・子ども（小学生）が参加できる講座・イベント（子
プラ３） 子プラ

・夏休み中に遊ばせておける季節のイベント（子
プラ２） 子プラ

・兄弟がいる家族が参加できるイベント
子プラ

・音楽を子どもと一緒に楽しみたい。
ワーキング

・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。

ワーキング

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。
・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

ワーキング

・絵本の読み聞かせがしたい。
ワーキング

・乳幼児のための読み聞かせを充実してほし
い。 ワーキング

・乳幼児の読み聞かせスペース
ワーキング

・子ども歳に合った読み聞かせの実施
子プラ

・ブックスタートの充実
子プラ

・成長記録のサービス
子プラ

・支援センターの機能も入れて欲しい。
子プラ

・保健福祉センターの出張所を（健康診断）
子プラ

絵本の
読み聞
かせな
ど

自主的
な子育
て活動

保育

イベン
ト

【子育ち・子育てへの支援】
・子育て支援に関わるボランティア人
材を育成します。

【子育ち・子育てへの支援】
○子育て中の親子の支援
・子育て家庭を対象とした子育て支援
講座、講演会やセミナーを開催し、子
育てに関する必要な知識・ノウハウを
学べる場とします。
・子育て支援団体・グループや図書館
等と連携し、絵本の読み聞かせをはじ
め、子どもはもちろん、親子や幅広い
世代で楽しめるプログラムを提供しま
す。

【子育ち・子育てへの支援】
○目的に応じすみ分けされた部屋の
構成
・・・一方、施設利用者どうしの交流の
機会が増えるよう、講座やサークル活
動等については、共用の部屋やス
ペースの利用を基本とします。

○自主的な子育て活動の支援、ボラ
ンティア人材の育成
・子育てサークルの立ち上げや活動へ
の助言・支援を行い、子育てサークル
やサロンの活動を支援します。

「つどいの広場」以外の活動の場につ
いては、施設利用者どうしの交流の機
会が増えるよう、講座やサークル活動
等については、共用の部屋やスペー
スを利用していただきたいと考えてい
ます（無料で利用）。
飲食のルールについては今後検討し
ていきます。

高齢者に限らず、会館で行うイベント
などの一時保育に協力してもらえるボ
ランティアの発掘・育成を進めます。
なお託児所（保育所）を会館に導入す
る予定はありません。

子育て支援団体・グループや図書館
等と連携し、絵本の読み聞かせをはじ
め、子どもはもちろん、親子や幅広い
世代で楽しめるプログラムを提供しま
す。

絵本の読み聞かせやブックスタート、
成長記録のサービスなど、現在子ども
子育てプラザで行っているサービスに
ついては引き続き実施します。
また、より効果的な子育て支援サービ
スについて今後検討していきます。
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・カフェスペースがあるとよい。（子プラ３）
子プラ

・時間に限らず飲食できるスペースがあるとうれ
しい。

子プラ

・食事スペースにイスがあったり、使いやすけれ
ばよい。

子プラ

・子どもと一緒に飲食できるスペースがあるとよ
い。 子プラ

・予約制で食べ物の持ち込みができるスペース
があるとよい。母親同士の集まり等に使用した
い。

子プラ

・大人数でお母さんが集まって持ち込みでパー
ティーができるレンタルスペース 子プラ

子どもと来ても楽しめるように、施設を充実して
ほしい。
・読み聴かせ用の図書館
・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

ワーキング

・海遊館やUSJはお金がかかり、年齢が違って
いても内容が一緒である。遊べる雰囲気があま
りない。港区内で安全に遊ばせることができると
よい。堺市にはキッズランド付きビッグバンなど
子ども向けの施設もあり、参考になるのではな
いか。

子プラ

・子ども用のトイレを設置してほしい。（子プラ２）
子プラ

・軽運動室とトイレが近ければありがたい。（トイ
レトレーニングの機会になる）（子プラ３） 子プラ

・中高生の自習ができるスペースがあるとよい。
ワーキング

・中高生が学習に使える部屋がほしい。
子プラ

・学習スペースなどがあると、中高生なども使い
やすい。そこで、大学生などから色々と教わるこ
ともできると面白い。 ワーキング

・区内に学生が学習できるスペースがないため、
学力向上のために学習スペースをつくってほし
い。そこで、学生ボランティアさんが教えてくれる
と尚、うれしい。 子プラ

・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。 ワーキング

・ボランティアできた大学生が勉強などで悩む中
高生（不登校など）に何でも相談や勉強のアドバ
イスをする
・講座を受けにきた小・中学生にボランティアに
来た大学生が喫茶スペースで日頃の勉強を教
える

ワーキング

設備

飲食

中高生

【子育ち・子育てへの支援】
・子育て支援団体・グループや図書館
等と連携し、絵本の読み聞かせをはじ
め、子どもはもちろん、親子や幅広い
世代で楽しめるプログラムを提供しま
す。

・現在、多くの事業が行われている「子
ども・子育てプラザ」の軽運動室は、利
用者の満足度が高いスペースになっ
ています。周りを気にせず、子どもたち
が自由に遊べるよう、現在と同等以上
の軽運動室を確保します。

【区民活動の支援】
・そのほか、軽運動室や調理スペース
など、区民のニーズの高い部屋やス
ペースを設けます。

【気軽に立ち寄り集える場の提供】
○自由に利用できるカフェ・スペース
・簡単な飲食ができるカフェ・スペース
を設け、多様な世代が自由に利用でき
るようにすることで、学校や職場などと
は違う区民の居場所をつくります。

「つどいの広場」を実施する軽運動室
のあるフロアに子ども用トイレの設置
を検討します。

【気軽に立ち寄り集える場の提供】
・簡単な飲食ができるカフェ・スペース
を設け、多様な世代が自由に利用でき
るようにすることで、学校や職場などと
は違う区民の居場所をつくります。

―

図書館と連携した読み聞かせや親子
で楽しめるイベントなどのプログラムを
充実します。
遊具等については予算等を踏まえて
整備します。
子ども向けではありませんが、「つどい
の広場」とは別に卓球などの手軽なス
ポーツが楽しめる軽運動室を確保する
予定です。

