
1 

第４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 28 年 2 月 29 日（月）午後 7 時～午後 8 時 30 分 

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、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、原田委員、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、吉田委員（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、 

大磯協働まちづくり支援課長代理、中村企画調整担当課長代理 

（都市整備局） 

平原拠点開発事業担当課長、喜田担当係長 

（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・交流会館基本構想（案）について 

 

○中村港区役所企画調整担当課長代理：ただいまから第４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、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。 

○田端港区長： 皆さんこんばんは。２月末でまだまだ寒い中、また平日のこの時間帯に区役所までお越

しいただきありがとうございます。検討ワーキングの第４回目を開催させていただきたいと思います。

おかげをもちまして、皆様からのご意見や区政会議の意見などを踏まえて、基本構想案をパブリックコ

メントにかけることができました。100 件を超えるご意見をいただいておりますので、事前にもお送り

していると思いますが、あらためてパブリックコメントの状況を本日ご説明したいと思います。 

また、この会議室の後ろにパネルを展示しています。何度か申し上げていますが、今年度は戦後 70年

です。区民の皆さんに戦争関係の資料の提供をお願いするとともに、戦争の体験などを語っていただき

たいということで、14 名の方に語り部としてご協力いただきました。それを、約 30 分に編集した DVD

として取りまとめることがほぼできつつあります。この DVDを、今日ぜひ皆さんにご覧いただきたいと

思っています。 

明日から 3月ですが、11日はご存じのように東日本大震災からちょうど 5年目にあたります。今日見

ていただく DVDもその時に上映して、高潮被害などを乗り越えてきた港区のまちの歩みを振り返りなが

ら、今後どのようなまちづくりを進めていくのかを考える防災フォーラムを 3 月 11 日に開催したいと

思っています。また、3 月 30 日には、「まちづくりフォーラム」を区民センターで実施したいと思いま

す。まさに戦後 70年・区政 90周年という節目で、この DVDを見ていただいて、パネルディスカッショ

ンなども交えながら、今後の港区のまちづくり、そのまちづくりについては、今、皆さんにご意見をい

ただいている、この交流会館が一つの大きな起点、将来にわたって豊かなコミュニティを生み出すベー

スキャンプになっていくであろうと確信しておりますので、そういう意味を分かち合うためのフォーラ

ムにしたいと思います。ワーキングメンバーの皆さんには、また別途、3月 30日についてはご案内状を
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差し上げたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

この平日の時間帯の会議ですけれど、最後までどうかよろしくお願いします。 

○中村港区役所企画調整担当課長代理：本日は、23 名の委員のうち、3 名がご欠席となっております。

まだお見えになっていない方もおられますが、その旨ご報告させていただきます。 

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しました、パブリックコメントの実

施結果の資料について、お持ちでない場合は、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、追加資料として、上から順に、次第、基本構想策定のスケジュール、基本構想案と

