
・トイレ

伊藤久美子

市民の憩いの場づくりにかかせないコミュニケーションがとれる芝生公園、遊

具、ベンチや休憩所などですが、特に衛生的なトイレは必須だと思います。

以前、堺市のイベントの際に市民の声で大きかったのが、公園内のトイレの

位置の問題だったように思います。

子どもたちが遊んで疲れて帰るときに、トイレの位置が入口付近になく、探す

のも大変だったとか、子供目線で設置してほしいだとか、色々ご意見があった

のを思い出しました。

脇田利奈
トイレがきれいだと嬉しいです。

（現在のトイレを見たことがないため、すでにきれいかもしれないですが）

・ベンチ

中辻さつ子 木陰やベンチなど座ってゆっくりと休憩できるところを作ってほしい。

貝谷理穂子 手洗い場、屋根付きベンチ

小倉弓果

グループでの利用者だけでなく、一人で過ごしたい人が気後れせずに居心地

よく感じられるような空間があると利用者が増えて活気が出るのではないで

しょうか。池や植栽を眺めてぼんやりする、お弁当を食べる、読書をするなどし

て自由に過ごせる芝生、ベンチ、またはちょっと腰を掛けられる段差のようなも

のがあるといいと思います。

米田啓吾
緑豊かな景観とため池の景観で憩える空間

→景色を楽しみながら飲食、くつろぐことのできる施設(机、椅子等)の整備

脇田利奈
大学の部活などのイベントで使えるような、大きなレジャーシートを敷いて座っ

てお話できるようなスペースがあると嬉しいです。

髙田彩加 屋根のある休憩所、ベンチの充実。

Q１.公園施設に望むもの（例：芝生広場、健康・スポーツ施設など）

水賀池公園等の再整備について



・広場、芝生

静又三
屋台やキッチンカーを呼ぶ、区民フェスタの盆踊りをするなどイベントを行うこと

ができる広い空間もにぎわいを生むためには必須である。

中辻さつ子
フリーマーケットなどができる広いスペースがあれば若者も出店などしてくれるの

ではないか。

中辻さつ子
コンサートイベントなどができるような舞台等を作れば若い人も集まるのでは

ないか。

髙田彩加 ピクニックができたり、こどもたちが自由に遊べたりするような芝生広場。

桂恵輔

中区在住の友人(大阪公立大生)によると、芝生広場など誰でも長時間い

られる広場にした場合、マナーの悪い人が集ってゴミが散乱したり、夜中に騒

音で周りの人が迷惑する可能性があるので、広場ではなく何かしらの施設に

するのが良いとのことです。

太田佳世 芝生で子どもたちがいっぱい走れる、スポーツができることを望む。

・防災拠点

伊藤久美子

最近では南海トラフ地震に備えて、防災のことが話題にでるほど、危機感を

もたれているように思います。防災拠点になるような設備、例えば、仮設テン

トが張りやすくできる設置場所や、備蓄倉庫、自立発電できる照明器具な

どを設備してもられば、拠点場所としての役割も果たすことができると思いま

す。

静又三 災害時に避難場所として活用できる大きな広場は必要である。

澤本美奈子
災害用トイレ設置（マンホール）と炊き出し用の場所（ガス・水道・電

気）

神崎隆之介

水賀池公園の再整備案として池を埋め立てて新たに災害時のオープンス

ペースに利用することが検討されているが、私は水賀池を埋め立てることに反

対である。災害時のオープンスペースであれば、公園の隣に東深井小学校

があり、そのほかにも大阪公立大学や原池公園があることなどから新たにオー

プンスペースを作ることよりも、地域住民の憩いの場としての池とウォーキング

スペースを残すべきであると考える。



・花

静又三
ツツジや桜などの花については、好きな人もいるため、計画的に残す部分は

残してほしい。

中辻さつ子
水賀池公園はツツジや桜などの花がきれいというイメージがあると思う。お花

による癒しは残してほしい。

澤本美奈子 現在桜・つつじが美しいので残ればよいと思います。

髙田彩加
現在もあるツツジの群生の他にも、季節の花が咲くようなところがあると写真

スポットととしても魅力的に感じられる。