中高生に対する学習的な機能につい
ては図書館と調整中です。
なお、オープンな多目的スペースを利
用して放課後などに子どもたちが自習
を行ったり、ボランティアが確保できれ
ば子どもたちに勉強を教えるプログラ
ムを実施することもできると考えていま
す。

飲食できるスペースとしては、共用の
カフェスペースを確保する予定です。
カフェスペース以外に飲食できるス
ペースや持込ルールについて、今後
検討していきます。

13 ページ
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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。
・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

ワーキング

・自習に来た中高生と教えに来た大学生が月に
一度寺子屋で情報交換 ワーキング

・恋の神さまをつくるなど、（中高生の）恋愛のス
ポットにする。

区民の皆さんからアイディアをいただ
き、、中高生にも親しみのある、来館し
やすい施設となるよう工夫します。

― ワーキング

・卓球やビリヤードなど自由に使える場所が欲し
い（老福ＣＣ34）

老福ＣＣ

・現在の老人センターでビリヤードを利用してい
るので、その場所を確保してほ しい。 ワーキング

・卓球練習が十分できるようにお願いします。
老福ＣＣ

・卓球台ですが歳をとっていますので出来れば
余り移動しなくても良いように（ケガのもとに）

老福ＣＣ

・囲碁、将棋、ビリヤードなど男性の老人園に
なっている。又、新規に入りにくい雰囲気がある
ので、ない方がいい。

男性高齢者のいきがいづくりにも配慮
しながら、他の利用者も気軽に立ち寄
り楽しんでいただけるよう工夫します。 老福ＣＣ

活動へ
の支援

・年二回旅行（日帰り）をしてほしい（老福ＣＣア
ンケートより）

引き続き会館に老人クラブ連合会の
職員が派遣される場合には、当団体
主催で旅行等の行事が企画実施され
ることとなります。

老福ＣＣ

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。
・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。

ワーキング

・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）

ワーキング

・食事サービスの部屋
老福ＣＣ

・厨房を作ってほしい。高齢者の食事サービスに
活用 老福ＣＣ

自由な
スペー
ス

Ⅲ－３－２
【高齢者の
生きがい・
健康づくり
への支援】

食事
サービ
ス

【高齢者の生きがい・健康づくりへの支
援】
○高齢者の生きがいづくり・健康づくり
の支援
・高齢者が生き生きと活動でき、生き
がいづくり・健康づくりにつながるよう
教養講座や、囲碁将棋、卓球大会な
どの各種イベントを充実させます。
・大阪みなと中央病院と連携して健康
に関するセミナーやイベントを開催した
り、ボランティアグループによる高齢者
向けの食事サービス活動の場を提供
するなど、介護予防や健康づくりへの
支援を強化します。

【高齢者の生きがい・健康づくりへの支
援】
○自由に使えるスペース
・サークル活動や同好会等の決まった
日に集まって行う活動以外に、何気な
く来館し、囲碁や将棋、ビリヤードをし
て楽しんだり、お茶を飲んだりできるス
ペースを確保します。
・施設利用者どうしの交流の輪が広が
るよう、卓球やサークル活動について
は共用の部屋やスペースの利用を基
本とします。

○自主的な活動への支援
・各種サークルや同好会の立ち上げ
や活動の支援、老人クラブの活動へ
の助言・支援を行い、高齢者の自主的
な活動を活性化します。

【専用スペース】
・ 子育て中の親子のプライバシーに配
慮した授乳室、高齢者がいつ来ても気
軽に利用できる娯楽スペースを整備し
ます。

キッチン機能を備えた調理スペースを
確保する予定ですので、簡単な食事
サービス程度であれば実施していただ
くことが可能です。
食事を有償で提供するために必要な
要件が満たされればカフェスペースで
の提供も可能です。

高齢者の生きがいづくり、健康づくりの
観点から何気なく来館し、囲碁や将
棋、ビリヤードをして楽しんだり、お茶
を飲んだりできるスペースを確保する
予定です。
なお、施設利用者どうしの交流の輪が
広がるよう、高齢者グループの卓球や
サークル活動については共用の部屋
やスペースを利用していただきたいと
考えています（無料で利用）。
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スキル
の活用

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

高齢者の方々に、子どもに昔あそびや
囲碁を教えたりするなど、個人の能力
や経験を活かせる機会を提供するほ
か、会館運営などにも積極的に参画し
ていただきたいと考えています・

【高齢者の生きがい・健康づくりへの支
援】
○高齢者の能力や経験を活かした活
躍の場の提供
・子どもに昔あそびや囲碁を教えたり、
若いお母さんに料理をレクチャーする
など、高齢者が個人の能力や経験を
活かせる機会を提供することで、社会
参加を応援します。

ワーキング

・災害時の拠点（自家発電機能も備える）
ワーキング

・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。 ワーキング

・地震に対する基地になる避難所or物品の備
蓄。 図書館

・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 ワーキング

病院との渡り廊下
ワーキング

病院との連絡通路があると良い。
ワーキング

・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 ワーキング

・警察や消防の協力を得て、防犯や防火のイベ
ントをする。

ワーキング

・その他、なにかを防ぐための情報やワーク
ショップなど。

ワーキング

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。
・「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。

ワーキング

・駅からふらっと立ち寄れるように、駅から接続さ
れる３階は外からも入れるようなカフェや図書館
館を設け、床の仕上げはウッドデッキとするな
ど、立ち寄りやすい雰囲気をつくる。