その概要版、これは以前にお渡ししているものと同じものになります。次に、本日欠席者からのご意見

となっています。最後に、フォーラムのちらしをお手元に配付しておりますのでご確認願います。不足

しているものはありませんでしょうか。 

それでは、まず、本日の流れをご説明した後、議事に入らせていただきます。 

○澤港区役所企画調整担当課長：私のほうから、本日の進め方について説明させていただきます。本日

の内容としましては、次第にありますとおり 2つの案件を予定しております。まずは、先日実施いたし

ましたパブリックコメントの結果も紹介しながら、基本構想案について、ご意見をいただきます。次に、

港区役所で今年度作成いたしました、戦後 70年を記念した DVDをご覧いただきます。 

それでは、資料として用意しております（仮称）区画整理記念・交流会館基本構想（案）の策定につ

いてご説明いたします。資料のとおり、検討ワーキングは本日で 4回目の開催になりますが、この検討

ワーキングや区政会議、そして 12月 28日～1月 27日の 1カ月間で実施しましたパブリックコメントな

どを通して、広く区民のご意見をお聞きし、こちらにあります基本構想（案）をつくってまいりました。

本日、この検討ワーキングでご意見をお聞きし、3月 24日に予定している区政会議で基本構想案につい

てのご意見をお伺いした上で、3 月中に案をとり、平成 27 年度中に基本構想として策定する予定です。 

それでは、パブリックコメント結果について簡単に概要を説明させていただきます。事前にお送りし

た資料をご覧ください。まず期間については、先ほども申し上げたように 12 月末から 1 月末まで１カ

月間実施しました。結果としまして、受付通数 16通、意見総数 127件のご意見をいただきました。いた

だいたご意見につきましては、資料の２枚目以降に付けていますが、このような形で大阪市としての考

え方を取りまとめております。内容につきましては、見ていただいたとおりボリュームもありますので、

説明については省略させていただきます。なお、このパブリックコメント結果につきましては、本日付

で港区のホームページにアップさせていただいております。こちらにつきまして、ご意見等がございま

したら後ほどお伺いさせていただきます。 

次に、先ほど紹介させていただきました DVDについて、簡単に概要を説明いたします。大型台風によ

る幾多の高潮被害や、日本屈指の貿易港・大阪港を擁するが故に被った大阪大空襲による壊滅的被害を、

戦後 45 年かけて、世界でも類のない規模による土地区画整理事業によって復興してきた大阪港周辺と

港区の歴史を振り返ることで、戦争の悲惨さと平和の大切さを復興に託した先人の思いについて、主体

的に考えるきっかけとし、将来のまちづくりにつなげていくことを目的としてこの DVDを作成いたしま

した。大阪港と港区の戦前の繁栄、戦中の空襲、戦後の復興を体験してこられた 14 名の語り部のイン

タビューを織り交ぜながら大阪港と港区の歴史を振り返ります。 

DVD は後ほど見ていただきますが、まず最初に、基本構想案についてご意見をいただきたいと思いま

す。これまで 3回の検討ワーキングを通して多くの貴重なご意見をいただいてきましたが、今年度中に

基本構想としてまとめるにあたりまして、この場でご意見等がございましたらお伺いしたいと思ってお

ります。それでは、ご意見のある方は挙手のほうをお願いしたいと思います。 
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○中村港区役所企画調整担当課長代理：それでは、マイクをお渡ししますので、お名前を言っていただ

いた後に、ご発言いただきますようお願いします。 

○松本委員：効率的な施設の運営にかかる基本方針というところで、２点質問がございます。１点は、

効率的な施設の運営で民間活力の有効活用ということが書かれていますが、今、様々な民間活力の有効

活用ということが言われていますが、具体的な案についてここに入れられるご予定はないのでしょうか。

例えば、指定管理者制度であるとかいろんな形があるかと思うのですが。 

もう１点が、区民が関わることのできる施設運営と、バリアフリーに対する配慮と書かれていますが、

これから高齢化と、障がい者の方々がバリアフリーということでいろんな形を望まれると思うんですが、

そういう方々が施設の運営に関われるという基本方針などは入れられるご予定はないのでしょうか。こ

の２点です。 

○中村港区役所企画調整担当課長代理：ありがとうございます。ご質問へのお答えは後ほどまとめてさ

せていただきます。 

○小西委員：パブリックコメントの 8ページにある防災・減災の拠点というところで、交流会館が津波

避難ビルとしての役割を果たすということで、帰宅困難者等のための物資等を備蓄するということです

が、基本構想の中にもそうですが、具体的な備蓄の場所や人数分について、細かくは必要ないですが、

どういう考え方で、そういう備蓄の場所、それから何人分を想定されているのか。これが第１点目です。

また、前回のワーキングでも私から申し上げましたが、ヘリポートについて、市の考え方としては、“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する”という形ですが、でき