太田佳世 水賀池公園の一番の見どころであるつつじや桜をできれば残してほしい。

・遊具

桂恵輔

子ども向けの大きな遊具。私が子供の頃に近くの公園に整備された大きな

遊具（ジャングルジムや滑り台・吊り橋などが複合したもの）は大好きだった

ので、そのような遊具があれば子供たちも嬉しいのではないかと思います。

森田裕之

現状の内容プラス高齢者向け健康遊具など、基本的にメンテナンスや管理

に大きなコストが生じないもので子供と高齢者が共に楽しめるような公園。

特に他では無い何か（遊具でもなんでも）を取り入れ、魅力度の増大を図

るものが取り入れられていることが望ましい。

澤本美奈子 身体のための器具、腹筋台やぶら下がりなどあれば楽しめる。

髙田彩加

ローラースライダーや大型アスレチック、トランポリンなど、小さな公園にはない

遊具の充実。また、障がいの有無に関わらず楽しめるインクルーシブ遊具の

導入を検討してみてはどうか。

髙田彩加
引き続きウオーキングコースの設置をするとともに、高齢者を主な対象とした

健康遊具を設置することで、多世代が利用しやすい公園になると思う。

脇田利奈

小さい子供やお年寄りが安心して過ごせるスペースと、小学生以上の学生

が活発に球技などをできるスペースと、両方があると、より多くの人が楽しめる

公園になると思います。



・噴水、水遊び

髙田彩加
噴水や小さな子供でも水遊びが出来るような場所、もしくはビオトープなど自

然を感じられる場所があるとより楽しく遊べると思う。

山口睦季

幼児でも遊べるような水遊び場。地面から低高度の水が噴出してくる噴水

や、足首あたりまでの深さの水が流れる（たまる）場所など、比較的よく見

られるような水遊びのための場所。

・バーベキュー施設

藤田浩子 バーベキューをして良いところがあれば嬉しいという声がありました。

脇田利奈

実現可能性は低いかもしれないですが、BBQができると、大学生の利用は

増えるのではないかと思います。（近くにBBQ施設ができたので競合するか

もしれないですが、公園だと大人数でできるので、部活等には需要があるよう

に思います。）

・ボール遊び、道具の貸し出し

山口睦季 ボール遊び専用の広場。ボールが人に当たってしまう事故を防ぐため。

神崎隆之介

球技などを楽しむことができるスペース。近年は公園に遊具などの設備も減

少しているが、球技をすることができる公園が減少していると感じている。子

供のうちに球技に触れる機会が減っていることから、野球など競技人口が減

少しているのではないかと考える。

米田啓吾

ボール遊びができる空間、小さい子どもが遊ぶことができる芝生など、年齢や

使用目的に応じた安心して利用することができる空間があればよいと思いま

す。

髙田彩加
ボール、フリスビー、フラフープなど公園で遊ぶための道具の貸し出しサービス

があると手ぶらでも行きやすいと思う。

藤田浩子
ネットがあればバドミントンやミニバレーボールを気軽に楽しめるかもしれないと

いう声がありました。



・その他施設

山口睦季

スケートボードが出来る場所。一般道路や幼児がいる公園でスケボーをして

いる人を見かけるので、スケボー用の場所を用意することで、そのような危険

な光景も減るのでは無いか。

山口睦季 ドッグラン

米田啓吾 中高生の利用として学習ができる空間

森田裕之

周辺のスポーツ施設や文化施設などとの連携を図るのであれば、交通手段

としては自転車が1つの候補と考えられるので、シェアサイクルのハブポートお

よび駐輪施設を整備する必要もあると思われる。

・イベントの開催

米田啓吾
ジョギングコースを利用したジョギング、ウオーキング教室や広場でのガーデン

ヨガ教室等の健康促進イベント（民間施設？）

陳代修平

利用方法を考えるにあたって、「どういう使い方をしたいか」をみんなでアイデア

出しをするワークショップを開催すると良いのではないかと思いました。空間を

作る前にみんなで理想的な空間づくりを考え、実際の使い方に合わせてルー

ルも見直していくという流れを作っていけたら、多くの人が利用しやすい公共