ワーキング

・相談スペースは気軽に寄れるように、フラッと
立ち寄れることも重要

ワーキング

Ⅲ－４
【防災・減災
の拠点】

防災

ふらっ
と立ち
寄れる

Ⅳ－１
【利用者が
使いやすい
施設運営】

【防災・減災】
○避難場所（津波避難ビル）
・区が避難場所（津波避難ビル）として
指定し、大規模な災害が発生し、又は
発生のおそれがある場合に、その危
険から逃れるための避難場所としての
機能を担います。
○大規模な災害を想定した備蓄
・大規模な災害が発生した場合、施設
利用者等がすぐに自宅に帰れないこと
が想定されます。また、市営地下鉄弁
天町駅との接続が予定され、交通機
能が停止した場合、速やかに帰宅でき
ない帰宅困難者が発生し、交流会館
へ避難することが想定されることから
避難者用の備蓄物資を配備します。
○大阪みなと中央病院との連携
・大規模な災害時の医療拠点となる病
院が隣接する立地を活かし、被災によ
るけが人等が殺到し、病院内に収容し
きれない場合の活用など災害時も円
滑な連携ができるようにします。
○港区災害対策本部及び港警察災害
対策本部の代替機能
・大規模な災害が発生し、区役所機能
が失われた場合を想定し、区災害対
策本部の代替機能を果たす役割を担
います。
・港警察署の機能が失われ、区役所
の機能も失われた場合は、港警察署
の災害対策本部を設置します。
○港区災害ボランティア活動支援セン
ターとしての機能
・市内外から区内の被災者の救援に
駆けつけるボランティアの活動を支援
する機能を検討します。
○防災訓練の実施
・大規模な災害を想定し、区及び大阪
みなと中央病院と連携した防災訓練を
実施します。

【利用者が使いやすい施設運営】
（仮）交流会館は、「区民センター」「老
人福祉センター」「子ども・子育てプラ
ザ」や「港図書館」の施設利用者が訪
れるだけでなく、弁天町駅に隣接する
などにより、さまざまな立場や年代の
人が利用する機会が増えることが想
定されます。
施設を利用するさまざまな人々にとっ
て、利用したい、訪れたいと思ってもら
えるような使いやすい施設運営を行っ
ていきます。

○ふらっと立ち寄れる仕掛けづくり
・駅や商業施設、病院と隣接した施設
として、２-1で掲げる気軽に立ち寄れ
る空間構成とするとともに、さまざまな
人が集まるようなプログラムや情報発
信などを行っていきます。

防災拠点として、津波避難ビルとして
の役割を果たすとともに、物資等の備
蓄を行い災害時には備蓄物資を配布
します（病院との接続については今後
協議していきます）。
また、区役所や警察署の災害対策本
部代替機能や病院との連携による災
害時医療等の機能を果たします。
これらの機能を果たすため、非常用発
電機能を確保する予定です。
ヘリポートについては、関係法令等を
踏まえながら、必要性や費用対効果な
ども勘案し、屋上の有効活用も含め可
能であれば導入します。
平時には、関係機関と連携して防災や
防犯をテーマとした講座やイベントな
ども実施します。

より多くの区民の方々に利用していた
だけるよう、気軽に立ち寄れる空間構
成（駅との接続のほか、誰でも利用で
きるカフェスペースやオープンな多目
的スペースの提供など）とするととも
に、会館でのイベントや活動、区内の
催事などさまざまな情報の提供を行い
ます。
設備については予算や受益者負担の
あり方等を踏まえ検討します。
施設内の部屋の配置については、今
後実施していく設計段階において、建
築基準法をはじめとする関係法令や
建設コスト等を踏まえながら検討しま
す。
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・現在の使い勝手は悪くない。利用者のマナーも
良いので気持ちよく使えている。（移転後も）気
持ちよく過ごせる施設になれば。

子プラ

・今迄自由に使用させて頂きました。今迄以上に
有意義な生活を送るために楽しく使用できる会
館を望みます。 老福ＣＣ

・気がるに利用できる物を作って下さい
老福ＣＣ

・駅から近いメリットを生かして高齢者や障がい
者も使いやすい施設にしてほしい ワーキング

・セキュリティはしっかりとした上、観光客や地元
の人への使用しやすい空間を作る ワーキング

・交流会館で実施される様々な取り組みに関す
る情報がより入手できるとよい（区民C9、老福Ｃ
Ｃ15、子プラ25、図書館12） アンケート

・館内の催しをもっと宣伝して欲しい(宣伝力が足
りないと集客減） ワーキング

・公開のホールイベントの告知等（民間企画含
む） 図書館

地下鉄の連絡通路のところに告知スペースがあ
ると、通りがかりの人への情報発信ができるの
ではないか。 ワーキング

・誰でもいつでも入れる施設というのは不安な面
もある。開館時間は決めておいた方が良い ワーキング

・開館日、閉館時間を改善して欲しい（区民C6、
老福ＣＣ13、子プラ27、図書館15） アンケート

・利用時間をもっと長くしてほしい
図書館

出勤前に立ちよりたい。
・朝カフェが7時から営業している ワーキング

・施設の使い方を説明するコンシェルジュ(案内
人)の配置 ワーキング

・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。

ワーキング

・予約制になるとよい（老福ＣＣ7、子プラ0）
老福ＣＣ

・予約がしやすくなるとよい（区民C27）
区民C

・予約体制、社会人も予約しやすくすべき
ワーキング

使用する際の手続を簡素化してほしい。
・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。

ワーキング

使いやすいように利用時間を、細かく設定
・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。
・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

ワーキング

・利用時間の区分がもう少し短いとよい（区民
C2） アンケート

会館情
報の発
信

利用時
間区分

案内機
能

開館時
間

予約シ
ステム

【利用者が使いやすい施設運営】
○利用しやすい施設の運営
・区民をはじめ、港区で働く人や訪れ
る人など、さまざまな人が利用する施
設として、開館時間やわかりやすい案
内誘導など、来館者のニーズにあわ
せた運営面での工夫について検討し
ます。

【利用者が使いやすい施設運営】
○利用しやすい施設の運営
・区民をはじめ、港区で働く人や訪れ
る人など、さまざまな人が利用する施
設として、開館時間やわかりやすい案
内誘導など、来館者のニーズにあわ
せた運営面での工夫について検討し
ます。

【利用者が使いやすい施設運営】
○利用しやすい施設の運営
・区役所による一体的な運営を行うな
かで、インターネットを活用した貸室の
予約システムの導入や利用しやすい
利用時間区分の設定など、利用頻度
を高める工夫についても検討します。

【利用者が使いやすい施設運営】
○利用しやすい施設の運営
・区役所による一体的な運営を行うな
かで、インターネットを活用した貸室の
予約システムの導入や利用しやすい
利用時間区分の設定など、利用頻度
を高める工夫についても検討します。

現在の区民センターと同様、貸室等の
利用は予約制となります。
インターネットを活用した貸室の予約
システムの導入による利用手続きの
簡素化など利用者の利便性の向上策
について今後検討していきます。

