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はじめに 

 

麻布を語る会「麻布地区版基本計画策定」分科会   座長  井上 英一 

 

■はじめに 

グローバル化が急速に進展している今日、政治、経済、社会、環境等における国

内外の諸情勢は、従来の経験や原則では解決できないような課題が山積みされてい

ます。 

港区は、アベノミクスの成長戦略の柱の一つである国家戦略特区となることが期待され、さらに2020

年の東京オリンピック・パラリンピックにおける中心的な役割を担うことが期待されています。 

特に、各国の大使館が数多く立地している麻布地区は、国際・文化都市として、様々な情報を世界に向

けて発信する役割が求められているのではないでしょうか。 

当分科会の前身の会は、平成25年２月に駐日欧州連合代表部と懇談会を行いました。その際、麻布地区

で生活する外国人は、「麻布という場がつくりだす新しく歴史に富んだ都市文化の色彩」に魅了されてい

ること、麻布地区が国際・文化都市へ発展していくことを期待していることを強く感じました。その一方

で、私たちは、「麻布」と各国大使館が日常生活の中で地域住民としての交流を持ちながら「文化都市生

活」を送ることこそが、世界平和の象徴なのではないかと思いました。 

麻布地区がさらなる国際・文化都市へと発展していくために、「遠望近視」の観点から、「自助・共助・

公助」によってあらゆる挑戦をしていかなければなりません。 

 

■検討の経緯 

私たち一人一人がお互いに共感する意識を持つかどうかで、地域社会や地域環境は大きく変わってきま

す。それは、誰もが日常生活の中で経験するところではないでしょうか。 

ここで言う「共感」とは、想像の中で苦しんでいる人の身になることであると考えます。一人一人が、

このような「共感性」に加え、「創造性」を持ち合わせることで、理想的な地域社会が実現できるのでは

ないでしょうか。 

そのようなことを念頭に置き、さらに後述のような様々な背景を踏まえながら、現行の麻布地区版計画

書が定める３つのテーマ（テーマⅠ ひとにやさしい都市空間のまち、テーマⅡ 誰もが愛着を感じるま

ち、テーマⅢ 生活者の目線にたったまち）ごとに、「地域の現状と課題」、「課題改善のアイディアや新

たな意見」ついて議論・検討を行いました。 

そして、このたび、私たちが多角的に議論・検討した成果を、「港区基本計画・麻布地区版計画書策定

に向けた麻布地区からの提言書」としてまとめました。 

 

■検討する上で考慮した背景 

「防災」 
30年以内に首都直下型地震の発生が予想されています。そのような背景を踏まえて、「自助から共助！」、

地域防災力向上のための一人一人の意識の向上は必定であることを確認しました。 

「環境・資源」 
経済成長とエネルギー消費は切り離すことができるという考え方が、国際連合に関与する専門家の間で

議論されています。これをデカプリングと言い、「地球上の70億人が米国人と同じスタイルを享受しよう

とするとざっと地球５個分の資源が必要になる。残念ながら地球は一つしかない。人々の欲求を満たしつ

つより洗練された資源消費をめざそう」という解釈です。言い方を換えれば、「知恵を使って金をかけず

に充足した生活を送る」ということでありましょう。 



 

ii 

 

 

「文化資源の発掘」 
「麻布地区」に埋もれている文化資源（歴史・芸術・科学・人文研究・生活）等は、多岐にわたってい

ると考えられます。そのような文化資源を発掘、創造することは、国際・文化都市をめざす上で必須の課

題です。 

「社会福祉・教育」 
高齢化や少子化の影響で大都市のコミュニティが衰退するという不安が広がっています。麻布地区の現

状をしっかりと踏まえ、活力あふれる麻布地区の未来に向けて、介護、医療、待機児童対策等の多様なサ

ービスを整備していくことは急務です。さらに、子育て支援の一層の充実を図り、女性が働きやすく、併

せて超高齢社会のための環境整備も必要です。 

生き甲斐を持ち続けた高齢者の生活の経験や体験は、「家庭教育」の教材の宝庫です。世代を越えたコ

ミュニケーションを通して、「家庭教育」の真髄を見出すことができるでしょう。 

子どもにとって家庭とは、生まれると同時に所属する集団であり、 も基礎的で、発育に影響を及ぼす

重要な集団です。子どもが家庭の中で習得した価値観、規範、思考、行動様式は、子どもの発育過程に大

きく影響します。 

さらに、家庭での子育てのあり方は、社会全体のあり方に左右されると考えられます。今日の問題とな

っているしつけの混乱や公園デビューの難しさ等は、ひとり親家庭の増加、児童虐待の増加、少子化の進

行など社会情勢の変化の影響を少なからず受けているのではないでしょうか。 

家族はどのように変化してきたのでしょうか。家族の変化に伴って、親子関係はどのように変化し、家

庭教育にどのような問題が生じているのでしょうか。子どもたちの未来のために、親の不安と戸惑いに共

感する心を持ちながら、育児環境、子育て支援、都市型コミュニティのあり方など地域で支えあうアイデ

ィアを住民同士で議論することは、地域教育のアイデンティティーを方向づけるために重要であると考え

ています。 

「ネット社会」 
インターネットの普及により、どんなに離れた場所にいても超高速での膨大な情報のやりとりが可能に

なりました。さらに、我々が追いつかないほどの速さで、技術が日々進歩しています。 

ネット社会は、利便性ばかりが強調されていますが、一方で、個々の「判断力」が衰退していくという

怖さを持ち合わせています。私は、特に子どもの判断力の衰退を危惧しています。しかし、それを補うも

のは「地域コミュニティ力」ではないでしょうか。「麻布地区」に芽生えた「地域で支えあい健やかに暮

らせる麻布のまち」をめざし、一人一人が地域コミュニティに参加することを期待しています。 

 

■これから 

私たちは、区が本提言書をもとに港区基本計画を策定し、「遠望近視」を図りながら（優先順位やウエ

イトをつけながら）予算編成に取組むことを望みます。 

本提言の策定にあたり、多くのサポートをしていただきましたソウ副座長、広瀬副座長には、あらため

て感謝を申し上げます。また、多忙にも関わらず分科会にご出席いただき、貴重なご意見を出していただ

きました分科会メンバーの皆様にも重ねて感謝を申し上げます。 

世界の何処にいても人間は「華」を咲かすことが出来ます。「華」のある「楽しい家族生活であり麻布

の生活」でありたいものです。 
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麻布を語る会「麻布地区版基本計画策定」分科会   副座長  ソウ チョンウォン 

麻布を語る会「麻布地区版基本計画策定」分科会に参加させていただき早いものでもう一年が経ちます。

第一回目の分科会で皆さんとお会いしたのがつい昨日のことのようです。 

私は外国で生まれ育ち、成人してから日本に来ました。留学生や社会人をしながらも、いつまでも日本

は、自分にとってよそよそしい外国であり仮住まいのような感覚でいました。当然、地域コミュニティと

のつながりも全くありませんでした。日本に来て８年が経ったところで結婚と出産を経て、真剣に住む場

所について考えるようになりました。共働きなので通勤時間がなるべく短いところがいいとか、小さい子

どもを安心して預けられるところが近くにあるといいとか、学校の場所や通学路は危なくないかとか、病

院はどこにあるのか、災害時の緊急対応はどうなっているのかなどいろいろ気にしだしたらきりがなかっ

たのですが、 終的に決めた住まいは港区麻布地区でした。 

麻布地区は、港区の中でも特に大使館や外国人居住者が多く、国際結婚をしている私達夫婦と二人の間

で生まれた子どもにとっては非常に居心地の良い環境でした。ご近所の人々も、外国人だからといって珍

しがることなく、近くのスーパーに行けば欲しい食材も簡単に手に入るなどとても快適でしたが、生活し

ているうちに少しずつ色々なモノが見えてきました。ベビーカーでスムーズに行き来できない凸凹な歩道

や狭い歩道を突進してくる自転車、エレベーターのない駅舎にも泣かされました。子どもが小学校に上が

って鍵を持たせてからは、街の安全、治安、災害時の対策などが特に気になりだしました。 

そんな私に今回の分科会への参画の機会が与えられ、地域コミュニティに関わることができ、普段の生

活で見ている現状や課題点などを語ることができたことに心から感謝しております。一緒に意見を出して

いただき議論してくださったメンバーの皆さんにも感謝の言葉を贈りたいと思います。この分科会におい

て、現行の「麻布地区版計画書」の体系に沿って「ひとにやさしい都市空間のまち」、「誰もが愛着を感じ

るまち」、「生活者の目線にたったまち」の３つのテーマについてグループ議論と全体議論を重ねること一

年。40 の提言としてまとめることができましたが、この提言書は 終的な形ではなく、ここからスター

トです。区民の生の声から生まれた提言一つ一つが事業化され実現され、麻布地区の国際的な特徴を生か

して、イキイキとした住み良い街になりますように祈っております。 

 