空間になるかと思いました（公園を利用するにあたってのガイドブックを区民

の皆さんと一緒に作ってもいいかもしれないですね。後述の草津川跡地公園

では、「くさねっこブック」というルールブックが市民と共同して作成されていまし

た）。一定期間、大きく制限を緩和して、社会実験期間を設定し、様々な

実践例を作っていくというのも大事かもしれないです。それを他の人が見ること

で、「私ならこれができるかもしれない」と思ってもらえたら、公園をうまく活用

する人が増えると思います。

米田啓吾

地域住民の公園作りの参加

→植物の手入れなど公園の管理の一部を住民に任せ、自然環境の保全・

創出の提供に努める。また、薔薇園など四季を通して見応えある景色づくり

を行い鑑賞者の動員を目指す。

松居勇

オープンスペース等を活用した地域イベント開催等。

過去に中区でのイベント開催の話題があった際に、駅からアクセスの良い広

い空間がないという意見があったことを覚えている。



・その他意見

陳代修平

余白のある空間になればいいなと思います。最近の公園は「〇〇は禁止」と

いうのが多いですが、「たとえば〇〇な使い方ができます」というような標記を

おき、様々な活用方法を区民の方から提案できるような空間になればいいと

思います。

大阪府茨木市の『IBALAB＠広場』は実際にそのような運用をされていて、

広場のコンセプトを「ハーフメイド」と設定し、はじめから完成した場所ではな

く、”つくって””つかって”を繰り返し、ルールや設えを検討しながらバージョンアッ

プしていく広場として運用されています。その結果、芝生広場を利用して地

域団体による屋外ミーティングが開催されたり、屋外ヨガ、ジャズバンドによる

演奏など、地域の方による自主的な取り組みが多数行われています。

「様々な取り組みが生まれる」公共空間として公園が機能することで、区民

の地域活動が活発になるきっかけを作っていけると思います。

森田裕之 池が一部残るのであれば、池の周囲の道幅はもう少し広いものが望ましい。



・飲食店

伊藤久美子
飲食店でもテイクアウトで持ち帰りができるようなところが多くあれば、公園で

お弁当感覚で楽しめる機会も増えると思います。

静又三
人が集まりにぎわうことが大切だと思うので、いろいろな人が集まるような人気

のカフェやお店などがあればよいと思う。

中辻さつ子
カフェなどコーヒーを飲んだり軽食を食べたりしながら座っておしゃべりなどできる

ところが欲しい。

中辻さつ子 「食」が充実すれば人は魅力を感じて訪れてくれると思う。

桂恵輔
カフェ。おしゃれな公園では園内にカフェがあるところがあり、近くの公園にその

ような場所があると人が集まるのではないかと考えました。

小倉弓果
テイクアウトもやっている飲食店があると、買って公園内で食べようという気分

になりそう。

森田裕之

飲食店や食に関係する専門店。いずれの店舗もリピート回数がそれなりに

期待できるカジュアルプラスアルファで質の高い店舗を厳選する。小売店に関

してはベーカリーやパティスリー、お茶やコーヒー、酒類など嗜好品も含んで質

にこだわっている店舗が望ましい。

米田啓吾 カフェなどのちょっとした飲食店

脇田利奈 カフェ、コンビニ、お手頃な飲食店が近くにあると嬉しいです。

髙田彩加

カフェ、レストラン等の飲食店の充実。また、テイクアウトができると公園で食

べることもできてよいと思う。週末にキッチンカーの出店などがあるとより楽しめ

そう。

民間施設に望むもの（例：スーパーマーケット・飲食店など）



・飲食以外の買い物施設

静又三

大規模なスーパーマーケットなどができた場合、人の流れが変わり地域の商

店・スーパーなどに大きな影響を与えてしまうことが考えられる。そういった地

元のお店との共存も含めてどんなものがあればよいのかを考えてほしい。

貝谷理穂子 自動販売機の設置

桂恵輔

農産物直売所・野菜が買える場所。中区在住の友人によると深井のあたり

は地元堺市・大阪府産の野菜を取り扱ったスーパーが少ないとのことです。