ればヘリポートを導入する前提としてぜひ検討してほしい、これはぜひお願いしたいと思います。当然、

津波が発生したときに、防災拠点として考える上においては、関係法令もあるんですが、ヘリポートの

導入及び設置については、私の考え方としてはぜひ必要だと理解していますので、できれば、可能とい

う言葉でなしに、導入を前提として検討すると、そういうふうにお願いしたいと思います。この点もお

聞きしたいと思います。 

○中村港区役所企画調整担当課長代理：ひとまず、ここまでの質問についてお答えしたいと思います。 

○澤港区役所企画調整担当課長：まず、民間活力の有効活用についてですが、これから指定管理者制度

も含めてどういった民間活力が導入できるのか、その辺を含めて今後検討していきたいと思っておりま

す。現在、具体的に、指定管理者制度を導入するなどの具体的なことは検討しておりませんが、何らか

の形で民間活力を有効に活用できるような形で検討していきたいと考えています。 

○平原都市整備局拠点開発事業担当課長：都市整備局区画整理課の平原と申します。今の説明に付け加

えさせていただきます。都市整備局のほうで来年度、そういった民間活力などの導入の検討を、予算を

入れてやっていこうと思っています。今回の施設は、図書館、ホール、多世代交流機能という形で公共

施設を中心にやっていますが、許容される床などをもう一度洗い出して、その中で公的施設のみならず、

民間の活力がどういう形で導入できるのか、指定管理者制度なのか、実際に床をどういうふうに持ち合

うのかなど、そういったことも含めて、来年度都市整備局のほうで、民間の意見を聞きながら検討して

いきたいと思っています。それの内容如何で、どういう業種が盛り込めるのか、もしくは盛り込めない

のかも含めて、来年度に判断をしていきたいと思っています。 

○馬場港区副区長：民間活力を導入して、仮に民間が床を一部分でも使うことができれば、運営面での

経費の削減、そこから得られる収入を運営経費に充てるということも可能になることが考えられます。

ただ、そういう可能性があるのかどうかを、来年度の調査の中で検討していくということです。 

また、事業の運営にあたって、今の区民センター、老人福祉センターは指定管理者制度という形で運
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営していただいています。新しい施設でも、直接職員が運営するのではなくて、何らかの形で民間の活

力を導入するということについてもあわせて検討していきたいと思っています。 

○松本委員：できましたら民間活力とバリアフリーという形がありますので、障がい者や高齢者の方、

子育て世代の方たちが少しでも、そこに雇用が生まれる形の民間活力の有効活用を考えていただけたら

と思っています。よろしくお願いします。 

○幡多港区役所総務課長：交流会館の中で事業を実施したり、実際に施設を運営していく段階で、やは

りできるだけ多くの幅広い方に使いやすく、楽しんでいただける事業や施設運営をということで、運営

にあたっては、区民の方に参加していただいて運営委員会をやりたいと思っています。また、区民の方

にいろいろと評価をいただいて施設運営に反映させていきたいと思っているんですが、そういう中に障

がいのある方にも積極的に入っていただいて、そういう運営や事業について考えていただけたらと思っ

ています。 

○大磯港区役所協働まちづくり支援課長代理：まず、何人分の備蓄を想定しているかということですが、

現状、帰宅困難者対策として、弁天町駅と大阪市の教育センターに各 300人分の備蓄を港区独自で配備

しています。今後、この弁天町駅前の交流会館に幾ら必要なのかというのは、検討していきたいと考え

ています。帰宅困難者への対策としては、大阪市全体の対策としまして、例えば徒歩で帰宅が可能とな

った方に対する支援としては、コンビニエンスストアや飲料会社が水などを提供したり、ガソリンスタ

ンドでも提供するといったこともありますので、そのあたりも勘案しながら検討していきたいと考えて

います。２点目のヘリポートの設置につきましては、パブリックコメントの回答にもありますように、

現状では、関係法令等を踏まえまして、必要性や費用対効果なども勘案しながら、本当に屋上にヘリポ

ートを置くことで効果が上がるのかどうか等を含めて、検討していきたいと考えています。 

○小西委員：備蓄場所はどこを考えているんですか。 

○大磯港区役所協働まちづくり支援課長代理：備蓄場所についても、この交流会館の中に設けるという

ことを前提に、今、都市整備局でも建物の中の設計等をやっていただいているということになっていま

す。ただ、何階のどこというような形まで、今の段階ではまだ明らかにはなっていないということです。 

○小西委員：ホールの設置階数については、前回もいろんな議論があったんですが、パブリックコメン

トでも、低層階でのホールの設置は建設コストがかかるということで、上層階を考えているということ

です。基本構想のイメージ図でも、高層階に区画整理記念ホールという形で設けられているんですが、

使い勝手や、一度に多人数の利用者が来る場合の、高層階ホールの安全上、防災上の検討もされてこら

れたんでしょうか。低層階のほうがいいとか高層階のほうがいいとかという検討は今までされてきてい

るんですか。ただ単に建設コストうんぬんだけで決められているのか、総合的に勘案されて検討されて

いるのか、そのあたりをお聞きしたいと思います。 

○平原都市整備局拠点開発事業担当課長：上層階にホールをもってくるというのは、今は仮置きという

形にしております。もちろんそれは、コスト面を考えると、どうしても上にもってこざるを得ないとい

うところで、今、仮置きをしていますが、こういった意見も踏まえまして、中層階、低層階も含めてど

のくらい費用の差があるのかも含めて、これから設計していく中で、先ほど言いました民間を入れてい

く、そういった中でどういう階層構成をしていけばよいのかも含めて、来年度以降精緻に考えていこう

と思っています。今のところは、コスト面だけを考えて上層階という形で仮置きをしている状態ですの

で、また精緻に検討を深めていきたいと考えています。 

○山本委員：パブリックコメントに寄せられた意見として、9 ページのバリアフリーのところに、京都

で行われているユニバーサル上映という視覚障がい者や聴覚障がい者を対象にした映画会のことが載
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っているんですが、今まで 3回にわたってワーキングをしてきた中で、身体障がい者や幼児、高齢者の