 

麻布を語る会「麻布地区版基本計画策定」分科会   副座長  広瀬 康令 

約１年間にわたり、麻布を語る会「麻布地区版基本計画策定」分科会に参加させて頂けた事を区民とし

て大変感謝を致しております。この様な形で、自分が住んでいる地域について、色々な区民の方々とディ

スカッションが出来る機会は今までにはありませんでした。区民同士で、真剣に自分の住む街について

様々な観点から考え、色々なテーマで議論を行いました。その議論した結果を自らが提言書として形にし

て行くことは、それなりに難しい作業ではありましたが、素晴らしい分科会だったと思っております。 

2020 年のオリンピック、パラリンピックが決定した東京では、今後国際化のスピードがさらに加速す

る事が予想されます。そして、海外からの注目度も飛躍的に高まると期待されます。その様な中で、日本

を代表する国際都市「港区」は大きな役割を担っていると考えられます。 

その事は参加者の多くの方が認識をされておりました。港区が大きな役割を果たして行くには、様々な

課題を解決して行かなければなりません。高齢化対策、災害対策、教育、インフラ、国際化から、ペット

に至るまで様々な課題が提言書の中には掲載されています。この提言書がどこまで、検討されて実現され

て行くか、区民として非常に期待をし、楽しみに致しております。 

皆が望む「生活者優先の、安全で安心して快適に住み続けられる国際・文化都市」である為には、行政

側だけではなく、区民自身が考えたり、行動する必要も今後は出てくるのではないでしょうか。その結果

が、「ひとにやさしい都市空間のまち」、「誰もが愛着を感じるまち」、「生活者の目線にたったまち」にな

ってくるのだと思います。 

失われた20年と呼ばれるデフレ時代から脱却し、少子高齢化が進む中で、新しい経済環境が始まりつ

つあります。その様な環境の中で、新しいまちづくりが必要となってくるのです。その重要な時期のまち

づくりに、区民自らが作り上げた、この提言書が一翼を担う事が出来るのであれば、分科会参加者として、

こんなに嬉しい事はありません。 
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麻布地区からの提言 
 

 

平成25年度 麻布を語る会「麻布地区版基本計画策定」分科会では、麻布地区版計画書が定める３つの

分野「テーマⅠ ひとにやさしい都市空間のまち」、「テーマⅡ 誰もが愛着を感じるまち」、「テーマⅢ 生

活者の目線にたったまち」について、多角的に議論・検討し、提言としてまとめました。 
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１ 麻布地区からの提言 

 

提言書の構成 

（１）提言の概要（3ページ～10ページ） 

各テーマの現状や課題、提言等の概要をまとめて示しています。 

（２）各テーマについての提言（11ページ～46ページ） 

麻布地区版計画書が定める各テーマについて、麻布を語る会「麻布地区版基本計画策定」分科会で議論・

検討し、集約した意見をもとに提言を構成しています。 

各テーマでの集約した意見については、「地域の現状と課題」、「課題改善のアイディアや新たな意見」、

「その他の意見」に分類し、意見集約フレーズとその内容、また参考として出された意見の集約を掲載し

ています。 

 

■「各テーマについての提言」の読み方 

各テーマについての提言は、以下のように構成されています。「地域の現状と課題」を踏まえ、その現状

や課題に対応する「課題改善のアイディアや新たな意見」を「提言」としてまとめています。また、都や

国に対する要望等については「その他の意見」として掲載しています。 

 

地域の現状と課題 

課題：×××××××××××××××××××××× 

・△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△（当該課題に関する意見）。 

・△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△。 

 

課題改善のアイディアや新たな意見 

提言○：××××××××××××××××××××× 

■△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△（提言の説明）。 

・△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△（具体的な意見）。 

・△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△。 

 

 

 

参考：その他の意見 

・△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△。 

・△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△。 
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麻布地区からの提言 提言の概要 

 

3 - 4 

（１）提言の概要 

 

麻布地区がめざす将来像 

「生活者優先の、安全で安心して快適に住み続けられる国際・文化都市」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分科会が検討した主な項目 港区基本計画・麻布地区版計画の体系 

テーマⅠ ひとにやさしい都市空間のまち 

１ 安全・安心・快適に住み続けられる麻布のまち 

(1) 麻布の歴史と文化を感じながら、地域に暮らす人を大切にしたまちをつくる 

(2) 麻布のまちを堪能できる安全で快適な交通網をつくる 

(3) 地域をあげて防犯や災害に強いまちをつくる 

２ 環境と住む人にやさしい麻布のまち 

(1) 緑や良好な景観を保全・創造し、ひとにやさしいまちをつくる 

(2) 環境に配慮したまちをつくる 

 

テーマⅡ 誰もが愛着を感じるまち 

１ 国際・文化都市としてまちの魅力を発信できる麻布のまち 

(1) 麻布の歴史・文化を未来に継承するとともに、まちの新しい魅力との融和を促進する 

(2) 麻布に暮らし、地域で活躍する外国人との多様な交流を促進するとともに、麻布から世界に向

けて国際性豊かなまちの魅力を発信する 

２ 地域の課題を地域で解決できる麻布のまち 

(1) まちの魅力を高める多様なコミュニティを形成し、活動のための多様な場と機会を確保する 

(2) 麻布の情報を共有し、地域のルールづくりを推進するとともに、来訪者と住んでいるひととの

交流を促進する 

テーマⅢ 生活者の目線にたったまち 

１ 地域で支えあい健やかに暮らせる麻布のまち 

(1) 生活者の暮らしを地域で支える環境を整備する 

(2) 地域資源を活用した福祉サービスを提供する 

 

２ まちの魅力を生かし次代を担うひとを育む麻布のまち 

(1) 地域で子どもを育て見守る環境を整備する 

(2) 麻布のまちの魅力を語り伝える 

テーマⅠ ひとにやさしい都市空間のまち 

テーマⅡ 誰もが愛着を感じるまち 

テーマⅢ 生活者の目線にたったまち 

■ 再開発へのかかわり方 ■ 公共交通の利便性 

■ 道路の安全性 ■ 自転車対策 

■ 防災対策 ■ 防犯・体感治安の向上 

■ 麻布の歴史と文化資源の活用 

■ 地域の福祉情報の充実 

■ 外国人との交流 

■ 地域情報の発信 

■ 地域とのかかわり方 

■ 協働事業の推進 

■ 地域情報の共有 

■ 地域福祉サービスの充実 

■ 地域で支えあう仕組みづくり 

■ 子育て・子育ち環境の充実 

■ まちの魅力の伝承と発信 

■ イベントの創出 
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テーマⅠ ひとにやさしい都市空間のまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

安
全
・
安
心
・
快
適
に
住
み
続
け
ら
れ
る
麻
布
の
ま
ち 

(1) 麻布の歴史と文化を感じながら、地域に暮らす人を大切にしたまちをつくる 

まちの形成に不満がある。 

公園等の有効活用に課題がある。 

エコ対策に関する港区の方向性がわかりにくい。 

ごみ出しのルールやペットのフンに関するマナーなどの周知が徹底されていない。

路上での喫煙対策が徹底されていない。 

地域の現状と課題 

 