農産物の直売所などがあれば地産地消につながり良いのではないかと考えま

した。

山口睦季

薬局。絆創膏や消毒セットを置くことでけがをしたときすぐに処置しやすい。ま

た、熱中症への対応もとりやすくなると思う。もし水遊びの場所をつくるなら、

おむつの需要も出てくるのではないかとも思う。

神崎隆之介

私が民間施設に望むものは、衣料品店である。中区の主な商業施設を見

てみるとダイエーをはじめ、イズミヤなど食料品店が数多くある。また、深井プラ

ザには魚民をはじめドムドムバーガーなどもあり、飲食店も充実している。しか

し、衣服に関しては婦人服店しかなく、若者の興味を引くような店がないので

はないかと感じた。そのため、服が欲しい際には泉ヶ丘駅や堺東駅など他の

駅まで行く必要がある。駅前に若者向けの衣料品店があればより多くの人が

深井駅周辺を訪ねるのではないかと考えた。

藤田浩子 子どもが小銭で買い物できる駄菓子屋さんがあればよいのではないか。

髙田彩加
スーパーマーケットかコンビニがあると、公園に遊びに来たついでに買い物もで

きてよいと思う。

太田佳世 スーパーができるとうれしいです。



・子どもの施設

山口睦季

託児所。保護者が食事をする、ショッピングをする時に預けられる場所。保

育所のような場所でも良いし、スタッフが公園内で一緒に遊びながら面倒を

見るのも一つの案としてあるのではないかと思う。

澤本美奈子 乳幼児の遊び場所と相談窓口（子育て支援センターなど）

髙田彩加

屋内での子どもの遊び場や運動施設（スポーツ、フィットネスクラブ）がある

と天気に関わらず楽しめると思う。また、広い敷地を生かして、テニスやサッ

カーなど運動系の習い事ができるところがあってもよいと思う。

太田佳世

周りの人からの意見としてスーパーや病院ができて、そこを利用する人は1時

間など、無料で子どもを保育してもらえる場所があるとゆっくり買い物できリフ

レッシュにつながりうれしいと意見あり。

太田佳世

地域内に学校で使用するノートや文房具を売っているところがないのでこども

交流にもつながるような昔ながらの文房具屋や駄菓子屋さん（子ども食

堂）を作りたい。

太田佳世 児童館を作ってほしい。

・娯楽や運動施設等

伊藤久美子
スーパーマーケットや飲食店などは当然ですが、最近はスポーツ施設、特にス

ケートボードやフィットネスジムも多く出店されてきているのが目立ちます。

伊藤久美子 コロナ禍の中では、屋外で楽しめる施設があればいいと思います。

山口睦季

ペット用トリミングサロン。ドッグランで体を汚してしまったペットをシャンプーして

もらえる場所があると嬉しい。またトリミング中に公園で遊んだり民間施設を

利用したりする人がいるのではないかと思う。

澤本美奈子 映画館



・その他

松居勇

民間施設が入るとしても、公園と連続したスペースというか、いわゆる広場の

ように利用できる、人のにぎわいを感じられるようなオープンな空間があればと

思う。

米田啓吾
イルミネーション(堺イルミネーション(ザビエル公園))や休日にイベントを開催

し、近隣のお店に出店して頂き、ひとが集まる機会を作る

陳代修平

民間資本を入れるのは、公共空間を使って賑わいを作り、そこで稼いでも

らった上でそのお金の一部を市に納付してもらうところまでがセットかなと思い

ます。そしてそのお金を市民に還元していく。公園の利用に合わせてしっかり

人を呼び込む仕掛けを作っていってほしいと思います。

滋賀県草津市にある草津川跡地公園では、公園管理の部門と、市民利

用などに関する市民活動部門と、民間事業者などの事業者部門が連携し

て、賑わいづくりを作っていると聞きます（管理体制は3つの部門をそれぞれ

を担当する事業者が共同事業体を構成し指定管理を受託）。水賀池公

園でも3つの部門がしっかり同じ方向を向けるようにした上（ここは行政の役

割と考えます）で、民間活力を最大限生かし、人を呼び込む取り組みを行

なってもらい、かつ外から見えやすい取り組みを実践（カフェやオープンなマー