交流会館でのイベントや取組みについ
て会館内の掲示板はもちろん、区の広
報紙やインターネットなどさまざまな広
報手段で周知します。
周知にあたっては、オーク２００や地下
鉄弁天町駅など近隣施設との連携を
強化します。

【利用者が使いやすい施設運営】
○会館情報のきめ細かな発信
・より多くの人が、交流会館でのイベン
トや活動のことを知り、関心のあること
に参加できるよう、会館内の掲示板は
もちろん、区の広報紙やインターネット
などさまざまな広報手段で周知しま
す。

専任の案内人を確保するのは予算上
困難であると考えますが、利用者が気
軽に立ち寄り、快適に施設を利用でき
るようわかりやすい案内誘導などにつ
いて検討します。

開館日や開館時間については、区民
のニーズをさらに把握し検討します。

利用しやすい利用時間区分の設定に
ついても、区民のニーズをさらに把握
し検討します。
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・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。 ワーキング

・トイレを良くしてほしい。（区民Ｃ　２）

区民C

・トイレの個数を増やしてほしい。洋式にしてほし
い。 図書館

・スロープ　床の目の見えない人への道を作る

ワーキング

・バリアフリー法に基づく認定の取得

ワーキング

区民のための施設なので、区民優先にしてほし
い。
・一か月早く抽選等で決める。なければ他の人
たちに。
・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

ワーキング

・区民優先として優先時間帯をつくるとか、障が
い者の優先もあるとよい ワーキング

・区民優先にして他地区はあとに予約等をとる
ワーキング

・区民優先で予約。バイト等も区民優先や時給
の差をつける（港区検定を作り合格者のみ） ワーキング

・会議室（サークル活動）は年間(半年間）契約に
する（前払い制）（毎回申込みの手間を省く）

区民C

・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）。 ワーキング

・区民の会員制を導入してはどうか(図書館カー
ドの一体化、優先利用も含む)

ワーキング

・使用料は低く抑えてほしい。（区民Ｃ４）
区民C

・使いやすい小会議室が安価で借りられるように
ワーキング

・他よりは低価格
ワーキング

・コピーを自分でできるようにしてほしい。
区民C

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。
・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

ワーキング

・屋内喫煙場所の確保 受動喫煙防止対策として、敷地内は
全面禁煙とする予定です。

― 老福ＣＣ

・職員の増人のお願い!! 会館の運営に必要な人員を確保しま
す。 ― 老福ＣＣ

・シャトルバスなど、移動手段を充実してほしい。 シャトルバスの運営は予算的に困難
であり、市バス等の公共交通機関の
利用をお願いしたいと考えています。 ― 子プラ

・イベント等については市民中心で企画、運営し
ていく ワーキング

・区民企画委員会が年間の主催イベントを作る

ワーキング

設備そ
の他

登録制

優先利
用

料金

参画Ⅳ－３
【区民が関
わることの
できる施設
運営】

バリア
フリー

公共的な活動を行い区役所と協働し
て取組みを進める団体については会
議室等の優先使用ができるようにする
など、設置目的に沿った会館の優先
利用のあり方について、今後検討して
いきます。

―

高齢者、障がい者をはじめ多様な世
代が、安全かつ快適に利用できるよ
う、バリアフリー対応のトイレ等を整備
します。
バリアフリー法の認定制度は民間事
業者に対するものであり、公共施設に
そのような制度はありませんが、建築
条件等も踏まえながら認定水準レベ
ルの施設をめざします。

【利用者が使いやすい施設運営】
○バリアフリーに対する配慮
・子どもから高齢者までさまざまな年
代をはじめ、多様な人が利用する施設
として、バリアフリーに配慮した施設と
します。

―

【区民が関わることのできる施設運営】
○施設で行われる事業や企画・実施
段階への参画
・施設の管理運営者が施設における
事業を企画し実施するだけでなく、カ
フェスペースの運営や、オープンな多
目的スペースを使ったイベントやワー

―

―

設備については予算や受益者負担の
あり方等を踏まえ検討します。

区民が主体となって会館運営に関
わっていただくことが望ましいため、カ
フェスペースの運営や、オープンな多
目的スペースを使ったイベントやワー
クショップの開催などについて、区民
が企画し実施に関わる仕組みをつくり
ます。

貸室の利用料金は条例等で定めるこ
とになりますので、原則として、本市の
他の類似施設と同様の水準になりま
す。

登録制や会員制のあり方について、高
齢者支援など特定の施策目的や会館
の運営上の必要性等の観点から検討
します。
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・運営委員会を作る、企画会議、美化会議など

ワーキング

・区内の地域団体がかかわれる運営をしてほし
い ワーキング

・区民、運営チェック体制、定期的に利便性など
チェック、アンケートなどを実施すべき

ワーキング

・アンケートを出してくれた人に施設の割引券を
配布

ワーキング

ボラン
ティア

・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。

外国人に対応できるボランティアなど、
特技等を活かして、施設で行われる事
業に関わり、スタッフとして活動できる
ボランティアを発掘・育成します。

【区民が関わることのできる施設運営】
○施設に関わるボランティアグループ
のコーディネート
・特技などを活かして施設で行われる
事業に関わり、スタッフとして活動でき
るボランティアを発掘・育成します。

ワーキング

障がい者が働ける場所にする。
・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。
・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。

ワーキング

・地域での雇用があるとよい

ワーキング

・ホールは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。

ワーキング

・各部会に分かれて自主運営する(収入を人件
費とする） ワーキング

・収入があるようなプログラムを企画するのがよ
い ワーキング

・屋上農園　太陽光システムで施設の資金・電
気を作る ワーキング

・施設内ロッカーで収入を得る
ワーキング

・発送サービス（業者契約して料金の差で利益を
得る） ワーキング

・税金を使うことを考えず、まずは資金を作り出
す努力を ワーキング

・自分の会社だったらとしっかり考え無駄をなく
す ワーキング

・利益を生み出さないとボランティア活動も行え
ません ワーキング

・施設が人材を必要としない収入部分としてある
ようにする（ロッカー。あとは港区　例えば　出世
神社、良縁神社、宝当神社等） ワーキング

評価

雇用

Ⅳ－４
【効率的な
施設運営】

収入 イベント等の事業は条例に規定する施
設の設置目的（公共目的）の範囲内に
限られるため、例えば有名アーティス
トなどを招聘して収益を上げること等
は困難であると考えます。
利用者が使いやすい施設とすることで
利用率を向上させ、使用料収入の確
保をめざすほか、有料ロッカー等の利
用者の利便施設の設置など収入を増
やす工夫を検討します。

