
20 

 

３ 区民ニーズの把握 

 

  ・港区エリア別活性化プラン作成にあたって、区民のみなさんのニーズを把握

するため、さまざまな機会をとらえて意見聴取を行いました。 

 

 ①エリア別活性化プラン策定にむけた意見交換会 

 

【開催日】令和元年８月 21 日（水） 午後７時～午後９時 

【会 場】ゆめホーム「ゆめ」かなえる港区民センター １階ホール 

【いただいた主なご意見】 

（１）港区全体に関するご意見 

・地域間に隔たりの少ないバランスの取れたまちづくりが必要。 

・人口、特に若年層や子育て世代の流入が必要。 

    〇子育て世代向けの施策展開を。 

    〇学校のレベル向上を。 

    〇若い人が商売のできるまちに、起業しやすい環境に。 

・地域コミュニティが充実していることを活かすべき。 

・万博、ＩＲの動きを踏まえて、国内外からの働く人の拠点にすべき。 

・未利用地が多いが、活性化されていない。 

 

 

 

 

 

 

 （２）東部エリアに関するご意見 

   ・弁天町周辺、築港地域に外国人が多く来訪してもらうことで、港区全体に

人が集まる仕掛けをつくるなど、交通流動、ネットワークや地域特性を踏

まえたストーリー性を持ったまちづくりが必要。 

   ・民間活力による既存施設、公共空間の活性化などを進めるため、公民連携

によって規制緩和などを実現する仕組みづくりが必要。 

   ・災害に強く、住みやすいやことを基本としたまちづくりが必要。 

   ・国道 43 号線等により地域が分断されており、高齢者なども移動しやすい

ようにバリアフリーの推進が必要。 

   ・弁天ふ頭周辺の活用による魅力、にぎわいづくりが必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域間で隔たりのないバランスの取れたまちづくり、地域コミュ

ニティを活かし特に子育て層や若い世代の流入促進により港区全

体が活性化する取り組みの必要性 

交通利便性の高い弁天町駅を中心とした公民連携によるまちづく

りの推進、国道 43 号のバリアフリー化による移動の円滑化、弁

天ふ頭の活用によるにぎわい形成の必要性 
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  ●もと市岡商業高校跡地の活用について 

   ・各地域をつなぐ要となる地点にある。港区の活性化にとって、起爆剤とな

るような活用を望む。 

   ・跡地に導入すべき機能としては、以下の意見がありました。 

    ○教育・人材育成関係の機能（生涯学習施設、専門学校等） 

    ○避難場所など防災拠点の整備 

    ○図書館、大型書店、音楽ホール、ショッピングモールなど 

    ○高層住宅 

   ・マンションも作らないと収益が厳しいのではないか。 

   ・マンションになると地域の小学校がパンクするのではないか。 

   ・慌てて売る必要はなく、既存施設の暫定利用で運動、文化、学業の宿泊を

伴う活動拠点として活用すべき。 

 

 （３）中部エリアに関するご意見 

   ・住宅地域であり文教地区であり、これに沿ってまちづくりをすべき。 

   ・子育てしやすいまちを前面に押し出したまちづくりを進めるべき。 

   ・若い人が入ってこられるよう、市営住宅のリニューアル（子育て世代向け

のつくりにするなど）や古い住宅の活用を行うべき。 

   ・エリアの魅力増進には、特徴ある施設やお店が必要。 

   ・エリアは全体的に夜間が暗く、防犯カメラや街灯を増やしてほしい。 

   ・商店街、八幡屋公園、中央体育館の活性が重要。 

    ○公園・スポーツ施設と商店街との連携 

    ○マーケットの設置など八幡屋公園と周辺のにぎわいづくり 

    ○ドッグラン、バーベキュー、スケボーなど公園には新しい魅力づくり 

が必要 

    ○ランチタイムコンサート、緑を見ながらの食事・レストランなど公園の

魅力増進が必要 

    ○廃業した商店の敷地集約などによる商店・住宅の複合施設ができないか 

 