ことについての配慮の話はあったんですが、目の見えない方や耳の聞こえない方の話は一切出てこなか

ったと思うんです。実際に、港区池島には重複聴覚障がい者のための「あいらぶ工房」というところが

ありますし、波除には盲ろうの重複障がい者のための「手と手とハウス」という施設もあります。どち

らも大阪では非常にめずらしい施設で、港区ならではというと変な感じですが、受け入れられている施

設です。そういうようなものがあるのですから、また、今度の会館は駅から非常に近く、会館ができる

のにあわせてと言いますか、地下道にエレベーターができたりということもあるので、できれば大阪市

の中でも、そういう方たちに配慮した建物、それからバリアフリーの拠点、障がい者の拠点として見て

いただけるような感じで進めていければと思います。港区の窓口も本当に、星２つやったのが少し下が

ったみたいですけど、とてもいい雰囲気だと思うんです。ですからそういう配慮を、公務員の方だけじ

ゃなくて、港区民がみんなで弱者に対して配慮できるような、そんな感じやっていければと思っていま

す。そういう配慮は考えられているのでしょうか。 

○田端港区長：先ほど来、障がい者の話もありまして、そういう運営面や、事業・運営についての評価、

意見、それについてはぜひ障がいを持つ方のご意見が反映されるように努めていきたいと思っています。

また、委員がおっしゃるような配慮については、やはりこの交流会館自体が、港区のまちの生い立ちの

延長上にあるという位置づけと理解していまして、古くから海の玄関口にあって、国内外から多くの

人々を当たり前のように受け入れてきた港区の、まち柄というんですか、そういうものをぜひ活かして

いけるような思いをもって我々も取り組んでいきたいと思っています。またいろいろと気づかない点な

どがあると思いますので、お力を貸していただければと思います。よろしくお願いします。 

○大池委員：随分前からエレベーターの検討はしていただいている状況ですが、現在、地下鉄弁天町駅

から上がるエレベーターというのは、乳母車が入ると人が乗れるのはわずかなんです。今回は、自転車

もたぶん利用されると思いますし、乳母車はもちろん利用されると思います。具体的にどの程度のサイ

ズになっているのか、車いすの利用も多くなるかと思いますが、決まっていれば教えていただきたいと

思います。 

○喜田都市整備局担当係長：どこのエレベーターか確認させていただきたいのですが。43号線のほうで

しょうか。 

○大池委員：交流会館の中もそうですが、43号線を越える地下道のエレベーターもです。 

○澤港区役所企画調整担当課長：43 号線にあります地下道がスロープがきつい状況ですので、今年度、

国土交通省の方でエレベーターの設置についての実施設計をしています。現在、18人が乗れる規模のエ

レベーターということで、自転車でしたら 2台が乗れる程度の大きさのエレベーターが設置されると聞

いておりますが、一方で、地元のほうから、もう少し大きめのエレベーターがほしいというご意見もあ

りますので、そのあたりの要望については国道事務所のほうにお伝えしている状況です。 

○大池委員：交流会館のほうも大きいエレベーターを考えているのでしょうか。 

○喜田都市整備局担当係長：交流会館の中については、基本的に駅舎につながるところということで、

現在は階段しかない状況です。今回、この階段を交流会館の中に取り込ませていただいて、あわせてエ

レベーターも交流会館の中で設置をさせていただこうと思っておりますが、交流会館側については、自

転車の利用はありませんので、そういう規格とはまた別になると考えています。交通局の基準や公共施

設の基準等がありますので、それを踏まえながら、これからの設計段階で検討していきたいと考えてい

ます。 

○高木委員：弁天町学習センターと総合学習センターのほうにお聞きしたところ、ホールは、中途半端
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な大きさだとほとんど利用されないということでした。会議室などは、年間かなりの利用があるそうで