クショップの開催などについて、区民
が主体となって企画し、実施に関わる
仕組みをつくります。

区民が関わることのできる施設運営
○施設で行われる事業や企画・実施
段階への参画
・施設の事業内容や利便性などにつ
いて定期的に施設利用者等にアン
ケートを実施するなど、運営について
チェックし、評価する仕組みをつくりま
す。

―

【効率的な施設運営】
○収入を増やす工夫
・利用者が使いやすい施設とすること
で利用率を向上させ、使用料収入の
増をめざします。また、有料ロッカー等
の利用者の利便施設の設置など、収
入を増やす工夫を検討します。

施設の事業内容や利便性などについ
て定期的に施設利用者等にアンケート
を実施するなど、運営についてチェック
し、評価する仕組みをつくります。

清掃等については会館の指定管理事
業者が効率性の観点から清掃業者に
委託して行うため、区役所が障がい者
の雇用を直接に指示することは困難と
考えます。
カフェスペースでの障がい者団体等に
よる物販や、障がい者団体や地域の
高齢者グループ等にカフェスペースの
運営主体となっていただくことのほか、
有償ボランティアとして施設やイベント
の運営に関わっていただくことが可能
であると考えます。
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・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。

会館の建物は病院とは完全に別棟と
なります。また、駅接続の階段につい
ても、屋外階段的な整備を予定してお
り、交流会館を利用しない病院利用者
は交流会館内を通らない動線となるよ
う工夫します。

― ワーキング

・現在は区民センターで1000人規模のイベント等
の際に安心安全な運営が課題に なっている。駐
車場はガードマンを立てて対応している。全館使
う ようなイベ ントも対応できるようなしくみが必
要。

イベントの実施にあたっては、安全面
に配慮し、規模に応じた警備体制をと
ることとします。

― ワーキング

オープンな入口
・入館前に屋内の様子が見える入口 ワーキング

・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。 ワーキング

・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。 ワーキング

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）
・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

ワーキング

・ホールは、大ホール、小ホールの２ヶ所あると
よい。（区民Ｃ　６） 区民C

・ホールの座席数は今の区民センターと同等の
規模は必要。 ワーキング

・収容人数200名程度のホール
ワーキング

ホールは広くとっておいてほしい。区民ホールで
も500席くらいとってやっていることがあるので、
同程度はあるとよい。

ワーキング

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）。
・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。

ワーキング

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。
・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。

ワーキング

・ホールは席を固定せず、フラットな使い方がで
きるようにしておく。 ワーキング

・固定のイスにしてほしい。（座り易いものにして
ほしい。） 区民C

その他 安全

【ハード関連・その他】
エントランス 透過性 ・エントランスや施設の共用空間など

多くの人の目にふれるスペースで、他
の目的で施設に立ち寄った方でもこれ
らの空間での活動の様子がわかるよ
うなオープンな仕様をめざします。

【エントランスを中心とした共用空間】
・エントランスをはじめ共用スペース
で、港区のまちづくりのあゆみを伝え
る資料の展示を可能にするとともに、
他の目的で施設に立ち寄った方でもこ
れらの空間での活動の様子がわかる
ようなオープンな仕様をめざします。

多目的ホー
ル

ホール ホールは、一部ロールバック式（※）４
００席程度（ロールバック席収納時の
平土間面積は現区民ホールと同規模
程度を確保）の多目的ホールを1か
所、整備する予定です。
他のホールについては、限られた敷地
内での設置となるため、会館内での諸
室の優先順位を決めながら検討しま
す。

※ 座席が収納可能となる形態

【多目的ホール】
・ 一部ロールバック式（※）４００席程
度（ロールバック席収納時の平土間面
積は現区民ホールと同規模程度を確
保）を基本とした多目的ホールを整備
します。
※ 座席が収納可能となる形態

ホールの仕様については、一部ロー
ルバック式を考えています。
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コンセプトは、コンパクトで、フレキシブルな空間
です。
音響の音漏れをクリアにする必要があります
が、メインのホール部分は２分割出来る様に、可
動式の壁が欲しいです。
仮設のステージは簡易なもので十分です。組み
替えも簡単に利用者で出来る様なものが望まし
いです。
客席は後部はロールバックチェアで収納式にし
て、前方は主催者が椅子を並べる方式です。
ステージ仕様の物品を収納すれば、展示会など
にも対応出来ますし、北側半分を舞台仕様にし
て貸し出し、南側を、展示会場として使用する事
も出来ます。
東側のエリアは舞台仕様の時には楽屋として使
用したり、ホール内への導線（チケットのもぎり
等）の空間としても使用出来る様に、可動式の
壁面にします。ここは天井高はそれほど必要あ
りません。
それ以外にも展示スペースや、託児スペースに
使用する事もできます。
現状、関西では中規模のホールのほうがニーズ
があります。

２分割については、ホール高が２フロ
ア以上となることから、高額な設置費
用や運営面（防音性能など）の課題も
考えられます。
会館内での優先順位を決めながら導
入について検討します。
ステージについては、現時点では仮設
ではなく常設とし、客席は一部ロール
バック式とすることを考えています。
低層階へのホールの設置は建設コス
トがかかるため上層階に設置する可
能性は高くなることや、周辺の道路の
状況を踏まえると搬入口から車両を直
接入れられる構造は、現時点では厳し
いと考えていｒます。
客席の設置間隔については、建築基
準法、消防法などの関係法令を踏ま
えながら、設計段階で検討します。

ピアノやバレエの発表会なども区内の教室の規
模から云えば、このくらいのキャパの方がニーズ
があります。
催しが入り難い週の前半（月・火）などは、２分割
でダンスやバレエなどの教室に貸したり、バドミ
ントンや、卓球等の生涯スポーツに対応した利
用方法も可能です。
搬入口から車両を直接入れられる構造にしてお
けば、車の展示会なんかも可能ですね。
客席のシミュレーションは消防法よりもゆとりを
とっています。
法律上は幅は42cm以上ですが、60cmに。
前席の背もたれから後席の背もたれまで法令で
は80cm以上ですが、120cmにしています。
ロールバックチェア部分の座面が跳ね上げ式な
らもう少し前後を縮める事も可能です。
なので、無理をすれば500名の入場もできるかと
思います。