２ 

環
境
と
住
む
人
に
や
さ
し
い
麻
布
の
ま
ち 

(1) 緑や良好な景観を保全・創造し、ひとにやさしいまちをつくる 

(3) 地域をあげて防犯や災害に強いまちをつくる 

(2) 環境に配慮したまちをつくる 

再開発にかかる緑化に不満がある。 

提  言 

防災対策に不安がある。 

治安が良くないと感じる。 

提言１：区有地の有効活用が必要 

提言３：再開発に区民意見を反映させる仕組みが必要 

提言４：コミュニティバスのルートや運行の検討に関して、区民意見を取り入れる仕組みが必要 

提言５：歩行者、自転車、自動車を分離させることが必要 

提言６：安全な歩行・通行空間を確保することが必要 

提言７：危険な駐停車や通り抜けを無くすためのルールづくりが必要 

提言８：放置自転車を無くす取組が必要 

提言９：区民意見を取り入れた防災対策を行うことが必要 

提言10：防災情報の内容及び提供手段の充実が必要 

提言11：災害時のペット対策について検討・周知することが必要 

提言12：体感治安を向上させる対策が必要 

提言２：空き地・空き家の適正な管理を促すことが必要 
空き地・空き家が多く見られる。 

再開発について不安を覚える。 

公共交通の利便性が良くない。 

道路の安全性について問題がある。 

道路上の迷惑な駐停車が多い。 

自転車等駐車場が不足している。 

自転車利用者のマナー向上と自転車専用道路の整備が求められている。 

(2) 麻布のまちを堪能できる安全で快適な交通網をつくる 

提言13：再開発における緑化に関するルールづくりが必要 

提言14：緑化や良好な景観形成の推進が必要 

提言15：公園等の有効活用、維持管理水準の改善、簡易な改修が必要 

提言16：公園の利用に関して抜本的な対応が必要 

提言17：エコ対策の推進が必要 

提言18：ごみ出しのルールやペットのフンに関するマナーの周知が必要 

提言19：「みなとタバコルール」の推進が必要 
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テーマⅡ 誰もが愛着を感じるまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

国
際
・
文
化
都
市
と
し
て
ま
ち
の
魅
力
を
発
信
で
き
る
麻
布
の
ま
ち 

(1) 麻布の歴史・文化を未来に継承するとともに、まちの新しい魅力との融和を促進する 

提言20：「麻布」という名を発信する文化・芸術イベントの創出が必要 

提言21：麻布の歴史・文化資源等を活用した地域の魅力向上とまちへの愛着の醸成が必要 

提言22：麻布の歴史・文化、観光に関する情報提供の拡充が必要 

提言23：外国人と交流できるイベントの周知が必要 

提言24：地域情報の発信方法の検討と拡充が必要 

提言25：新たな地域イベントの検討が必要 

提言26：地域とのかかわりを持つきっかけが必要 

提言27：地域活動や地域との協働事業の推進が必要 

提言28：区民、来街者、区が地域の課題を共有し、積極的にかかわることが必要 

外国人との交流機会がない。 

イベント等による交流に参加できない。 

地域とのかかわりが希薄である。 

まちの防犯面に不安を覚える。 

住民同士の情報共有や交流ができていない。 

地域の現状と課題 

 

２ 

地
域
の
課
題
を
地
域
で
解
決
で
き
る
麻
布
の
ま
ち 

(1) まちの魅力を高める多様なコミュニティを形成し、活動のための多様な場と機会を確保する

(2) 麻布に暮らし、地域で活躍する外国人との多様な交流を促進するとともに、麻布から世界に

向けて国際性豊かなまちの魅力を発信する 

(2) 麻布の情報を共有し、地域のルールづくりを推進するとともに、来訪者と住んでいるひとと

の交流を促進する 

地域情報を入手できない。 

提  言 

商店街等、まちの活性化の必要性を感じる。 

芸術資源が活用されていない。 

麻布地区の歴史・文化が知られていない。 

電線類によって景観や安全性が劣る。 

清潔なまちにするための手入れが行き届いていない。 
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テーマⅢ 生活者の目線にたったまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

地
域
で
支
え
あ
い
健
や
か
に
暮
ら
せ
る
麻
布
の
ま
ち 

(1) 生活者の暮らしを地域で支える環境を整備する 

提言29：麻布地区内の福祉・医療情報の一元化が必要 

提言30：民生委員・児童委員制度に関する課題の解決策の検討が必要 

提言31：地域の企業や住民等の参加による地域貢献活動が必要 

提言32：高齢者向けの新たな取組の検討が必要 

提言33：図書館等を活用した拠点整備が必要 

提言34：スポーツ活動の支援やスポーツイベントの検討が必要 

提言35：子どもが楽しめるイベントの創出が必要 

提言36：地域での子育て環境の拡充が必要 

提言37：地域の企業との連携による学校教育の充実が必要 

提言38：国際教育の推進が必要 

提言39：まちの魅力を語り伝えるための具体的な検討が必要 

提言40：まちの魅力をアピールする方法の検討が必要 

地域における福祉情報が不足している。 

町会・自治会と地域福祉のかかわりが不足している。 

地域団体の連携が不足している。 

福祉サービスを充実させなければいけない。 

生活の質を良くしたい。 

地域で助け合う仕組みが確立されていない。 

在宅介護について行政の考え方を知らない。 

麻布地区における魅力の伝承が足りない。 

地域の現状と課題 

２ 

ま
ち
の
魅
力
を
生
か
し
次
代
を
担
う 

ひ
と
を
育
む
麻
布
の
ま
ち 

(1) 地域で子どもを育て見守る環境を整備する 

(2) 地域資源を活用した福祉サービスを提供する 

(2) 麻布のまちの魅力を語り伝える 

提  言 

子ども向けイベントを充実させたい。 

学校教育等が充実していない。 

いじめの問題が続いている。 

新規居住者や外国人等への子育て環境が整っていない。 

障害のある人やひとり暮らし高齢者が、孤立しがちである。 

民生委員・児童委員制度のあり方が現状に合っていない。 

介護の負担が大きい。 

既存福祉施設等があまり活用されていない。 

図書館等の利用ニーズが多様化している。 

スポーツ活動の推進が不足している。 
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（２）各テーマについての提言 

 

 

テーマⅠ ひとにやさしい都市空間のまち 
 
 

 

１ 安全・安心・快適に住み続けられる麻布のまち 

  
 

 
 

  (1) 麻布の歴史と文化を感じながら、地域に暮らす

人を大切にしたまちをつくる 
P 12

  

  
 

 
 

  (2) 麻布のまちを堪能できる安全で快適な交通網

をつくる 
P 14

  

  
 

 
 

  
(3) 地域をあげて防犯や災害に強いまちをつくる P 18

  

 

 

 

２ 環境と住む人にやさしい麻布のまち 

  
 

 
 

  (1) 緑や良好な景観を保全・創造し、ひとにやさし

いまちをつくる 
P 22

  

    

    

  
(2) 環境に配慮したまちをつくる P 25
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テーマⅠ ひとにやさしい都市空間のまち 
 

１ 安全・安心・快適に住み続けられる麻布のまち 

(1)麻布の歴史と文化を感じながら、地域に暮らす人を大切にしたまちをつくる 

 

地域の現状と課題 

課題：空き地・空き家が多く見られる。 

・土地や家賃が高いので、今後、さらに空き家が多くなっていくのではないか。 

・有効に利用されていない空き地がある。防災関連イベント等で空き地の有効利用をし 

ていったらどうか。また、麻布子育て広場、青空マーケット、キッチンカー等への昼間

開放等という活用も考えられる。 

・空き地全体での調整が必要ではないか。 

・麻布地区の人口の空洞化を防がなければならない。 

・港区は地価が高く、家賃も高いので、事業意欲あふれる若者が寄りつかない傾向にあ 

るのではないか。 

・再開発が予定されている場所は、空き家が多くなっている。 

課題：再開発について不安を覚える。 

・大規模再開発又は小規模でも再開発が進んでいる地域においては、色々なメリット、 

デメリットについて、事業者等からの丁寧な説明が必要である。 

・ビルの建て替えにより超高層化が進んでいくことが想定される。再開発によって本当 

に住民が定住し、人口が増加するのか。旧住民が流出していく恐れがあるのではないか。

・再開発については、規模にかかわらず、利害関係者のみならず周辺住民の意見を集約 

し、合意形成を図る必要があるのではないか。 

・再開発が行われる場合、歴史的なものに関しては絶対に移動させないよう指導してほ 

しい。 

・大規模な再開発を行うと、歴史のある建物や樹木が失われていく。 
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課題改善のアイディアや新たな意見 