すが、中途半端なホールだと、結局は照明の器具がないとか音響がないとか、場所をとるのに回転率が

悪いということを聞きました。今日、総合学習センターのほうに行ってきたんですが、会議室は大体 85％

くらい利用されているということでした。今までは 89％だったそうですが、今回少し値上げをしたので

利用率が 4％くらい下がったという話でした。区民センターでも、小さい会議室や鏡張りの部屋は抽選

になっているんですが、ホールはあまり使われていないようです。中ホール 300人程度ではあまり大き

なものでもないし、使い勝手を考えてもあまり利用が多くないのではないかと思うので、場所をとって

効率が悪いのなら、反対に会議室ばかりにしてしまって、総合学習センターのほうは全部会議室になっ

てるんです。それで稼働率もいいということなので、今回、建てるコストがあってもその後の運営費が

ないと最初におっしゃっていたと思いますので、できるだけ、あまり利用されないところをつくるのは

どうかと思って。ただ情報だけで質問ではないんですが。 

○幡多港区役所総務課長：今の区民センターのホールをよく使っていただいているという前提で、あれ

くらいが一番皆さんお望みなのではということで、とりあえず今それをそのまま、新しい交流会館でも

その規模をキープしようというふうにしています。 

○高木委員：先日、こどもパラダイスがあったので、コミュニティ協会の区民センターを管理されてい

る方にお話を聞きました。ホールは、イベントの時は使われるんですが、ほぼ稼働していない状態だそ

うです。また、音響もないので、いざ使おうと思うと音響の会社を入れないといけなかったり、やはり

お金がかかるので、中途半端すぎてあまり稼働していないというお話でした。弁天町学習センターでも、

ホールがあまり使われていないようです。大きさ的に、使われるなら反対に大きなものをつくるか、も

うなくしてしまったほうがいいのかなという意見を聞いたということで、言わせていただきました。 

○幡多港区役所総務課長：ありがとうございます。せっかく今そういう投げかけをいただいたので、実

際、こどもパラダイスのようなイベントができる場所がないと困るというご意見もあると思うんですね。

会議室ばかりだとどこでするのというふうなことがあって、そこはまた逆に不便だなと思われるような

方もおられるのではと思うんですが、この際なので、皆さんお使いいただいていると思いますので、何

かホールを使っている中で、ご意見などがあれば、ちょうどいい機会なのでいただければと思います。 

○松本委員：ローコストであげていただいて、音響ということになるのであれば、可動式の PA、音響の

ほうを数台と、スピーカーの設置と配管だけ事前にしておけば、おそらくローコストでどの部屋に行っ

ても、可動式の PAがあれば、音響の方は１人の人件費だけあれば十分できるのではないかと思います。

そういう形で最初に施設の中に PA を取り込んでいただき、スピーカー等も最初に配管等をやっていた

だければ、おもしろいかなと思います。あくまでも希望ですが。 

○中村港区役所企画調整担当課長代理：ホールに関しましては、本日欠席されている牛島委員からもご

意見をいただいていますので、それに対する考え方をこの場で述べさせていただきたいと思います。 

○平原都市整備局拠点開発事業担当課長：牛島委員のご意見について、多目的ホールはあまり役に立た

ないというようなこともおっしゃっていますが、今回私どもが考えているのは、常設の座席ではなく、

ロールバックでしまい込めて広く使えるホールを今、念頭に置いています。もともとのコンセプトにも

あるように、地域医療、災害時医療、特に災害時において、こちらのホールが避難場所になったり、こ

の会館の隣には、地域医療の拠点である大阪みなと中央病院が来るということもありますので、災害時

にはこのホール部分が医療の最前線として使われるようなことも念頭に入れています。音楽的なことも

ありますが、そういうことも含めて多目的な、災害時にも十分機能できるような仕様にしたいと考えて

います。だからといって音楽的なものを無視するのではなく、今の区民センターのホールが、音響が悪
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いとか使い勝手もよくないというような現状もありますので、常時の音響はしっかり耐えられるような、

そして非常時にはそういった医療機能を持つスペースが、両方共有できるようなことを考えていますの

で、そういった考え方を基本的に持っているということでご理解ください。よろしくお願いします。 

○大池委員：パブリックコメント手続きの実施結果にある図書館の関係の中で、7 ページに「多目的室

の設置を検討します」という部分と、8 ページに「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して、放課後の自習などに使えるようにしま