  

  

子育て層や若い世代が魅力を感じる良好な住宅エリアの形成を

めざしたまちづくり、八幡屋公園や商店街等が連携したエリア

全体のにぎわい形成の必要性 
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②港区民まつりでの意見聴取（調査協力：摂南大学経済学部経営学科植杉ゼミ） 

 

【調査日】令和元年 10 月 13 日（日） 

  

【いただいた主なご意見】 

  〇港区に欲しいもの 

・子どもが遊ぶ施設が少ない 

・海、港関係のキャッチフレーズとなるものが欲しい 

・子どもが遊べる施設（アスレチック）などが欲しい 

・作るとしたら飲食かカフェ 

・洒落た飲食店が欲しい 

・色んな人が来るような施設が欲しい 

・遊園地があってもいいかも 

・ショッピングモールが欲しい 

・西区にイオンがあるから港区にもそのような物が欲しい 

・海遊館付近に駐車場がない 

・病院が弁天町に移転して不満がある 

・港区は飲食店が少ない 

・飲食店が少ないように感じる 

・飲食店が一部に集中しているのでバランス良くあって欲しい 

・子どもが遊べる室内施設が欲しい 

・居酒屋は多いが、その他の飲食店が少ない 

・休憩できるカフェが欲しい 

・港区に遊ぶ場所がないから作って欲しい 

・児童館はあるけど室内施設が少ないからもっと作って欲しい 

・飲食店がすくないことに困っている 

 

 

 

 

 

 

 

〇港区がどんな街になって欲しいか 

・安心して住める街になって欲しい 

・モラルの高い神戸や横浜のような街になって欲しい 

・昼の活気が増えて欲しい 

・活性化してほしい 

・子供が自由に遊べて住みやすい街 

・一箇所に施設を集めるのではなく、まばらに散らして欲しい 

・落着きのある街がいい 

・子育てにいい街 

子どもが遊べる場所、ショッピングや飲食できる場所、休憩で

きる場所など、区民が集い交流し、ゆったりと過ごせる場の創

出の必要性 
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・定住人口が少ないから、施設より子育てなどの住みやすいようにして欲し

い 

・若者が街から離れていっているから、ショッピングモールとかに意識を変

えてもいいかも 

・治安の悪さをなくして欲しくて、夜に街灯をつけ、道幅を広くして欲しい 

・子育てできる環境にあって欲しい 

・住宅街として発展してくれれば銀行や郵便ができるから住宅街になって欲

しい 

・文教地にして欲しい 

・商店街の復活がカギになる 

・地元の人が出ていかないように子育支援やコミュニケーションを取ってい

きたい 

・子どもが住みやすい街に 

・賑わって欲しい 

・働きながら子育てできる街になって欲しい 

 

  

  
災害に強く防犯性の高い安心して暮らせる環境づくり、経済が

活性化し、人口が増えて活気あふれるまちづくり、若い世代が

まちに戻り子育てしやすい環境づくりの必要性 
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③産業振興にむけた賑わい創出事業によるニーズ把握結果 

   

■八幡屋グランピック VOL.1 の調査結果の概要 

 【実施日】令和元年 10 月 14 日（月・祝） 

 【いただいた主なご意見】 

  〇今後、八幡屋公園でこんなことができたらよいのにといったアイデアや要望 

・期間限定でいいので公園内で BBQ できたらいいなと思いました 

・子ども達が元気に遊べる環境がとても良かったです 

・子ども・親子の体験イベントの充実！体験型ライブペイントなど 

・ペットイベント（ペットをつれた方がたくさんいたのでペット主体で何が 

できるかなと思いました。） 

・もっと子ども達が集まるようなイベントがあればいいよなと思う 

・オープンマーケットはいかがでしょうか？ 

・自然を活かしたイベント 

・音楽ライブ 

・屋外映画上映 

・自転車練習会 

・アウトドアヨガ 

・実業団バレー選手のイベント等 

・宝探しハイキング 

 