赤ちゃん連れでも観覧できる別室のあるホール
ワーキング

防音でガラス張りのリサイタルホール
・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

ワーキング

・ホール裏に小さくてもいいから控室があるとよ
い。 ワーキング

搬入、搬出のしやすいバック動線
・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
ある

ワーキング

舞台までいける大型エレベーター
・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

ワーキング

・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。

ワーキング

・バンドの練習スペース
ワーキング

座敷の部屋、和室
・花道、茶道などの日本文化の拡散、発信

ワーキング

・和室（畳の室があるといいと思う）
老福Ｃ

限られた敷地内でのホール設置となる
ため、ホールフロア内での優先順位を
決めながら、設置について検討しま
す。

【多目的ホール】
・ ホールの附帯施設として、ホール控
室や親子室、搬入搬出のバック動線
の整備も検討します。

低層階へのホールの設置は建設コス
トがかかることから、上層階に設置す
る可能性は高くなります。
上層階に設置する場合においては、
一般利用者が利用する乗用エレベー
ターとは別に、搬入、搬出のしやすい
バック動線（荷物用大型エレベーター）
を設ける必要があると考えています。

ワーキング

港区民センターでは比較的利用率が
低い状況にあります。他施設での利用
状況や必要性も踏まえながら検討しま
す。

スタジオ 一度整備すると他の目的に転用しにく
いため、他施設での利用状況や必要
性も踏まえながら検討します。

【スタジオ・和室】
・ 完全防音機能を備えた音楽専用の
スタジオや、和室の導入について、他
施設での利用状況を踏まえながら検
討します。

和室
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・お茶室があるといいですね
老福Ｃ

・自転車置場を充実してほしい。
区民C

・自転車置場の整備

老福Ｃ

・自転車やベビーカーがきちんとおけるようス
ペースを確保して欲しい（子プラ34） 子プラ

・区民センターでのイベントでは駐輪スペースが
課題である。十分なスペースを 確保してほしい。 ワーキング

・自転車置き場に屋根をつけてほしい。（子プラ
４） 子プラ

・駐輪場屋根付お願いします。
図書館

・自転車の駐輪場は広くたくさんとめられる方が
いいです。でも駅前で通勤、通学の人で占領さ
れそうなのが気がかりです。 図書館

・自転車置き場は駅など交流会館以外の利用者
も利用できるよう、交流会館内を通らずに自転
車の出し入れができるようにしては。（設置は２
階に設置する。）

ワーキング

・地下駐輪場　５時間まで無料。それ以降無料で
はなく有料

ワーキング

・駐車場を作ってほしい。

子プラ

・パーキングを充実してほしい。
区民C

・交流会管内に駐車場は設置せず隣のライフで
確保する（コストパフォーマンスも考慮し直通デッ
キを検討する） ワーキング

・駐車場は地下や屋上利用なども考えられない
か。

地下の整備は建設コストが割高となる
ため現時点では地下駐車場は考えて
いませんが、今後実施していく設計段
階において、ホールや部屋の配置も含
めて建築基準法をはじめとする関係法
令や建設コスト等を踏まえながら、設
計段階で検討することになります。

ワーキング

・運搬するものがあるので無料駐車場をお願い
したい。

港区や他の区民センターでは駐車場
の利用は無料のところもありますが、
駅直結の立地特性も踏まえ、施設利
用者以外の利用を抑制する観点から
必要に応じて有料化なども検討しま
す。

ワーキング

環境・
エネルギー

・建物の壁面を緑化するのであれば、巨大なプ
ランターをイメージした外観とする。 ワーキング

・緑の木が多い方が良いと思います。
図書館

・芝生や緑があふれる庭園でくつろぎたい。
ワーキング

・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。 ワーキング

・雨水を利用すると便器が汚れる（あまりお勧め
できません） ワーキング

快適で環境にやさしい建築物となるよ
う、関係法令等を踏まえながら、必要
性や費用対効果なども勘案し、屋上や
壁面の有効活用も含め可能なものに
ついては導入します。

【環境・エネルギー】
・ 快適で環境にやさしい建築物となる
よう、関係法令等（「建築基準法」「大
阪市建築物の環境配慮に関する条
例」等）を踏まえながら、必要性や費用
対効果なども勘案し、屋上や壁面の有
効活用も含め可能なものについては
導入します。

【要望のあった主な事項】
・屋上緑化、壁面緑化
・敷地内緑化
・太陽光発電など

駐輪場 「大阪市自転車駐車場の附置等に関
する条例」で定められた台数はもとよ
り、費用対効果や需要予測も勘案し、
周辺道路等に影響が出ないよう工夫
します。
ベビーカーのスペースや自転車置場
の屋根については設計段階で検討し
ます。

【駐輪場】
・ 「大阪市自転車駐車場の附置等に
関する条例」で定められた台数はもと
より、費用対効果や需要予測も勘案
し、周辺道路等に影響が出ないよう工
夫します。

交流会館利用者以外の駐輪場の利用
は想定していません（駅利用者は高架
下の駐輪場の利用を想定していま
す）。施設利用者以外が利用しないよ
うな駐輪場の運営方法について検討
します。
港区や他の区民センターでは駐輪場
の利用は無料となっていますが、必要
に応じて有料化なども検討します。
地下の整備は建設コストが割高となる
ため現時点では地下駐輪場は考えて
いませんが、今後実施していく設計段
階において、ホールや部屋の配置も含
めて建築基準法をはじめとする関係法
令や建設コスト等を踏まえながら、設
計段階で検討することとなります。

駐車場 原則、公共施設へは公共交通機関で
の来館をお願いしたいと考えていま
す。
「大阪市駐車施設の附置等に関する
条例」を踏まえ、敷地の規模や駐輪場
などの他の施設の配置も勘案しなが
ら、敷地内での確保台数については
設計段階で検討します。