ケットなど）してもらえたらと思います。



・設備、交通

貝谷理穂子 隣接する歩道で、山なりになっているところを平らにしてほしい。

米田啓吾

中区に住んでいてよく公園の周辺を通りがかりますが、公園であることがわか

りにくいように思います。駅や公園の周りに大きな標識がないため公園という

よりは大きな池があるだけなのではないかと思ってしまうと思います。

山口睦季
トイレの個室に着替えるために素足をおける台があれば、汗をかいた人、水に

濡れた人が着替えやすいのではないかと思った。

髙田彩加

災害時に利用することを想定するなら、ソーラーパネルの街灯やかまどになる

ベンチ、停電時でも利用できる自動販売機などの設置があるとよいと思う。ま

た、この公園を利用した防災訓練などを行って、災害時に利用できるものを

住民に周知するとよいと思う。

澤本美奈子

自転車置き場を整備して、子どもを乗せるよう（ママさん用）と普通の自転

車置き場にする。

料金を支払っても安全に自転車を置ける方が良いが高いと置きにくい。

澤本美奈子 原池体育館への直通バス。

髙田彩加 広めの駐車スペースがあると、より足を運びやすいと思う。

髙田彩加
堺市シェアサイクルのサイクルポートを設置することで、駅や中区の他の施設

等からのアクセスが良くなると思う。

その他のご意見



・イベント

松居勇

上記について、近隣で言うと、泉ヶ丘駅前にある「いずみがおか広場」のよう

な空間をイメージの参考にした。あそこは公園ではないが広々とした空間でイ

ベントスペースとしても活用されており、商業施設もあるので人の往来も豊富

にあり、そのような活用ができたら望ましいと感じた。

欲張って考えると、中区における市民活動（アクティブな市民）の活動拠

点のようなイメージをつくれないだろうか。そうなると、事前に該当する団体等

と意見交換を行いながら一緒に活用イメージを深めていけたら良いかもしれ

ない。

そう言えば、河内長野に多目的スペース等を兼ね備えている商業施設があ

ることを思い出した。

https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/30/53216.ht

ml

陳代修平

再整備の過程をオープンにしたり、ワークショップなどで意見を出せる機会を

作ったり、社会実験などで実践できる機会を作ったりすることで、様々な人に

「関わりしろ」を作っていくことが、区民や区に関わる人にとって「わがごと化」に

つながり、その結果「自分も過程に関わったから利用する」「自分が関わったも

のだから他人に利用をおすすめする」といういい流れを作っていけると思いま

す。

公共空間は誰のものではないからこそ、「私には関係ない」と思われがちで

す。でも、特定の誰かのものではないのが公共空間であり、つまりそれは「わた

したちそれぞれのものである」という風に思ってもらって、いろんな人に愛着を

持ってもらえる公園になったらと思います。

その結果、多くの人が利用する賑わいのある公園になっていったらいいなと思

います。

髙田彩加
公園内で定期的にイベントを行うと、賑わいが生まれると思う。例えば、フリー

マーケットやマルシェ、冬のイルミネーションなど。



・その他ご意見、感想

金澤正巳

今回の区政策会議での意見提出に先立ち、校区でも意見を聞いてみた。

花や池の景観は現在でも周辺住民の安らぎであり、それがなくなってしまうの

ではないかという不安や、にぎわう施設ができることによる心配の声、一方で

夏場の池のにおい、もっと広く魅力ある公園にしたいとの現状に満足しない声

など、新しい公園についての期待を感じさせるもの、また、現状のままがいいと

の声、期待、不安も含めてさまざまな意見があった。

水賀池公園がある深井駅の周辺は駅完成から年数がたち、当時からは社

会も変化し、「まちの魅力が徐々に失われているんじゃないか」、「もっと良くな

るんじゃないか」、という深井駅周辺が活き活きと賑わうようになればと求める

声を多数耳にしている。