 

〇どのような目的で八幡屋公園を利用していますか（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
回答
人数 

１ 休憩・休息のため 11 
２ 家族や友人と遊ぶた    
  め 

24 

３ スポーツをするため 6 

４ スポーツ観戦 1 

５ ウォーキングや体操
など健康増進のため 

15 

６ 花や緑を楽しむため 16 
７ 野鳥などの観察 0 

８ 各種の行事やイベン
トに参加するため 

32 

９ 各種ボランティア活
動に参加するため 

4 

10 その他 9 
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〇八幡屋公園の魅力向上のために充実してほしいこと（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■八幡屋グランピック VOL.２の調査結果の概要 

 【実施日】令和元年 1１月 16 日（土） 

 【いただいた主なご意見】 

〇今後、八幡屋公園でこんなことができたらよいのにといったアイデアや要望 

・グルメイベント 

・公園でもっと頻繁にイベントがほしい 

・子どもたちが安全に遊べる公園 

・もっと規模の大きなフリーマーケット 

・ベンチを増やして休憩や日光浴できるとよい。ランチを食べる場所とか。 

・お笑いイベント。スポーツイベント（体力測定のような） 

・カラオケ大会、クイズ大会（全員参加）など 

・シニア向けに健康相談など 

・音楽イベント、ダンス、コスプレイベントなど 

・子どもが遊べるイベント 

・保護犬、保護猫の譲渡会 

・スポーツ大会的なこと 

・野外オーケストラ、幼児が聴けるもの 

・フードイベントやそれにあったクラフトビールや日本酒のイベント 

・朝潮橋から向こう（西方向）は住民も少なく、弁天町より東の人をどれだ

け呼べるか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
回答
人数 

１ 休憩施設 12 

２ 遊具（健康遊具含む） 20 

３ 花の咲く木 14 

４ スポーツ施設 6 

５ アウトドア・レジャー
施設 

19 

６ カフェ・レストラン 34 

７ 売店・コンビニエンス
ストア 

15 

８ イベント等の利活用 25 

９ その他 8 
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〇どのような目的で八幡屋公園を利用していますか（複数回答） 

 

 

 

〇八幡屋公園の魅力向上のために充実してほしいこと（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇今後も八幡屋商店街でイベントがあった場合、八幡屋商店街に行ってみよう

と思いますか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
回答
人数 

１ 休憩・休息のため 10 

２ 家族や友人と遊ぶた    
  め 

21 

３ スポーツをするため 5 

４ スポーツ観戦 2 

５ ウォーキングや体操
など健康増進のため 

16 

６ 花や緑を楽しむため 7 

７ 野鳥などの観察 2 

８ 各種の行事やイベン
トに参加するため 

17 

９ 各種ボランティア活
動に参加するため 

1 

10 その他 4 

 
回答
人数 

１ 休憩施設 19 

２ 遊具（健康遊具含む） 26 
３ 花の咲く木 11 

４ スポーツ施設 6 

５ アウトドア・レジャー
施設 

10 

６ カフェ・レストラン 9 

７ 売店・コンビニエンス
ストア 

8 

８ イベント等の利活用 16 
９ その他 3 

 
回答
人数 

１ 非常に思う 12 

２ やや思う 38 

３ どちらでもない 17 

４ あまり思わない 3 

５ 全く思わない 0 
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■ミナト de ナイトの調査結果の概要 

 【実施日】令和元年 12 月 22 日（日） 

 【いただいた主なご意見】 

  〇今後中央突堤でこんなことができたらよいのにといったアイデアや要望 

・Instagram の活用で更なる集客若者への映えアピールとなるスポットづ

くり 

・今日みたいなおっきい音のイベントはぴったりだと思います！ 

・芝生のある公園でドックラン出来る公園 

・チアダンス、キッズイベント、ショー 

・DJ ナイトクルージング、打ち上げ花火、パフォーマンス魚つり 

・区内の吹奏楽部合同コンサート 

・誰でも気軽に参加できるコンサート 

・ストリートパフォーマンス等（BMX,スケボー、モトクロス・・・） 

・海外プロパフォーマーを招いてのサーカスショー、空中ブランコショーな 

ど 

・フードフェスタ 

 