【駐車場】
・  原則、公共施設へは公共交通機関
での来館をお願いしたいと考えていま
すが、「大阪市駐車施設の附置等に関
する条例」を踏まえ、敷地の規模や駐
輪場などの他の諸室の配置も勘案し
ながら、敷地内での確保台数について
は設計段階で検討します。
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・屋上にガーデンテラス
ワーキング

・屋上農園
ワーキング

・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 ワーキング

・エコを考えて電気は太陽発電か風力など。
図書館

その他 諸室配
置

・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。 ― ワーキング

・２階を会議室フロアとする。

ワーキング

・病院が併設されるので、音を伴うような部屋
（ホールなど）は地下に持ってきては。（大ホール
は音響設備を備えて地下化し、小ホールは上部
に設け軽運動室として利用する。？） ワーキング

・エレベーターで１階から３階までの動線を確保
する。 ワーキング

・ベビーカーでもJR・地下鉄を利用しやすくなるよ
う、エレベーターを設置してほしい。（各棟や地下
鉄の高架をつないでほしい）（２） 子プラ

その他 ・港区地域情報テレビを製作して館内＆Youtube
で流す

地域情報番組の製作については、今
回の交流会館の事業とは別の検討と
なります。
館内で映像を流すモニターなどの設備
については、予算等を踏まえて検討し
ます。

― ワーキング

・旅行者用の大きなロッカー（スーツケースが入
る）もしくはお荷物お預かり施設をつくる

ワーキング

・シャワーがあれば（足だけでも）（2）
区民C

・コストをかけない建築設計
ワーキング

・シンプルで安く作れる施設にしてください。
図書館

・長年使えます様に 特定の目的に特化しない多目的利用
が可能な施設とすることで、社会的寿
命を延ばすとともに、社会的寿命が到
来したのちにおいても、用途変更がで
きるよう可能な限り構造面においても
工夫します。

老福Ｃ

駅接続
（EVな
ど）

ロッカーやシャワー設備については、
必要性等を踏まえ、導入について検討
します。

ホールや部屋の配置も含めて建築基
準法をはじめとする関係法令や建設コ
スト等を踏まえながら、今後設計を実
施していく予定です。

施設内の部屋の配置については、今
後実施していく設計段階において、建
築基準法をはじめとする関係法令や
建設コスト等を踏まえながら検討する
ことになります。
高齢者、子ども施設を上層階に設置す
る場合においては、EVの設置など、利
用しやすい施設となるよう工夫します。
地下の整備は建設コストがかかること
から、ホール等の音を伴う施設も地上
階に設置することになる可能性は高く
なりますが、隣接の病院や周辺に影
響のないよう防音対策を行います。

地下鉄弁天町駅３号出入口の階段機
能を会館施設内で確保する予定であ
り、地下鉄利用者も利用がしやすい場
所にエレベーターを設置する予定で
す。

―
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・図書館内に区画整理記念スペースを設けると
いう考えですが、私は別の場所に作るべきだと
思います。図書館は一定規模を絶対に確保して
欲しい！

土地区画整理事業等の港区のまちづ
くりの歴史を学ぶことができる記念ス
ペースを図書館の一画に設けます。ま
た、まちづくりのあゆみをわかりやすく
興味を持って学べるように、図書館郷
土資料コーナーと連動させるなど工夫
を凝らして整備します。
また、読書空間を広げるなど、現状の
図書館より広くなる予定です。

図書

・広い図書館がほしい。 読書空間を広げるなど、現状の図書
館より広くなる予定です 子プラ

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

すでに導入しています
ワーキ
ング

本などの閲覧、調べもの、勉強をするための座
席を増やして欲しい（59）

落ち着いて調べものや読書ができるよ
う座席を増やすことを検討します 図書

・イスを多くしてほしい（背もたれのあるもの）。長
イスはいらない。

落ち着いて調べものや読書ができるよ
う座席を増やすことを検討します 図書

蔵書数を増やして欲しい（49）
図書

・もっと本を増やして欲しい
図書

絵本や雑誌、電子書籍、DVD、CD、郷土資料な
どを充実させて欲しい（24） 図書

・CD・DVDなど見られたり聞けたりするスペー
ス、マンガも増やしてほしい。雑誌の数も増やし
てほしい。

図書

・CDやカセットなどヘッドホンで聞ける設備がほ
しい 図書

・自宅にパソコンが無いのでネット検索ができれ
ばいい

現在も国立国会図書館や調べものに
役立つサイトのネット検索ができます。 図書

・今もそうして下さっていますが、本について相
談できて探してくれる人は確保して下さい。

現状と同様、司書職員の配置を考え
ています 図書

区の情報拠点としての機能が果たせ
るよう、図書などの資料の充実、電子
図書館機能の充実をめざします

CD・DVD視聴設備を設ける予定です。
マンガを増やすことは蔵書全体の中で
調整が必要です。雑誌タイトル数は増
やす方向で検討します。

【まちづくりのあゆみを伝える資料の収
集・展示・発信】
○港区のまちづくりの歴史を伝えるス
ペースの設置
・エントランスをはじめ共用スペース
で、港区のまちづくりのあゆみを伝え
る資料を展示し、施設を訪れる人が港
区の歴史に自然とふれられるよう工夫
します。
・土地区画整理事業等の港区のまち
づくりの歴史を学ぶことができる記念
スペースを図書館の一画に設けます。
また、まちづくりのあゆみをわかりやす
く興味を持って学べるように、図書館
郷土資料コーナーと連動させるなど工
夫を凝らして整備します。

【読書・情報活用・多様な学びの支援】
現在の港図書館の機能を拡充、発展
させ、港区の情報拠点として生活に密
着した質の高いサービスを提供しま
す。まず、読書空間を広げ、区民が集
う場を確保するとともに誰もが利用し
やすい環境を提供します。
○蔵書やデータベース検索用端末の
充実
・図書や雑誌の充実のほか調査・相談
機能を強化し、データベース検索用端
末を増設します。また、これら各種資
料、機器を設置するスペースを確保し
ます。