提言１：区有地の有効活用が必要 

■区が所有する土地・建物については、地域のニーズに対応し、有効に活用していくことが必

要である。 

・区が所有する土地・建物があれば情報提供をして、有効活用の方法を検討していくことが望

まれる。 

・具体的な空き家対策として、例えば、アイディアあふれる若者、芸術家、技術者を呼び込む

ために、安い家賃でシェアできる（仮称）麻布創造の家を設立し、NPO 法人が主体的に管理

するなどが考えられる。麻布地区に芸術や技術のイノベーションを生み出すための施設づく

りを提案したい。 

 

提言２：空き地・空き家の適正な管理を促すことが必要 

■空き地・空き家は、防犯面、衛生面の課題に対応するため、所有者又は管理者に適正な管理

を求めていく必要がある。 

・空き地・空き家については、有効活用を検討・実施していくために、区として（仮称）空き

地・空き家調査事業を実施し、情報提供していくことが望まれる。 

・空き家については、防犯面や衛生面の課題もあるので、何か整理が必要である。例えば、パ

トロールを増やす、空き家の管理を専門家にアウトソーシングするなど。徳島県が高速情報

通信網を整備し、過疎町村の古民家を活用することで、IT 企業のサテライトオフィス誘致に

成功している例もある。 

・高齢者と子どもが交流できる場所として空き家を活用してほしい。 

 

提言３：再開発に区民意見を反映させる仕組みが必要  

■再開発に区民意見を反映させるために、区民から意見を収集し、取り入れることができるよ

うな仕組みを検討する必要がある。 

・再開発については、区民からの意見収集、合意形成のルール化、制度化が必要ではないか。

・人口の空洞化を防ぐ対策として、地域の行事には参加するということで、空きマンション等

を貸している地域もあるようだ。高度利用や再開発というハード面での整備ではなく、ソフト

面を醸成していくことが必要ではないか。 

・再開発の影響で家賃が上がり入居できない人のために、借り上げ住宅のようなものを考えて

ほしい。また、高齢者向けマンションも、その中に含めてほしい。 
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テーマⅠ ひとにやさしい都市空間のまち 
 

１ 安全・安心・快適に住み続けられる麻布のまち 

(2)麻布のまちを堪能できる安全で快適な交通網をつくる 

 

地域の現状と課題 

課題：公共交通の利便性が良くない。 

・「ちぃばす」は非常に便利で、日常生活の助けになっている。一方で一部路線については時 

間がかかる等の意見もあり、ルートの見直しやダイヤの見直し等が望まれる。 

・「ちぃばす」のルートを検討する委員会に、現状では一般の区民がほとんど入っていない。 

・西麻布は、「ちぃばす」「都バス」ともに運行しているが、「ちぃばす」は青山ルートしか走っ

ていないため、利便性が悪い。 

・ちぃばすの路線設定が適切とは思えない。 

・六本木を通過するバス路線が少ないので、駅や公共施設へのアクセスが良くない。 

・住宅街から繁華街に家族で移動するには、車が無いと不便である。 

課題：道路の安全性について問題がある。 

・歩道があるにもかかわらず、幅員が狭いため、歩行者の安全が確保できていない箇所がある。

また、車道と歩道が分離されておらず、安全が確保されていない道路がある。 

・幅員が狭い道路については、一方通行にする等の対応を行い、歩行者の安全を確保する必要

がある。 

・一方通行の道路や下り坂の道路など、車がスピードを出しやすい道路では、歩行者は危険を

感じている。 

・信号が多い仙台坂沿道にあるマンションのパーキングの出入口に、視界確保のためのミラー

を設置して欲しい。 

・街角に自動販売機等があるために、見通しが悪く、特に子どもや高齢者に対する安全性に欠

ける。土地所有者等との話し合いにより、改善していくことはできないか。 

・道路に行政の様々な標識等が設置されているが、日本語表記だけのものが多い。 

・西麻布二丁目周辺には、抜け道として利用されている道があり、危険性が高くなっている。

抜け道として利用されている区道のあり方について、区として規則・ルールを設ける必要が

あるのではないか。 

・歩行者優先の道路が少ないように思う。住民のことを考えているようには思えない。 

・歩道の路面状態が悪く、高齢者にとって危険な箇所が多い。 

・区職員は生活者目線で道路を歩いてみてほしい。 

課題：道路上の迷惑な駐停車が多い。 

・六本木周辺の駐車違反が多いので排除すべきではないか。一方で、商店が多い中、一時的な

駐車に厳しすぎるのではないかとも思う。 

・商店街や六本木交差点付近の道路がよく渋滞する。 

・駐車場が設置されていないマンションがある。駐車場対策のひとつとしてカーシェアリング

が進められるとよい。 
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課題：自転車等駐車場が不足している。 

・駅前の駐輪場を増やせないか。自転車通勤や移動する際には駐輪場が必要だと思う。 

・放置自転車問題は未だ解決していないが、三河台公園自転車駐車場は省スペースであり、デ

ザインも評価できる。 

課題：自転車利用者のマナー向上と自転車専用道路の整備が求められている。 

・自転車と歩行者の接触場面が多いので、道路を安全に通行できるようにしてほしい。自転車

の交通量が大変多くなっている。 

・自転車通行ルールづくり、自転車専用道路の設置及び自転車専用道路内の駐車禁止の取締り

が必要だと思う。 

・自転車の無灯火での走行や目立たない服を着用しての走行は危険だと思う。 

 

 
 

課題改善のアイディアや新たな意見 

提言４：コミュニティバスのルートや運行の検討に関して、区民意見を取り入れる仕組みが必要

■「ちぃばす」の新ルートの創設、既存ルートの改善、運行形態の改善等については、実際の

利用客である区民の意見を取り入れて検討する必要がある。 

・麻布のまちを堪能できる安全で快適な交通網を整備することを目標としてほしい。 

・「ちぃばす」については、様々なニーズ・意見・要望が出ている。実現するためには区民か 

らの意見を取り上げていく必要があると思う。「ちぃばす」の利用者である一般の区民を含め、

ルートや運行形態等について、改善策を検討する必要がある。 

・利用者がより利用しやすいルートを検討するためには、一般の利用者を含めた話し合いを進

めていったほうがいいのではないか。 

・競合路線との調整、需要予測、道路幅員、交通上の安全等の課題をクリアするとともに、 

区民の意見を取り入れて、「ちぃばす」の新ルートの創設や既存ルートの改善が必要。また、

区民参画による（仮称）ちぃばすルート策定委員会の設置が必要である。 

・麻布地区外との連携として、六本木駅と品川駅との間を往復するシャトルバス等の新設を望

む。 

・公共施設等への公共交通手段を確保してほしい。 

 

提言５：歩行者、自転車、自動車を分離させることが必要 

■道路を歩行者、自転車、自動車の専用レーンに分離させることにより安全を確保する方法を

試行してはどうか。 

・歩行者、自転車、自動車を分離することはできないか。一部の横断歩道等は線引きがされて

いるが、さらに徹底して線引きをしたらいいと思う。 

・歩行者の安全性向上のため、（仮称）歩車分離事業を実施できる場所で試行してはどうか。都

道や国道で区が試行するというのは不可能であると思うが、例えば、広尾駅から有栖川宮記

念公園周辺までの区道であれば（仮称）歩車分離事業の試行実施が可能ではないか。 

・道路上の安全確保のために、歩道、自転車道、車道の分離を検討していく必要があるのでは

ないか。 
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・六本木通り等の幅広の歩道を歩行者通行帯、自転車通行帯に二分して色分けし、自転車通行

帯を明確に設定したらどうか。歩行者の安全を守るために、自転車用道路を分離させ、分か

りやすく明確にする必要がある。 

・全ての歩道には、ガードレール又はガードパイプを設置した方がよい。 

・車道を片側一車線にしてでも、区が自転車専用道路を整備したほうがよい。危険度が高い地

点を優先的に整備し、また道路形態にあわせて多様な取組を行う必要がある。 

 