〇中央突堤を利用する頻度はどれぐらいですか？ 

  

 

 

 

 

 

〇今後、天保山エリアでイベントがあった場合、中央突堤にも行ってみようと

思いますか？ 
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〇どのような理由で行きたいと思いますか？（複数回答可） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

【効果および検証】 

・夜間の音響を伴うイベントであったが、実施場所が中央突堤ということで、周

辺に住宅等も無いことから、立地条件をメリットにして、騒音の問題など気に

することなく、いろいろなジャンルのイベント開催が可能であることが実証で

きた。 

・一方で、中央突堤という抜群のロケーションでのイベント需要があることがア

ンケート結果でも実証されたものの、本イベントで初めて中央突堤に来られた

方がほとんどであり中央突堤のポテンシャルが活かしきれていない実態も判明

した。 

 

 

  中央突堤の認知度向上のためには、良好な水辺の景観を活かしたイ

ベント開催や様々な社会実験の実施による情報発信が重要であると

言える。 
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④海とまちをつなぐ公民連携にぎわい創出事業によるニーズ把握結果 

 

■海まち弁天 STREET の調査結果の概要 

 【実施日】令和２年 11 月 15 日（日） 

 【いただいた主なご意見】 

  ○弁天町エリアについて、将来の魅力増進のため、必要と思うものがあればあ

げてください。 

・弁天町駅の更なるターミナル化（バス地下鉄 JR） 

・43 号線の徒歩、自転車での横断をもっとスムーズにできるようにしてほ

しい。 

・大阪ベイタワーの更なる活用。テナントの誘致。空庭温泉に立ち寄った帰

りに訪れたいと思う 

・外からの客も必要だが、住民の視点も必要。住民を巻き込めるイベントや

テナントをもっと充実させるべき・途中の商店街の店舗も開店していれば

もっと楽しめたと思う。街中にちょっとした飲食店があれば良い 

・定期的にイベントをした方が良いと思う 

・シニア向けの休憩所やトイレが必要。交通の便の改善（シャトルバスの運

行等） 

・海沿いの整備（散歩道を含む）、弁天埠頭の再開発、弁天マルシェの常設 

・天保山マーメイド像等のインスタ映えスポットを作ってほしい 

・弁天埠頭を利用した BBQ や釣り等のレジャー施設 

・弁天町・大阪港・USJ の船の運航 

・舟運を利用した展開周遊バスや人力車が必要、移動手段の拡充 

・将来のまちづくりの可能性が感じられるイベントであったので、定期的に

開催してほしい 

・公園、ライブハウス、飲食店が欲しい。景観を利用した天王寺てんしばの

ようなものがあると面白い 

・弁天埠頭を活性化してかつての航路を復活してほしい。 

・大正タグボートみたいにカフェやお店が海沿いに出来たら素敵だと思う。 

・弁天埠頭のにぎわい。加藤汽船ビルのリノベーション。 

・波除公園まわりの高架下に店が欲しい。 

・ファミリーで行きやすい飲食店を増やしてほしい、子どもと一緒に楽しめ

る施設や飲食店が少ない 

・防犯や災害対策の強化をお願いしたい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通結節点である弁天町駅のポテンシャルを活かしたまちづくり、歩

行者交通の利便性・安全性の向上、弁天ふ頭周辺の水辺の魅力向上、

舟運を活用したまちづくりの推進、防災・防犯面の強化の必要性 
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〇今後、特にイベントなどがなくても、弁天ふ頭に来てみたいと思いますか。 

 

 
回答
人数 

１ 非常に思う 36 

２ やや思う 61 

３ どちらでもない 46 

４ あまり思わない 55 

５ 全く思わない 7 

 