○多様な利用者を考慮したスペース
・落ち着いて調べものや読書ができる
よう座席を増やすことを検討します。

Ⅲ－３－３
【読書・情報
活用・多様
な学びの支
援】

図書館

談できて探してくれる人は確保して下さい。 ています 図書

本に関わるボランティアへの活動支援を充実し
てほしい（8）

図書ボランティアの活動支援を検討し
ています ― 図書

絵本コーナーをもう少し広くしてほしい（16） 幼児と保護者が気兼ねなく過ごせるス
ペースとして広げる方向で検討します

【読書・情報活用・多様な学びの支援】
○多様な利用者を考慮したスペース
・幼児と保護者が気兼ねなく過ごせる
スペースを検討します。 図書

講演会やおはなし会などの催しなど多目的に活
用できる部屋が欲しい（17）

多目的室の設置を検討します

図書

図書ボランティアなど市民の活動拠点となる部
屋が欲しい（14) 図書

・ボランティアグループがもっと気軽に使用でき
る部屋を増やしてほしいです 図書

・ボランティア仲間がもっと自由に使用できかつ
色々と保管できるような部屋 図書

講演会やおはなし会などの行事をもっと増やし
てほしい（15)

他施設、ボランティアと連携し、事業の
拡充を検討します

【読書・情報活用・多様な学びの支援】
○（仮）交流会館での連携
・子育て中の親子が気軽に立ち寄れる
よう工夫を凝らし、（仮）交流会館の子
育て支援機能と連携して、絵本の読み
聞かせや講座の開催など事業の一層
の活性化に取り組みます。

図書

・車イスで通れる幅（通路）、本を読む場所を増
やしてほしい。車イスの車輪を持つ幅を考えるよ
うにお願いします。

「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備
要綱」に基づき、書架間隔を充分にと
るなど車いす使用者が使いやすい図
書館づくりを検討します

【読書・情報活用・多様な学びの支援】
○多様な利用者を考慮したスペース
・障がいのある人も含めすべての人が
安心して、安全に利用できるよう設備
に配慮します。

図書

・勉強するための自習室（子どもの利用も含む）
が欲しい（23） 図書

ボランティア室の設置を検討します

中高生に対する学習支援など多様な
学びの支援について検討します。ま
た、オープンな多目的スペースを活用

【読書・情報活用・多様な学びの支援】
○多様な利用者を考慮したスペース
・中高生に対する学習支援など多様な

【読書・情報活用・多様な学びの支援】
○多様な利用者を考慮したスペース
・図書館の催しなど多目的に使用でき
る多目的室、ボランティア室の設置を
検討します。

た、オープンな多目的スペースを活用
して、放課後の自習などに使えるよう

・中高生に対する学習支援など多様な
学びの支援について検討します。
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・自習室はあると助かります。暑い時や寒い時、
家でなかなか本を借りて勉強したいと思っていて
もできないこともあって、クールシェアもできるし
勉強もはかどるし、本も活用できるしで助かりま
す。

図書

・勉強ができる個室のような部屋がほしい。
区民C

図書館まで行かなくても本の貸出や返却ができ
るよう利便性を高めて欲しい（15）

利便性のより一層の向上について検
討します

【読書・情報活用・多様な学びの支援】
・なお、図書館利用の利便性のより一
層の向上に向けて、官民連携の手法
などさらに研究、検討を進めます。

図書

・お手洗いを小さい子も使えるような工夫をして
下さい。子どもが小さい時困ったような記憶があ
ります。

「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備
要綱」に基づき、乳幼児を含めすべて
の人が利用することができるものを考
えています

― 図書

・本を選ぶ時に少しの間でも数冊置いたり、本を
開いたりできる台（テーブル）を設置してほしい

台の設置が必要か他の方法も含め検
討します

― 図書

・ポスターを目につく所に掲示してほしい。 目につく場所への掲示板の設置につ
いて検討します

― 図書

・図書館は遊び場ではない（マナーを徹底させ
る）。違反者へペナルティを与える。皆でモラル
向上。道徳教育を行う。

図書館を利用されるみなさんのマナー
向上に、ポスターの掲示や声かけなど
により取り組みます。

― 図書

・ソフト面の充実。お役所仕事的な対応の改善。
本を何故「資料」で通すのか。予約本が来てても
手続きがまだだと貸してくれない　等

利便性のより一層の向上について検
討します

― 図書

・大阪市立図書館に無い本を別の図書館から借
りられる仕組みをつくってほしい

現在もその仕組みがあります
― 図書

・予約時に時間がかかってもいいので、水漏れ
等破損していない本を選べるようにしてほしい

必ず複数の本を用意することは困難
なため、スタッフによる点検を徹底しま
す。

― 図書

して、放課後の自習などに使えるよう
にします。

学びの支援について検討します。
・オープンな多目的スペースを活用し
て、放課後の自習などに使えるように
します。

・職員がていねいすぎる。利用者であって納税
者・お客様ではない。

引き続き適切な対応に取り組みます。

― 図書

○時間について（・休館日なしにしてほしい。　・
土日祝日も19時まで　・朝は9時から　など）

施設設備の点検等が必要であり休館
日なしにはできかねます。開館日や開
館時間については、区民のニーズをさ
らに把握し検討します。

― 図書

・喫煙所があるとうれしいです。本の持ち込みは
禁止でいいです

「健康増進法」により、学校、官公庁施
設等多数の者が利用する施設におい
ては、受動喫煙を防止するための措
置を講ずるように努めることとされてお
り、本市図書館としても敷地内禁煙に
取り組んでおり、喫煙所の設置は考え
ておりません

― 図書

・図書館が新しくなるのはとてもうれしいです。今
の建物はとても古いですからね。

ご期待に沿えるよう、使いやすい図書
館にしたいと考えています。 ― 図書

・いつも子どもが楽しく利用させてもらっていま
す。これからも区民の憩いの場として期待してい
ます。

ご期待に沿えるよう生涯にわたって図
書館を活用していただけるよう検討を
すすめます

― 図書

・主に週末、祝日午前、平日夕方多く利用させて
もらっています。閉館時間も非常に便利よく感じ
ています。今後ともよろしくお願いします。 ― 図書

・図書館のおかげで予約して新しい本が色々借
りられるのでとても助かっています。本を購入す
るお金、本を処分することが節約できてエコにも
繋がるので、これからも図書館を沢山利用して
本を借りたいです

― 図書

一層図書館を活用していただけるよう
検討を進めます
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