水賀池公園という貴重な地域の宝をこの状態のまま置いておくのではなく、

人が集う魅力ある公園として生まれ変わらせることが、地域の思いを後押し

することじゃないか。そういう思いで私は「深井駅周辺地域活性化プロジェク

ト」設立に関する発起人となった。

水賀池公園やその周りが、人々が集まる憩いの場となり、よそからも行ってみ

たいと思われるような魅力的なものになるようにしたい。

伊藤久美子
新しく生まれ変わる公園であればあるほど、素晴らしい公園と思える場所にし

てほしい。

中辻さつ子
若者、女性も含め市民や訪れる人どなたにとっても、ゆっくりしようと思ってくれ

る憩いの場となるようにしてほしい。

脇田利奈

公園において、大学生が集まりすぎると、地域の子供やお年寄りの憩いの場

としての役割を果たせなくなるかもしれないので、あくまで、地域の方の求める

ものであるほうがいいかなと思います。

桂恵輔

水賀池公園には数度足を運んだことがあり、ウオーキングコースを歩きまし

た。とても良い場所であると感じているので良い改革が行われることを期待し

ます。

静又三

現在の深井駅はサラリーマンが朝、夕通勤の際に通るだけで、わざわざ目的

をもって訪れる人は少なく、駅中の店舗は苦労していると思う。

そういった状況だからこそ、水賀池公園という資源を活かして深井駅に人が

来てもらえるようにすることがいかに大事かということを考えて進めてほしい。

太田佳世
中区や地域の人たちの交流や活性化につながるような交流づくりの場や学び

の場、相談できる場を作りたい。



山本章雄

①　「中区地域計画」（令和３年３月）では、水賀池公園等の再整備

事業を深井駅周辺活性化プロジェクトの中の「重点目標Ⅰ」として位置づけ

ており、この公園再整備だけに焦点を矮小化して検討するのではなく、同プ

ロジェクト全体の総合性・整合性・連携性を考慮しながら検討をすべきであ

ると考えます。

②　この観点を基に意見を申しますと、「中区地域計画」にも記載があります

ように、駅周辺であるこの地域のポテンシャルをどのように生かすか、また、変

化する社会情勢を考慮した価値創造をいかに実現するかが、公園整備、

民間施設導入においても大切な発想のポイントになると思います。

③　このようなロジックで考えますと、中区の中核地域である深井駅周辺は

「コンパクトシティ」（中心部に商業施設・役所・生活施設・医療を集結させ

た街）の考え方で整備すべきであり、また、将来の社会変化を考えますと

「スマートシティ」（ＩＣＴ技術を活用し計画・整備・管理・運営が行われる

全体最適化が図られる街）の考え方も併用して整備すべきであると思いま

す。

④　具体的には、現行の公園開放部分（２万ｍ２）と埋め立てで得られ

る（４万ｍ２）および民間施設（２万ｍ２）を個別の発想で整備する

のでなく、駅とのアクセスをどのように整備するか、また、駅前ロータリー再整備

とどのようにマッチさせるかなど、③の考え方を基にトータルな街づくりとして計

画することが重要であると考えます。

⑤　また、公園や民間施設（カフェ・スーパーマーケットなど）には、単に散

歩やこども達の遊び場、また、商業だけといった従来型の機能のみではなく、

複合的で多様な機能（教育・スポーツ・介護・医療・旅行・案内・役所な

ど）を持たせ、人が集い、人が交流し、人が活動する「場づくり」

を目指すことが、目的である魅力向上、地域活性化につながると考えます。



森田裕之

私は大阪公立大学の教員であり，大学の所在自体は中区内にあるが，

住所は異なるため地域の当事者の観点というよりは自分がここに住むとした

ら，どのような整備環境が望ましいかを考えることにする．考えるにあたっ

て，別紙にある人口と産業の状況を簡単に調べてみたところ，大きくは以

下のような点がわかった．

（考察1）世帯別構成比率を堺市（中区も含む全体），大阪市の双

方と比較したところ，全体としては類似しているものの，中区は３人世帯の

構成割合が相対的に大きいことがわかった．