 

 

 

〇「１ 非常に思う」「２ やや思う」と答えた方にお聞きします。 

どのような理由で行きたいと思いますか 

 

 
回答
人数 

１ 水辺というロケーションが良いから 55 

２ 弁天ふ頭のレトロな雰囲気が良いから 55 

３ 散策などで時間をつぶせる距離にある  19 

４ その他  6 

 

 

 

 

 

〇「４ あまり思わない」「５ 全く思わない」と答えた方にお聞きします。どの

ようなまちづくりをすれば行きたくなりますか 

 

  

  1番目に重要 2番目に重要 3番目に重要 

１ シェアサイクルなど自転車利用の促進   58 10 2 

２ 駐車場を整備するなどして乗用車利用の促進    8 12 5 

３ 沿道のにぎわいづくりにより、歩くのが楽しくなる

仕掛けをつくる   
8 15 13 

４ バスなど輸送機関を提供する 9 19 12 

弁天ふ頭の利活用を進めるにあたっては、手軽に移動でき環境にも優

しいシェアサイクルなどの自転車を活用したまちづくりが効果的であ

ることが見えてくる。また、沿道のにぎわいづくりや歩くのが楽しく

なる仕掛けづくりの視点も必要であると言える。 
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■港区エリア別タウンミーティング 

 

○東部（弁天町駅周辺）エリア 

【実施日】令和 3 年 1 月 12 日（火） 

【いただいた主なご意見】 

  ・ベイタワーのボウリング場跡地にスーパーが進出予定であり、オーク弁天商

店会にも市商連に加入依頼するとともに、街灯の追加整備についても協力を

依頼し、まちの活性化を進めていきたい。 

   ・今回の舟運社会実験の舞洲ルートの設定、発着の弁天ふ頭まで近く良かった

と思う。 

  ・スタンプラリーに参加したが、商店街と公園の二か所のポイントが分かりづ

らかったが、多くの方が参加されていた。 

  ・波除地域も高齢者が増えてきており、若い世代が集まり、喜ばれるようなま

ちづくりをお願いしたい。 

・弁天町駅周辺は都市開発が進められ、市岡や南市岡地域は、東部エリアの居

住地として位置付けられると思うが、準工業地域で建ぺい率は 60％、容積

率 200%と周辺とくらべて低い状況であり、周辺の開発状況に応じて緩和

していただければと考える。 

   ・南市岡地域に若い人に来てもらい、教育の学力アップをめざす街づくりを推

し進めていただきたい。 

   ・市岡地域は、人口が少なくなってきており、駅からも離れているので、区内

移動がスムーズになれば便利になりありがたい。 

・現在、放置自転車の保管場所になっている市岡抽水場跡地の活用も考えてほ

しい。 

 ・弁天ふ頭で社会舟運実験をされたが、港区には渡船もあり、赤レンガ倉庫も

他の観光地にもあるので興味はない。 

  ・イベント時の店舗出店について、今後のまちづくりに寄与できるものとなっ

ているのか疑問を感じる。 

  ・シェアサイクルの社会実証実験で利用のされ方などの検証内容を教えていた

だきたい。 

・市商跡地については、住機能の活用となると思うが、ベイタワー北側にマン

ション建設も予定されており、弁天小学校のキャパを超えないように対応し

ていただきたい。 

・交流会館の開館に伴い、区民センターの跡地の検討も行い、にぎわい創出で

きるものにしてほしい。 

  ・社会実証実験は、イベントだけに終わらず継続して取り組んでいってほしい。 

   ・JR弁天町駅の駐車場の活用について、駅前の活性化の観点から取り組んでい

ってほしい。 

・弁天町駅前の花壇についても、国土交通省の協力もいただき、花を植えてい

るが、一年中区内に花が咲いているまちにしていただきたい。 

・弁天地域に子育て世代が増えてほしい。地域には、保育園も幼稚園もない。 

・「てんしば」のように、子育て世代が走り回れるようなエリアがほしい。 

・ドックランができる場所もあればいいと思う。 
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・弁天町での「POP BAY」や「くらしカレッジ」にも参加しているが、全国