す」という項目があります。この件について、図書館の中に設置されるのか、それとも区民センターの

中に兼用でつくられるのかということと、オープンなスペースとなる場合、子どもたちの読み聞かせな

ど、そういうことには音が響いたりだとかいろいろ防音面の問題もあるので、どういうことを考えてい

ただいているのかお尋ねします。 

○宮田中央図書館地域サービス担当課長：これまで地域図書館は、建て替えの際には、閲覧室を拡充し

て蔵書を増やし、それ以外に多目的室や対面朗読室など、新しい機能を発揮できるよう施設の整備を行

っています。港図書館が移転してこの交流会館の中に入る際には、多目的室について図書館に設置を考

えています。一方で、多目的スペースとありますが、これは交流会館全体の中のオープンなスペースと

いうことで、図書館とは限定せずに建物全体の中でこういうスペースを持とうという考えで書かせてい

ただいています。 

○薮井委員：冒頭で民間活力という話があったと思いますが、民間と一口に言っても“民”が何を指す

のかということもありますし、通常、こういう建物を建てるときには、民間企業のコンサルが入ってや

るというパターンが非常に多いんです。民活というのは本来、できれば区民の“民”であるべきだと思

いますし、これから先細かいことがどんどん決まっていくと思いますが、そこに区民が関わっていくあ

り方ということが一番大切ではないかと思うんです。この一年間は、大前提、交流会館をこういうふう

にしようという大きな枠組みをつくる議論をずっと続けてくる期間だったと思いますが、これから先は

どんどん細かくなっていく話の中で、そこにどうやって我々が関わっていけるのか、それはちょっとま

だ見えていない気がします。そういうことに関わっていけるという道筋がしっかりついていれば、活性

化にもつながっていくのかなと思います。話はずれるかもしれませんが、兵庫の芸術劇場の立ち上げに

私も関わりましたが、こちらは全然予算が違う関わり方をしていて、国や県の補助金をしっかり使って、

膨大なお金を使って初めて、地域の特色があるホールとして認識されるようにはなっているんですが、

ここまでのことは通常、区民ホールのレベルでは絶対にできません。むしろ、区民ホールのあり方とし

ては、無色無臭の何にでも使えるということにせざるを得ないと思っています。そういった色というの

は、結局は区民がこれからつくっていくべきものだと思っていますし、現状、区民の中での文化の発表

のあり方、パターンというのは、そんなに特色があるものではないと思っていますので、それもこれか

らつくっていくものだという前提で、設計というものに区民がちゃんと関わってやっていけるようにし

ていただきたいと思います。意見です。 

○石川委員：基本的に、薮井さんの意見に賛成です。それにプラスすると、我々の範疇ではないかもし

れませんが、区民がコミットできるしかけとして、例えば交流会館をつくるときに更地にしてシャベル

で掘るわけですが、掘ったときに 2ｍの断層が出てくる、それを子どもたちに見てもらうとかですね。

また、構造体ができたときに、区民ホールというのはこういう構造体でできるんだよという、学びの場

にもなる。つくられる過程でも、区民や学生がコミットできるチャンスがたくさんあるわけで、そのあ

たりもプログラムとして喚起しておいていただければ、我々がつくる区民ホールだというようなコミッ

トを、いかに深くコミットしてもらえるか、いかに愛してもらえる建物ができるかというふうなしかけ
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をもっと考えていければいいかなと思います。いろいろなプログラムができると思いますので、検討の