（考察２）企業数において各区間で比較したところ，掲載している4つの

分野においては順位でいうと４位以下であり，特に際立っているところがな

い．

考察１より，４人以上の世帯は大阪市のほうが多いが，これは必ずしも

親と子供という組み合わせとは限らないため，３世代居住のようなケース

や，両親との２世代居住も考えられるため，一概に世帯主とその１８歳

未満の子供とは限らない．その点では３人世帯であってもその内訳は詳細

に分析しなくては分からないが，このエリアがベットタウン的な状況であることも

考えると，両親と１８歳未満の子供１人の３人世帯が多いのではないか

と推測できる．（これについてはあくまでも推測であるので必要であれば詳

細な調査が必要）そのためこのような家族のニーズを取り入れた設備の充

実が必要となる．

考察２より，各区の人口や立地状況も大きく異なるため単純な比較をする

ことに意味はないが，生活に比較的直結していると考えられるこれら４つの

分野の企業が，それほど多いわけではない．逆にいえば人口総数でいえ

ば，堺市の中で５番目の区であるが，中区まではいずれも１０～１５万

程度の範囲にあり大きく異なるわけではないことから，主として居住エリアに

なっていると考えられる．

　また提供された資料から，周辺には専用スポーツ施設，アウトドア施設，

商業施設が存在している事がわかり，専用スポーツ施設とアウトドア施設な

どはこれらを活用した棲み分けをつべきであり，類似施設を作ることは得策と

は思えないし，そもそも公共のスポーツ施設を全面的に押し出した開発をし

ても採算的に大きな問題が生じる，



　一方，商業施設もイズミヤ泉北店の他にも，隣接地域には，府内での

店舗面積規模が１５位のArio鳳が存在している．

（http://www.burantasu.com/sc/list_p_rs/kansai/osaka_ad

_1.htmlによる）

Ario鳳は複数階の構造ではあるが，店舗面積が48,220㎡存在してお

り，今回の計画総面積が6万㎡程度であることを考えると，仮に全部を商

業施設にしたとしても圧倒的な集客を図ることは困難であるし，そのような

形で外部からの来客を求めることが，水賀池近隣の状況から考えて本当に

必要なことであるかは疑問がある．また以前Ario鳳およびその近辺の商店

街を視察したことがあるが，平日における来客については多いという印象は

なく，これも採算的には実現の際には慎重な検討が必要となる．

　別の観点から，地域の状況を確認するため，大阪公立大学から自転車

で土塔公園，および水賀池を一周してみたところ，土塔はかなり珍しいもの

であることは理解できたものの，現状ではこれで集客ができるわけではないこ

と，そして池周囲の道は桜とツツジは咲いていないものの，見事に植樹され

ていることが分かった．しかしながら池周囲の歩道は道幅が狭い印象を受け

た．また地図では理解していたものの，小学校がほんとに近いこともわかっ

た．また，食事も検討してみたが，利便性の良いところに適切な店舗がな

いように思われた．

　以上の状況を踏まえて必要なものを考えると，外部の集客を主として期

待するような開発ではなく，近隣住民の効用を高めることを主体とし，それ

が外部の需要を生み出すようなタイプの開発が望ましいのではないかと考え

る．これは所得層などの調査が必要であるが，リピート利用の必要性なども

考慮すると，飲食店を中心とした専門店の展開が重要であると考えられ

る．店舗の規模は限定した食の専門店を複数集めることで，地域住民の

リピート率を向上させ，鉄道を交通手段とした外部からの需要の取り込む

方法が望ましいのではないかと考えられる．



図１：中区と堺市全体及び大阪市全体との世帯構成比較

（データ引用元）令和２年国勢調査　人口等基本集計　第８－２表

世帯員の年齢による世帯の種類，世帯人員の人数別一般世帯人員－

全国，都道府県，市区町村

図２：堺市内の区間の業種比較（一部）

（データ引用元）平成24年経済センサス‐活動調査　参考表(町丁・大

字別集計)