提言６：安全な歩行・通行空間を確保することが必要 

■歩行者が安全に通行できるような整備が必要。また、自動車のドライバーに注意を促すよう

な対策が必要である。 

・自動車がスピードを出せないよう、道路に段差をつける又は蛇行させる等の対応をしてはど

うか。 

・仙台坂のような細い道には、歩行者の安全確保のため、自動車の速度を減速するための段差

の設置が必要。 

・仙台坂のように狭い坂道には、安心して歩行できるようにガードレールを設置することが必

要。また、自転車専用道路があるとよい。 

・運転者の目にとまる看板（標語や子どもの絵）が設置されているとよい。 

・道路標識等には、英語を入れてほしい。道路標識だけでなく、様々なお知らせについては、

日本語と英語を併記し、さらに絵などを入れて分かりやすくしてはどうか。 

・自転車のマナー教室、自転車の乗り方指導、区内小中学校での指導を要求したい。 

・自転車走行に関する危険回避のため、改正された自転車走行ルールの周知、蛍光板や反射板

の配布が必要である。 

・道路拡張は物理的に難しいが、個人の知識・常識・意識で対応できる課題もある。行政の仕

事は、コミュニティづくり、情報発信による意識啓発ではないか。 

 

提言７：危険な駐停車や通り抜けを無くすためのルールづくりが必要 

■道路上の安全性を向上させるため、地元住民にとって迷惑となっている危険な駐停車や通り

抜けを無くすためのルールづくり等を検討する必要がある。 

・六本木駅から 100～500ｍ圏内に適正料金の駐車場を設置し、強制的に駐車させる。 

・路上に規制事項（搬入、駐停車など）と時間を色違いの囲みで表示するなど、駐停車のルー

ルづくりを行う。 

・六本木近辺の駐車違反に対し、高額の違反切符を発行するなど、警察との協働プロジェクト

で取締りを徹底する。 

・区民に対しては、周辺駐車場の格安駐車券を発行するなど、海外の事例を参考にした駐停車

のルールづくりが必要である。 

・夜間の住宅街を車が通らないように通行制限を設けられないか（例えば、住宅街においては

午前２時以降の車両通行を禁止するなど）。 

・道路の安全性については、各道路を管轄している区、都、国などの関係機関と協議していく

必要がある。特に、都道・国道については、住民意見を区からの要望として意見をしていく

ことも必要になる。 
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提言８：放置自転車を無くす取組が必要 

■放置自転車を無くすために、地下鉄駅周辺における駐輪場の整備や撤去した放置自転車の有

効活用を検討する必要がある。 

・麻布十番駅、広尾駅、六本木駅周辺に駐輪場の設置が必要である。料金が 100～200 円なら利

用したいと思う。 

・撤去した放置自転車を、区民等でシェアする等の活用をしてはどうか。まち巡りができるよ

うになり、地域の活性化にもつながるのではないか。 

 

参考：その他の意見 

・広尾駅にエスカレーター、エレベーターがない。まちの案内は、渋谷区のものしか設置され

ていない。大きな荷物を持った外国人も多く、不便に感じていると思う。そこで助け合いが

できれば、それはそれで良いコミュニケーションになるかと思うが、広尾駅出入口の改善（特

に幅の拡張とひさしの拡大）やエレベーターの導入を要求したい。 

・地下鉄については、署名を集めて都営地下鉄・東京メトロとの交渉の場を設けたい。また、

駅改修工事について、区民として提言できるように、区から関係機関への申入れを行っても

らいたい。 

・西麻布に地下鉄の駅ができないのか。 

・新たな交通システムとして、高層ビルが建ち並ぶ地域に高層ビルをつなぐモノレールの建設

を東京都、東京メトロ、ＪＲなどの民間事業者に検討してもらうことを提案したい。 

・高樹町交差点に、既存の高樹町地下横断歩道に加え、地上にも横断歩道を併設してほしい。

・歩行者用信号機の青信号の時間が短く、高齢者等は一度に渡りきれない。特に、三河台公園

前と旧材木町付近にある六本木通りを横断するための信号。インターバルを調整してほしい。

・雨量が多い時は、西麻布交差点は水溜まりの中を入っていかないと道を渡れないが、この状

態をどうにか改善できないか。 
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テーマⅠ ひとにやさしい都市空間のまち 
 

１ 安全・安心・快適に住み続けられる麻布のまち 

(3)地域をあげて防犯や災害に強いまちをつくる 

 

地域の現状と課題 

課題：防災対策に不安がある。 

・防災行政無線での呼びかけが間延びしていて、聞き取りづらい。普通の早さで放送で 

きないか。前々から言っているが、改善されない。防災行政無線の音を聞き取りやすい

ものにできないか。 

・防災行政無線などでの呼びかけの際には、「緊急事態」などの難しい言葉ではなく、外

国人にも理解できる「すぐ逃げろ」などの言葉を使ったほうがいいのではないか。 

・災害時のペット対策について、預かり場所や方法を知りたい。 

・非常時のマンホールトイレの場所が分からない。 

・首都直下型地震等による東京の被害想定では、多くの滞留者や帰宅困難者が想定され 

ている。観光客や買い物客など来街者の受け入れ先は確保できているのか。 

・木造住宅の耐震診断や耐震改修工事費の助成等は行っていると思うが、例えば部分的 

な耐震改修などについて専門家に相談できる場所があったらいいと思う。 

・耐震化相談専門の人材募集と予算計上が必要。 

・マンションにおける災害時対応に不安がある。また、災害時の高層マンションからの 

落下物（特にガラス）の安全対策をお願いしたい。 

・港区公式ツイッター（災害・緊急対策関連情報）のフォロワー数が少ない。 

・防災対策等においては、必ずしも縦割りではなく広く考え、隣接する自治体（渋谷区）

との情報共有も必要になるのではないか。広尾駅では渋谷区の情報を多く目にするが、

港区、麻布地区の情報はあまり目にしない。 

課題：治安が良くないと感じる。 

・飲食店が多い地域では、より多くの頻度でパトロールをする必要がある。 

・六本木、西麻布の夜間の治安に不安がある。 

・大使館等への示威行動、街宣活動がうるさい。政治活動の自由を規制することはでき 

ないが、迷惑行為として断固受け入れないという姿勢を区は見せたほうがいいのではな

いか。 

・道路上で寝ている人がいたりする。 

・飯倉周辺など、夜は歩道がとても暗く恐くて歩けない場所がある。 
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課題改善のアイディアや新たな意見 

提言９：区民意見を取り入れた防災対策を行うことが必要 

■地域や企業との連携が取れるように、外国人を含めた区民意見を取り入れた防災対策が必要

である。 

・防災についても多くの意見・要望があるので、区民参加型の検討委員会等を設置し、防災対

策を充実させていくことが望まれる。 

・マンション同士、ビル同士の連携・協力をさらに強化する、踊り場のパブリックスペース化

を検討するなどの対策が必要である。 

・地域の防災力向上のため、防災訓練への積極的な参加を呼びかける必要がある。特に企業や

外国人に参加してもらいたい。 

 

提言 10：防災情報の内容及び提供手段の充実が必要 

■防災情報の内容を充実させ、様々な手段を用いて多くの人に防災情報を届けることが必要で

ある。 

・港区公式ツイッター（災害・緊急対策関連情報）の情報カバレッジ（情報の範囲）を広げて

更新頻度を上げてはどうか。また、ケーブルテレビ、フェイスブック等の活用により、様々

なチャンネルでの発信型の情報提供が必要ではないか。 

・防災情報に様々な地域情報を盛り込むなど、閲覧者を増やす取組を進めてはどうか。その際

には、紙面をより魅力的に構成する等の工夫をしていく必要がある。 

・マンホールトイレ設置場所、設置予定場所にサインを常時出してほしい。 

・麻布地区全体に緊急の情報等が行き渡るような掲示板の整備をしてほしい。また、緊急時の

アナウンスを分かりやすくしてほしい。 

・災害時の通信を確保するために、企業とのタイアップによる Wi-Fi のフリースポットの整備

を検討できないか。Wi-Fi の推進にあたっては、IT 犯罪の拠点化も懸念されるので管理の委

託や利用方法（ツイッターによる港区の地域イベント情報を発信し、その情報のフォローと

引き換えに無料で利用可能にする等）の検討が必要である。 

 

提言 11：災害時のペット対策について検討・周知することが必要 

■災害時のペット対策について、訓練の実施、情報の周知、意識啓発をすることが必要である。

・ペット同行避難訓練を実施する必要がある。 

・飼い主が日頃から準備しておくものなどを周知してはどうか。 

・ペットへのマイクロチップ装着を促進させてはどうか（助成金など）。 
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提言 12：体感治安を向上させる対策が必要 