ほうよろしくお願いしたいと思います。 

○中村港区役所企画調整担当課長代理：ありがとうございます。ほかにご意見ご質問はありませんでし

ょうか。それでは、次に移らせていただきます。 

○田端港区長：多岐にわたる積極的なご意見ありがとうございました。 

それでは、冒頭に申し上げた DVDを今からご覧いただきたいと思います。趣旨が２点ありまして、１

つは、この間ずっと申し上げている、この区画整理の記念事業の趣旨をご理解いただける一助になるの

ではないかと思います。港区の戦後を中心にまちの歩みを振り返っていきますので、その延長上に区画

整理事業があり、それを後世に伝えるための記念事業、この交流会館ということをまず可視的にご理解

いただければと思います。また、お手元にあるパブリックコメントの冊子の 2 ページにも書いています

が、交流会館の機能自体は世代間交流ということかと思いますが、一方で、まちづくりのあゆみを後世

に伝えていくという大事な機能もあります。ここについては、例えば館全体を歴史館のようにすべきだ

というご意見から、ここは出会い・交流の場に重点を置いて展示関係は少なめでいいのではという意見

まで、非常に幅広いご意見があります。建物の完成までまだ 4～5 年ありますので、そのあたりはしっ

かりと区民の皆さんのご意見も踏まえながら考えていきたいと思います。今日も、わずかですがパネル

とか、今から見ていただく DVDも、そういう展示に関するイメージにも少しつながっていくと思います

ので、そのような観点からもご覧いただければありがたいかなと思っています。30 分強の DVD ですの

で、よろしくお願いします。 

（戦後 70 年・区政 90 周年記念 DVD 上映） 

○田端港区長：ありがとうございました。実は、一般の区民の方に見ていただくのは、今日が初めてで

す。これからも、先ほど申し上げたように、3月 11日には防災と絡めたフォーラム、30日にはまちづく

りフォーラムを開催します。やはり伝えていくべきものとして、この記念事業で後世、これからの世代

に、しっかりと港区のまちづくりの歩みを伝えていきたいと思います。 

本日予定していた会議の内容はこれですべてですが、DVD の内容や展示関係も含めまして、ご意見や

ご感想等がありましたら、いただければと思います。 

○小西委員：私自身、昭和 26年生まれで、ジェーン台風のときはまだ生まれていませんが、第 2室戸台

風以降はほぼ覚えています。特に私が一番印象に残っているのは、夕凪に一岡ビルがあったんですが、

それが唯一港区の歴史を語っている建物が残っていました。結論からいいますと、今現在、戦前からの

建物なりそういうものはほとんど残ってないんです。できましたら、それぞれの場所に、これは当然大

阪市のほうに一緒にやってもらうんですが、説明板なり記念碑的な物を何らかの形で残していただくこ

とによって、後世の方がここにどういう建物があったとか、ここでどういうことがされていたかという

ことを、伝えていく証をぜひ残してほしい。今、いろんなパネルや DVD で残していただいていますが、

そういった記念碑的な物を、港区で残してほしいなと思います。 

○薮井委員：DVD 大変すばらしい内容だったと思います。ほとんどの方がそうだと思いますが、港区で

生まれて育ってという中で、それぞれがそれぞれの過去の体験なども含めていろいろ思うことがあるよ

うな内容だったのではないかと思います。この DVDだけに留まらず、まちの方々に過去の話をこうやっ

て聞かせてもらうという機会をなるべくつくっていただいて、伝えていくということも必要なのかなと

思います。そういうことに若干関わったこともありますが、なかなかこのまちの風土や歴史を集約され

て持っておられる方が、港区にはあまりおられない状態ですので、そういったものも、行政だけがやる

ものではないとは思いますが、こういった機会をつくっていけば、まちの歴史というものが伝わってい
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くのかなと思いますし、戦争や災害の悲惨な記憶というものが、ひいては明るい未来を考える上では一