展開している店舗でなく、地域の小規模店舗が出店しており、これから港区

にどれぐらい寄与できるかだと思う。 

・区内のグルメスポット等を巡る「観光タクシー」の導入を考えてほしい。港

区の観光、マーケットとしておもしろい取り組みと思っている。 

・三社神社や八幡屋公園でのガーデンブライダルイベントもやってみてはどう

か。 

 

○中部（朝潮橋駅周辺）エリア 

【実施日】令和 3 年 1 月 18 日（月） 

【いただいた主なご意見】 

  ・八幡屋公園でのイベント実施にあたり規制緩和されれば、まち全体が盛り上

がると思う。 

・昨年 5 月に予定していた「大かくれんぼ大会」も企画したが、コロナウイ

ルス感染拡大のため中止となったが、今年秋ごろに再度企画、実施したい。 

・港区の住民、家族で楽しめる場所が八幡屋公園であり、商店街にも人が流れ

るのが理想。 

・まちの声として、「ドックラン」や「スケボー」ができ、若い人が集まるイ

ベントができればと考えている。 

・公園事務所も管理が大変だと思うので、マナー向上につながればいいと思

う。 

・八幡屋公園は、楽しんで遊べる場所として、いろんなイベントを企画し、若

い人を応援していきたい。 

・商店街のイベント企画、実施の際には、八幡屋公園も連携、協力していた 

だいているので今後もよろしくお願いします。 

・年 1 回の単発イベントでなく、人を集めるには継続的なイベントが必要と

思う。 

・スケボーやバーベキューを有料化し、その収益で清掃費用を捻出していかな

いといけない。 

・スケボーもテニスコートぐらいの大きさで行うことができると思うので、公

園に常設施設として整備してはどうか。 

・キッチンカーなど、常設でなくても毎月定期的に実施すれば人が集い、新し

いものが生まれてくると思う。 

・八幡屋公園でよく散歩するが、スケボーはあぶない。 

・「八幡屋グランピック」など、若い人から年寄りまで参加できるイベントを

年 2 回程度実施してほしい。 

  ・毎朝ウォーキングをしているが、多くの方が毎日歩いておられるので、公園

内にスタンプラリーポイントを設置するなど工夫してウォーキングイベント

を実施してみてはどうか。 

  ・八幡屋商店街の入口付近でスケボーをしているのであぶない。 

  ・スケボーはできる場所を決めればいいと思う。 

   ・イベントなど様々な取り組みをされていることの情報がいきわたっていない

ように感じる。 
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  ・「保護犬」の取り組みを是非やってほしい。 