■体感治安を向上させるため、地域の防犯力の向上、防犯に配慮した環境の整備、地域の取組

を支援する体制づくりが必要である。 

・既存のパトロール活動を強化していくことが望ましい。 

・暗い場所には、街灯を計画的に設置する必要がある。ＬＥＤ照明を導入すればランニングコ

ストを抑えることができるのではないか。 

・まちの危険に関する情報をスマートフォン等で撮影した画像に位置情報を付加し、情報を収

集・公開するシステムを試験運用している自治体もあるので、このようなシステムを港区で

も検討・試行してはどうか。 
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テーマⅠ ひとにやさしい都市空間のまち 
 

２ 環境と住む人にやさしい麻布のまち 

(1)緑や良好な景観を保全・創造し、ひとにやさしいまちをつくる 

 

地域の現状と課題 

課題：再開発にかかる緑化に不満がある。 

・再開発で緑を増やすというのではなく、区全体で緑について、もっと真剣に考え、方針

を出していったほうがいいのではないか。 

・再開発で綺麗になったが失われてしまった緑を復活させたい。 

・再開発により建物の超高層化が進み、熱放射が大きいビルが増加している。 

課題：まちの形成に不満がある。 

・緑豊かなまちで、空気も綺麗になりつつある。子どもにとって良い環境作りに役立て 

ることが必要。 

・パブリックスペースには、なるべく植栽する。例えば、高速道路高架下の空間への植栽、

環境改善等が望まれる。 

・麻布十番商店街などは建物の色使いが比較的統一されているが、麻布地区全体では建 

物の外観に統一性がなく、麻布地区の特色が無いように感じる。麻布地区独特の景観形

成ができるとよい。さらに、景観形成にあたっては、麻布地区独自のピクトグラム（絵

文字・象形文字）を活用できるとよい。 

・美しい街並みをつくっていくためにもあまり高い建物はどうかと思う。麻布は東京タ 

ワーをシンボルとした街並みを構成してゆくことが望ましいと思う。 

・公園の一部と思えるような街並みがあるとよい。 

課題：公園等の有効活用に課題がある。 

・公園は多くあるが、居場所がないという感じがする。子どもが遊ぶ範囲を見渡せる空 

間が理想的。予算的にも芝生を植えることくらいはできるのではないか。安全性があれ

ば、子どもたちももっと外に出てくるのではないか。また一方で、大人がくつろげるよ

うな雰囲気がある公園づくりや、ランナーが多い地域では着替えのできる施設の設置な

ども望まれる。 

・公園の公衆トイレは、未だに和式トイレがあるので、使いにくい。公園の公衆トイレは、

いつ洋式になるか。 

・散歩中のペットのごみ処分、排泄物の処理について検討が必要。 

・飼い犬にリードを付けずに有栖川宮記念公園内を散歩する飼い主が多い。事故の防止 

や飼い主同士がコミュニティを育む場として、麻布地区にドッグランがあるとよい。 

・子どもがそばにいるにも関わらず、公園でタバコを吸っている人がたくさんいる。 

・公園や公有地の緑地が不足している。 

・商店街やパブリックスペースに高齢者が休憩できるようなベンチが設置されていると 

よい。 

・区道上に休憩施設が少ない。 

・東京ミッドタウンに隣接する公園（檜町公園）は活性化しているが、六本木ヒルズの 

公園は良い施設なのに、あまり知られておらず、活性化していないように思える。事業

者にイベント開催などを区が働きかけると良いのではないか。 
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課題改善のアイディアや新たな意見 

提言 13：再開発における緑化に関するルールづくりが必要 

■ヒートアイランド現象の抑制や緑地の確保など、再開発の際の緑化に関するルールづくり等

を検討する必要がある。 

・新規開発に対する緑化ルールづくりが必要。既存のルールはあるが更に実効性のある制度に

見直す検討も必要。 

・大規模マンション開発の個別の緑を連結。都市計画、デザインの強制によって緑地を確保す

ることはできないか。 

・様々な緑化の取組がなされているが、建物からの熱放射を抑えるために建築工法を変えてい

く等の対応が必要になるのではないか。 

 

提言 14：緑化や良好な景観形成の推進が必要 

■緑化に関するルールづくりや義務づけが必要である。また、麻布地区らしい良好な景観形成

を推進するための検討も必要である。 

・「環境」については、区の計画・指針があるので、それがどのように実施されているのか周知

する必要がある。 

・（仮称）緑の条例を策定し、緑化を義務化する必要がある。 

・ヒートアイランド現象の解消のために壁面緑化を義務付ける。 

・屋上緑化を義務化する。 

・芝生による緑化に対するインセンティブの付与、新規開発に対する緑化のルールづくりが必

要である。 

・ビル前スペースの緑化・芝生化への補助が必要。都心でありながら緑が多い状況を計画的に

造り出す。緑化はヒートアイランド解消にも繋がる。 

・パブリックスペース、空きスペース、住宅街等への植樹を行う。また、なるべく公園をつく

るようにする。 

・公園の芝生化を進めてはどうか。 

・新築マンションには緑を多く入れてもらう規則をつくるといいのではないか。 

・ヒートアイランドはコンクリートからの熱放射が原因の一つであるため、ある容積を超える

建物はヒートアイランド負荷に対応して壁面緑化を義務付けてはどうか。また、水場、ビオ

トープ、池の設置義務化も検討してはどうか。 

・麻布らしい建物、統一的な看板など、特徴的なまちづくりをしてはどうか。また、麻布地区

独自のピクトグラム（絵文字・象形文字）を地区内のデザイナー等に依頼して作成し、景観

形成に活用してはどうか。 

 

提言 15：公園等の有効活用、維持管理水準の改善、簡易な改修が必要 

■公園等が区民の憩いの場となるよう、施設の維持管理水準の改善や簡易な改修、ソフトづく

りを検討する必要がある。また、公園以外でも区民の憩いの場となる設備等の設置も望まれ

る。 

・公園をもう少し使いやすくする。例えば、休日には親子で一緒に遊べる場所をつくる。檜町

公園にあるようなバスケットゴールなどを設置してはどうか。 

・公園内の芝生の張り替え、トイレの改装などを検討していくことが望まれる。 
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・災害等の非常時に備えた日常からの交流、コミュニティ活動の活性化のために公園が有効利

用されることが望まれる。 

・公園内で一休みしたいがカフェが無い。有栖川宮記念公園カフェプロジェクトをつくる等、

公園を活用したソフトづくりを検討してはどうか。 

・有栖川宮記念公園を麻布地区のランドマークとして、周辺施設との連携、イベントでの活用

などを検討する。 

・公園以外でも区民がくつろげる場として、商店街やパブリックスペースに休憩しながら買い

物や散策ができるように、ベンチが設置されているといいのではないか。商店街やパブリッ

クスペースにベンチを設置するのは実現性が高いのではないか。 

・商店街や区道にベンチがあると、休憩や憩いの場となるのではないか。 

 

提言 16：公園の利用に関して抜本的な対応が必要 

■公園利用に関するルール策定や罰則規定の導入、ニーズに対応した施設整備等を検討する必

要がある。 

・犬のフン対策として、看板標記の統一、スイスのような汚物袋や汚物ポストを設置する。ま

た、特色のあるデザイン性の高いサインを考案する（多言語のもの）。単純な罰金導入では区

民の協働意識は醸成できないが、一方で、ルールが守られていない現状があるので、まずは

罰金制を導入してはどうか。 

・ドッグランをまずは既存の公園に試験的に設置し、３年くらい利用状況を確認する等してほ

しい。 

・既存の公園を使い易く、親子一緒に遊べる水辺などのスペースづくりが必要。また、バスケ

ットコートが設置されてもよい。 

・公園での喫煙については、「みなとタバコルール」の徹底化と必要に応じた罰則規定の制定 

が望まれる。 

・公園は禁煙というルール策定が望まれる。また、罰金等の条例をつくる必要がある。 
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テーマⅠ ひとにやさしい都市空間のまち 
 

２ 環境と住む人にやさしい麻布のまち 

(2) 環境に配慮したまちをつくる 

 