番大切なスタート地点であろうと思いますので、そういった取り組みをしていただきたいと思いました

し、そういったものにも関わっていきたいとあらためて思いました。 

○田端港区長：ありがとうございます。14 名の方に今回ご協力いただいていまして、戦後 70 年という

ことは、当時 10歳でも今は 80歳です。語っていただける方を探すのに、今現在でもかなり苦労しまし

た。見ていただいた DVD は、映像と絡めて 30 分でしたが、14 名の方のインタビューをほぼそのまま記

録した 70 分バージョンも作成しています。そちらも、子どもたちも含めてぜひ見ていただきたいと思

っています。 

○中村港区役所企画調整担当課長代理：本日が検討ワーキングの最終になりますので、全体を通してで

も、ほかにご意見があればお願いしたいと思います。 

○高木委員：先ほど、石川さんから工事途中を子どもたちに見学してもらうという話がありましたが、

あべの経済新聞さんから聞いた話では、あべのハルカスが建つときに建設途中の写真をずっと撮ってお

られたそうです。そのときは別に使用されてなかったんですが、実際に写真を撮って資料として置いて

おられるのがそこにしかないので、皆さん借りにこられるそうです。建てている途中は１回しかないの

で、ビデオに収めて資料として残しておけば、将来何かのときに使えるのではないかと思います。また、

いろんな地域の方にも関心を持ってもらうために、私の家の話ですが、建設する前に玄関の床のところ

に子どもたちと家族で手形をとったんです。例えば、交流会館を建設して床をつくるときに、手形を残

したい人募集、という感じでしてもらえたら、子どもが来て、またその子どもが大きくなったときに、

パパやママの手だよ、という形で来てもらったら、また 20年後 30年後にもう一度戻ってきてもらえる

のではないかな、ちょっと温かい雰囲気がしていいのではないかなと思いました。 

○中村港区役所企画調整担当課長代理：ありがとうございます。ほかにございませんか。 

○田端港区長：本当にどうもありがとうございました。4 回ものワーキングを重ねていただいて、基本

構想の案として、取りまとめができました。冒頭申し上げたように、今後、区政会議でもご意見をいた

だき、今年度中に基本構想として固めていきたいと思っています。 

 今後のことですが、現在更地になっているところに大阪みなと中央病院が先に工事に入りますので、

今のところ平成 31 年度の完成予定です。その隣の土地を、建物を除却して更地にしてから交流会館に

着工しますので、今のところ平成 33 年度の竣工ということで、まだかなり時間があります。そこに行

くまでの詳細なタイムスケジュールは、実はまだ我々もイメージできていないのですが、まずは今年度

中に基本構想をまとめます。なぜこれを急いだかというと、建物の設計に、民間の意見も聞きながらで

すので、我々が思っていたより少し工期といいますか、設計に入るまで半年１年余分に時間がかかるん

ですが、民間の意見を聞いて設計に入っていきます。そのときに、後になってもっと天井が高ければよ

かったのに、といったことになっては困るので、まずは最低限どういう活用をしたいのか、皆さんにご

意見をいただきながら基本構想の取りまとめを急ぎました。これを今年度確定します。来年度は、区民

センター、老人福祉センター、子ども・子育てプラザ、そして図書館という施設の管理者や実務者でし

っかりと議論していきたいと思います。いろいろな問題がやはりあると思いますので。私も長く大阪市

の職員をしておりますが、先に区民の皆さんの意見を聞き、後から行政的な詰めに入るというのは初め

ての経験です。普通は、行政的にこんな形でと固めたうえで、皆さんのご意見を聞いて修正をかけてい

くんですが、今回は先に皆さんのご意見を聞かせていただいて、こういう形の基本構想をつくらせてい

ただき、少なくとも 1年ぐらいはかけて、もう少し長くなるかもわかりませんが、行政的ないろんな詰

めをやっていきたいと思います。その後に、再度、具体の事業をイメージした使い勝手や実際の事業内
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容、多くの意見をいただいた区民が関わっていただく運営方法などの案の立案をしていきたいと思いま

す。その際には、またあらためて、区民の皆さんの意見を当然踏まえて考えていくことになります。そ

のときは、新たにまた区民の方を公募していくということになると思うんですが、こうしてこの１年ワ

ーキングに関わっていただいた皆さんにも、ぜひ、そこの新たな公募の中に入っていただくか、それは

それとして別にご意見をいただくか、そこはまだ我々もわかりませんが、そういうときにはぜひ皆さん

にご連絡をさしあげて、いかがでしょうか、またご意見をいただくように参画いただけませんかという

ご案内をさしあげたいと思います。後で担当からお願いしますが、今は個人情報が非常に厳しいので、

皆さんからいただいた個人情報はこのワーキングの関係で連絡するためにいただいた個人情報ですの

で、今後、この交流会館の企画が進行していって、ぜひまた一番最初に関わっていただいた皆さんにご

意見をいただきたいというタイミングになったときに、連絡方法として使うことができません。あらた

めて皆さんの住所などを使わせていただいていいでしょうかというご了解が必要で、その手続きをとら

せていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 本当に、こんなことを申し上げて失礼かもわかりませんが、我々が思った以上にいろいろなご意見を

いただきました。そういうことでしっかりと、DVD を見ていただいたように、このまちの歩みを振り返

りながら、将来に向けて何をしていくのかということが一番大事と思います。これからの港区のまちづ

くりの土台になる、将来にわたって港区のまちづくりに貢献する施設として、交流会館を立ち上げてい

きたいと思います。今後ともよろしくお願いします。本当にありがとうございました。 

○中村港区役所企画調整担当課長代理：ありがとうございました。それでは、今年度３月末には案のと

れた基本構想が確定しますので、皆様にもお送りさせていただきます。また、皆さん方の個人情報の件

につきましては、あらためて様式を送らせていただき、ご確認を取らせていただきますのでよろしくお

願いします。本日で、検討ワーキングは最終となりますが、交流会館が少しでも多くの方にご利用いた

だける施設になるように、今後とも皆さんの協力をいただきながら取り組んでいきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

それでは、これをもちまして検討ワーキングを終了させていただきます。皆さん本当にありがとうご

ざいました。 