  ・スケボーもいいが、人を集客する取り組みをやっていった方がいい。 

  ・中部エリアでは若い人が減少していっているので、若い人が核となり様々な

企画を実施していけば、エリアでの商売も成り立っていくのでは。 

・八幡屋公園は「ジャガランダ」の木が有名で、神戸から団体で来られるぐら

いなので、インパクトのある素材を生かし、商店街にも人の流れを生み出す

仕掛けが必要と考える。 

・八幡屋地域には５階建ての市営住宅が集積しているので、建替されないので

あれば「無印良品」などとコラボしてリノベーションし、子育て世代を呼び

込んでみてはどうか。 

・地域では、50 歳台の方を中心に野菜づくりをされているので、今後、三十

間堀の埋立地を活用して貸農園にし、商店街やメルカリで販売もしてみては

どうか 

・八幡屋商店街の代表もしており、「Go To 商店街」にエントリーし、承認

されたので「商店街マップ」やイベントを企画していたが、新型コロナ感染

拡大により、中止となった。今後、感染状況をみて、実施したいと考えてい

る。動画も作成しており、ユーチューブで流す予定にしている。 

・港区から大手銀行が出ていくなど、まちに魅力がなくなってきている。 

・イベントだけでなく、生活しやすいまちづくりをめざすなら、抽象的なもの

でなく、区独自で家賃補助するなど、大胆な発想と取り組みで若い方に訴

え、呼び込むことが必要と考える。 

・まちのメインストリートなどに「落書き」が多いので、場所とコンセプトを

決めて取り組んでみてはどうか。 

・公園の向かいに「USJ」があるので、可能であれば「朝潮橋」「弁天ふ頭」

を結ぶ渡船の運航ができれば回遊性が生まれると思う。 

・他府県の方など「港区」がどこにあるのか知らない方も多いと思う。 

・他で取り組まれていないことを企画、実施するなど、差別化を図ることが必

要と思うので、地域の方と発信していきたい。 

 

 

〇西部（大阪港駅周辺）エリア 

【実施日】令和 3 年 1 月 25 日（月） 

【いただいた主なご意見】   

・いろんなベンチャーの方と連携して、「空飛ぶ車」など新規事業を創出して

おり、是非、天保山・中央突堤エリアでさまざまな実証実験の実施を通じて

地域活性化できないかと考えている。 

・築港エリアが、先進的な研究施設や、一流の文化芸術を発信する場となれば

多様な人材が集まり地域の魅力向上につながるものと考える。 

・天保山は江戸時代末期に砲台が築かれた歴史もあるので、東京のお台場など

上手く活用している事例も参考になるのでは。 

・中央突堤などいいところがあるが PR ができていないのではと感じる。例え

ば対岸には USJ もあるので、USJ のパフォーマー達が中央突堤などでも活

動してもらえると PRにつながるのでは。 
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・東京から大阪に転勤して築港に住んでいるが、東京と比べて大阪はベイエリ

アとしての打ち出し方が弱い気がしている。 

・大阪港駅のホームからの眺望が実は素晴らしいのだが、壁で遮られているの

で、中央突堤のサンセットなども眺望できるようにすれば良いのではと感じ

ている。 

・赤レンガ倉庫横のギャラリーCASO の運営者であるが、スタジオは多用途

に使用できるので、地域活性化のため協力していきたい。 

・６年前に市の公募で現在の赤レンガ倉庫の運営事業者として選定いただいた

が、地域の方々からも暖かく迎えていただき大変感謝している。これからも

地域に貢献し、活性化に寄与していきたい。 

・赤レンガ倉庫方面へのにぎわいの動線をもっとつくる必要がある。 

・今後、万博、IRなどをまちが発展する要素がある中で、港晴地域はその関係

者の居住地になることも予測される。むやみやたらな開発は避ける必要があ

るが、地域の商店街の活性化に繋がる開発は大変意義があると思う。 

・港晴地域は住宅が多いエリアで、高齢化が進み子供が少なくなってきてお

り、市営住宅もあるので、子育て世代が優遇される場所の確保をお願いした

い。 

・お年寄りから子どもまで、「つながり」をできるようなまちをつくりたい。 

・まちの活性化テーマとして、「健康と住宅」と考えており、実証実験のアン

ケートにあるように、港区で「スケボー」ができる施設をつくってもらいた

い。オリンピックの正式種目にもなったので、港区から「金メダリスト」が

生まれれば嬉しい。 

・私の近隣の市営住宅は、200 所帯ぐらいいるが、港晴小学校には 4 名しか

通っていない現状にあるので、若い人に入居していただくような働きかけを

お願いしたい。 

・昭和 2 年頃の中央突堤がにぎわっていた写真を持っているが、港区は、中

央突堤から区全体に発展してきた歴史がある。 

・意見というよりも相談になるが、社会実証実験に遊びの要素を取り入れ、日

常的なにぎわいとなればと実施してきているが、最終的に「遊びだけ」で終

わってしまっている懸念があり、「今後どうしていくべきか」悩んでいる。

いろんな方の意見を取り入れてやっていきたいと思うので、これからの道筋

のアドバイスいただきたい。 
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