地域の現状と課題 

課題：エコ対策に関する港区の方向性がわかりにくい。 

・区民が実行すべきエコ対策、区民のエコに関する心構えのようなものが現行計画には欠けているので 

はないか。 

・海の近くにある港区なので、特に「風の道」について検討が必要。 

課題：ごみ出しのルールやペットのフンに関するマナーなどの周知が徹底されていない。 

・ごみ出しのルールやペットのフンに関するマナーをきちんと守ってほしい。特に、ごみ出しについて、

外国人は理解していないのではないか。分別・曜日・時間など守られていない。 

課題：路上での喫煙対策が徹底されていない。 

・港区はタバコ対策でたくさんの費用を使っているが、区民も通勤者も当たり前のようタバコを吸いな 

がら歩いているのを職員は知らなすぎる。何年もの間、予算をかけて対策をしているのに、状況が全

く変わっていない。 

 

 

 

課題改善のアイディアや新たな意見 

提言17：エコ対策の推進が必要 

■他自治体等で実施され、効果的と思われる対応を積極的に取り入れ、エコ対策を推進する必要がある。

・新橋や丸の内のような、屋外の霧吹き（クールミストシャワー）は暑い季節には効果があると思われる。

六本木にもあった方が良い。 

 

提言18：ごみ出しのルールやペットのフンに関するマナーの周知が必要 

■ごみ出しのルールやペットのフンに関するマナーを周知するために、公共の場所における周知方法を検

討する必要がある。 

・ごみ集積所に英語・中国語・韓国語の表示がほしい。細かく書いても、字が小さいので、「何時までに

出せ」とか「収集された後は出すな」、「曜日別分類」等々、分かりやすく記載することが望ましい。 

・住民の日常生活に密接した部分（ゴミ出し、ペットのフン及び路上での喫煙）については、必要に応 

じた罰則化を検討していくことが望まれる。 

 

提言19：「みなとタバコルール」の推進が必要 

■「みなとタバコルール」を周知し、推進する必要がある。 

・千代田区では罰則がある。港区ももう少し踏み込んだ対応が必要。「みなとタバコルール」の徹底が望

まれる。 

・路上での喫煙については、「みなとタバコルール」の徹底化と必要に応じた罰則規定の制定が望まれる。
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・六本木という繁華街を抱えている港区で路上喫煙を禁止するということは、非常にハードルが高いこ 

とだとは思うが、「みなとタバコルール」はしっかりと推進していってほしい。 
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テーマⅡ 誰もが愛着を感じるまち 
 
 

 

１ 国際・文化都市としてまちの魅力を発信できる麻布のまち 

  
 

 
 

  (1) 麻布の歴史・文化を未来に継承するとともに、まち

の新しい魅力との融和を促進する 
P 28

  

  
 

 
 

  (2) 麻布に暮らし、地域で活躍する外国人との多様な交

流を促進するとともに、麻布から世界に向けて国際

性豊かなまちの魅力を発信する 

P 31
  

 

 

 

２ 地域の課題を地域で解決できる麻布のまち 

    

  (1) まちの魅力を高める多様なコミュニティを形成し、

活動のための多様な場と機会を確保する 
P 32

  

    

    

  (2) 麻布の情報を共有し、地域のルールづくりを推進す

るとともに、来訪者と住んでいるひととの交流を促

進する 

P 35
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テーマⅡ 誰もが愛着を感じるまち 
 

１ 国際・文化都市としてまちの魅力を発信できる麻布のまち 

(1)麻布の歴史・文化を未来に継承するとともに、まちの新しい魅力との融和を促進する 

 

地域の現状と課題 

課題：芸術資源が活用されていない。 

・麻布地区にある多くの芸術資源（ホールや劇場等）が活用されていないのではないか。 

・多くの芸術資源を活用し、自分が住んでいる場所が「六本木」・「麻布十番」・「西麻布」というこ

とではなく、「麻布」だという認識が持てる文化事業の創出が必要ではないか。 

課題：麻布地区の歴史・文化が知られていない。 

・麻布地区内の歴史・文化的に価値のあるもの（がま池、一本松等の史跡）が大切にされていない、

知られていない。 

・麻布の歴史を大切にしていく必要があるのではないか。 

・麻布のまちを訪れる人にまち歩き等で「麻布」に興味を持ってもらえるよう、麻布地区の歴史 

が目に触れる機会を多くする必要がある。 

・歴史・文化、観光に関するインターネット上での情報が不足しているように思われる。特に英 

語の情報については十分とは言えない。 

・区が所有する古い写真のデジタル化、ホームページへの掲載、アーカイブの構築が必要である。 

課題：電線類によって景観や安全性が劣る。 

・美しいまちを保つためにも電線等の地中化を進めてほしい。 

・現行基本計画に計上されている電線類地中化は、進んでいるとは思う。しかし、その進捗状況 

等については情報提供を行うべきではないか。 

・電線類の地中化は道路がすっきりし、利用しやすくなるので良いと思うが、地震の時の地下は 

大丈夫か心配。もし直下型地震が起きた際、電線やガス管等が一体となって地中化されていると、

どのようなことが起こるのか不安である。 

・電線類の地中化を推進してほしい。地上の電柱等では、竜巻や風などで電柱間の電線が大きく 

揺れて、圧力がかかり、電柱が折れて停電となる可能性があるのではないか。 

課題：清潔なまちにするための手入れが行き届いていない。 

・雨水ます等が蚊の発生源になっていると思われるので、清掃を年に１回はするようにしてほし 

い。麻布地区には相当数あると思うが、清潔なまちづくりのために必要だと思う。 

・道路の中央分離帯の植え込みに雑草が伸び放題のところがあり、みっともない。注意して草取 

りをし、また落ち葉の季節には清掃車を走らせる必要がある。サツキ等を全面に植えると雑草が

取りにくくなるので、植え込みの間隔をとって、雑草を取りやすくする等の対応が必要ではない

か。 
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課題改善のアイディアや新たな意見 

提言20：「麻布」という名を発信する文化・芸術イベントの創出が必要 

■麻布地区で開催される多くの文化・芸術イベントに「麻布」という名を冠し、地域住民のふるさと意識

を醸成するとともに「麻布」というブランドの発信が必要である。 

・文化施設やホール等も多く、また多くのイベントが行われている麻布地区で、「麻布」という冠がつく

イベントを多く行っていくことにより、地域住民の「麻布」という地元への意識を醸成するとととも

に、外に向けて「麻布」というブランドを発信する必要がある。 

・民間で行われているイベントにも、「麻布」という冠をつけたネーミングをしてもらうなど、「麻布」を

発信してもらえるよう、働きかけをしていく必要がある。 

 

提言21：麻布の歴史・文化資源等を活用した地域の魅力向上とまちへの愛着の醸成が必要 

■麻布の歴史・文化資源等を活用して、地域住民のまちへの愛着やふるさと意識を醸成するとともに、来

街者へも麻布の魅力を発信していく必要がある。 

・麻布の歴史的資源や旧町名を活用し、麻布の歴史や魅力を知ってもらうことにより麻布への愛着やふ 

るさと意識を醸成する。 

・小学校や中学校等を対象とし、旧町名の由来等も含めた、麻布のまちの歴史を学ぶ機会を創出する。 

・麻布地区内の歴史・文化的資源をホームページや広報紙等を活用し、これまで以上に麻布地区の魅力 

を伝えていく必要がある。また、「ちぃばす」の停留所に、まちの歴史・文化的資源や旧町名等につい

ての情報が入ったマップを設置する等の検討も行う。 

・（仮称）麻布歴史読本を作成して、管内小中学校に配布したり、地元の人が講師をしたりする展開を検

討する。 

 

提言22：麻布の歴史・文化、観光に関する情報提供の拡充が必要 

■麻布の歴史や文化、観光情報等をインターネット等を活用して情報提供してく必要がある。 

・港区ホームページでの観光情報の充実や麻布地区での既存地域事業（麻布未来写真館等）での成果を 

活用し、民間施設等も活用して周知を図る必要がある。 

・麻布の歴史を周知するために地域事業（「麻布未来写真館」・「あざぶ達人倶楽部」等）や地域情報紙等

と連携し、また、シルバー人材センターに声をかけ、情報収集をする。 

・インターネットを通じて、企業イメージの向上など何らかの利益になるプログラムを用意してスポン 

サーを募り、お金をかけて麻布に関する情報や古い写真を収集する。 

・ボランティア募集等で麻布の歴史に関する情報・古い写真を収集するためのプロジェクトチームをつ 

くり、そこを主体として活動する。 

・インターネットの利用、アーカイブ、ワークショップ、移動展示室等の新たなアイディアを用いて、 

区が先導して、分散化している情報を収集・一元化する。また、収集・一元化した情報についてはデ

ジタル化し、インターネットで自動配信できるようにする。 

・麻布の歴史・文化について冊子作成等を行い、積極的にPRしていく必要がある。 

・麻布地区の未来を担う子ども達（区立・私立の小中学校やインターナショナルスクールの児童・生徒 

等）が、古くから麻布地区に住む人たちの話をまとめる。 

・麻布地区の歴史・文化に関するマップを作成し、また麻布地区の該当する地点には看板を立てる等の 

対応も検討すべき。 
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参考：その他の意見 

・電線類地中化については、道路（区道・都道・国道等）により管轄が異なる。採算性等の問題もある 

ため、他の事業との一体的な整備をもって現状のスケジュールに沿って実施をしていくことが望まれ

る。また、実施の状況についての情報提供も必要。都道や国道での電線類地中化については、必要に

応じて東京都や国との交渉・調整を進めていく必要がある。 

・地下鉄駅のバリアフリー化が進められることが望ましい。 
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テーマⅡ 誰もが愛着を感じるまち 
 

１ 国際・文化都市としてまちの魅力を発信できる麻布のまち 

(2) 麻布に暮らし、地域で活躍する外国人との多様な交流を促進するとともに、麻布か

ら世界に向けて国際性豊かなまちの魅力を発信する 

 

地域の現状と課題 

課題：外国人との交流機会がない。 

・外国人との交流機会が欠けている。会話のきっかけがない。 

・大使館との交流がない。 

・港区ホームページの翻訳が必要。コストがかかるのであれば、ボランティアが実施すればよいのでは 

ないか。 

 

 

 

課題改善のアイディアや新たな意見 

提言23：外国人と交流できるイベントの周知が必要 

■麻布地区で実施される外国人との交流機会が持てるイベント等についても情報提供が必要である。 

・一般区民も参加できる大使館でのイベント等については、区や区民・地域から積極的にアプローチを 

して、情報提供を受ける取組が必要になる。また、提供された情報については、祭りと同様に、イン

ターネットや紙媒体を活用し、広く地域の住民に情報提供をしていく手段を検討する。 

・大使館オープンデーの後押しを進め、交流を深めるプロジェクト。 

・外国人との普段着での食事、交流、パーティーの定期的実施。 

・外国人が参加できる協働事業の推進。 

・麻布地区にかかわりを持つ外国人の思っていること、考えていることを聞いてみて、意見をまとめて、

できることを探す。 

・各国大使館の文化事業を区民に紹介する。 

 

 

参考：その他の意見 

・公立のインターナショナルスクールの設立。 

・海外との交換留学生制度の設立。 
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テーマⅡ 誰もが愛着を感じるまち 
 

２ 地域の課題を地域で解決できる麻布のまち 

(1)まちの魅力を高める多様なコミュニティを形成し、活動のための多様な場と機会を確

保する 

 

地域の現状と課題 

課題：地域情報を入手できない。 

・区から発信される情報、区民が共有しなければならない情報を、もう少し分かりやすく明確に 

していく必要があるのではないか。 

・区のウェブサイトでの情報提供について、更新等がタイムリーに行われていないこともあるの 

で、更新頻度を上げていくことが望まれる。 

・地域に参加できる情報を提供してほしい。 

・麻布地区のイベントを住民はあまり知らないのでないか。 

・地域のイベントでは、いつも同じ人たちだけが楽しんでいるように思える。 

・麻布地区で取り組んでいるイベント等の認知度が低いように思われるので、より分かりやすく、

よりコンパクトに情報提供をしたほうがいいと思う。 

・いつでも、どこでも、誰でも、麻布の情報を得ることができるように、地域ネットワーク、地域

内Wi-Fi、クラウド化等のIT技術を活用したインフラ整備が必要である。 

・回覧板が集合住宅で回覧されているのか分からない。掲示板の設置場所の見直しを検討しては 

どうか。 

・港区議会のことがよくわからない。参加制度等があればよい。 

課題：イベント等による交流に参加できない。 

・地域で開催されている祭りについては、何らかの告知や参加方法の周知、改善の必要がある。 

・イベントが一部の限られたコミュニティになっているので、もっと広げたほうがいいと思う（住ん

でいる人が主となるような）。 

・コミュニティ意識の強い祭りの開催が必要ではないか。 

・地域では商店街を中心とした祭りと町会・自治会を中心とした祭りが混在し、自分の住んでい 

る地域以外の祭りの企画等に参加することが困難になっている。そこの部分をどのように考え、

捉えていくかを整理する必要がある。 

課題：地域とのかかわりが希薄である。 

・地域とのかかわりを持つ機会がない。イベント等は多く開催されているが、その場限りのコミュ 

ニケーションとなっている。 

・麻布に住む人が、麻布を「ふるさと」と感じられることが必要。 

・「愛着」は、「まち」と「住む人」をもっとよく知ることから始まるのではないか。 

・新旧住民、外国人との交流を持てる場所がない。 

・コミュニケーションのあり方が、町会・自治会によって様々な状態である。総合支所が町会・ 

自治会のあり方についてかかわることはできないのか。 

・猫の保護、去勢不妊手術のボランティアをしているが、常に地域の人の協力が得られないもの 

かと思っている。 

課題：商店街等、まちの活性化の必要性を感じる。 

・空き店舗が目立つ。 

・若者が起業しやすい環境づくりが必要になるのではないか。 

・麻布地区のどこかに、「巣鴨」のような通りを誘致し、「高齢者の原宿」をつくってみてはどうか。 

・麻布地区のなかに重点地区を定め、プロモーションを展開してはどうか。 
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課題改善のアイディアや新たな意見 

提言24：地域情報の発信方法の検討と拡充が必要 

■地域情報の新たな発信方法の検討、情報の拡充が必要である。また地域で情報を受けるためのインフラ

整備も必要になる。 

・既存の広報紙や地域情報紙での情報発信に加え、ホームページの充実、メールマガジンの発行、新た 

なコンテンツの開発と無料配布、フェイスブックやツイッター等インターネットを活用した情報発信

やちぃばすチャンネルの活用を検討していく必要がある。 

・地域の 新情報をいち早く区民に届ける仕組みを考える。また、一覧性の高いものにする。 

・各地域で行われている祭りやイベントの情報を集約する。インターネット等を活用して情報発信して 

いく必要がある。 

・地域の行事、芸術・歴史情報、地域情報等をネット上で共有し、意見交換することは、地域コミュニ 

ティの活性化、地域住民の融和につながる。 

・ソーシャルメディア等のネット上だけのコミュニティではなく、住民参加イベントの拡充、情報強化 

など、実際の“地域交流”につながる仕組みをつくる。 

・情報が多くの人々に行き渡るようにすれば、ヨコの繋がりや地域交流、既存の公共サービスの利用促 

進が図れるのではないか。そのための港区ポータルサイトのスマートフォン用アプリの開発、無料配

布、その他、新たなコンテンツの開発等が望まれる。 

・情報が多くの人々に行き渡り、先進的で使いやすいサービスを充実させる。その方法としては、麻布 

地区に多く立地する IT 企業、NPO 法人、ボランティアとの提携による支援を受ける。また、企業にイ

ンセンティブを付与することによるスポンサー契約等を検討する。 

・地域情報の提供にあたり、掲示板を昼夜問わず分かりやすいデザインに見直すことを検討する。 

・多くの人が集まる公園等の区の公共施設に、地域の情報や各地区総合支所での地域事業の情報等、コ 

ミュニティ活動の活性化に繋がる情報が流れる掲示板（デジタルサイネージ）や案内板（外国語も併

記したもの）を設置する。 

・区役所の窓口や課の名称をわかりやすいものにする必要がある。 

 

提言25：新たな地域イベントの検討が必要 

■コミュニティ意識の強いイベントの開催やイベントを活性化させる仕組みづくりを検討していく必要

がある。 

・みんなのふるさととなるような地域とのかかわりを増やすきっかけ（祭り等）をつくる。 

・（仮称）麻布マラソン等地域のイベントを活性化させるための方策を検討する必要がある。さらに、ホ

テル、駅、バス停、店舗など置ける場所全てにガイドブック等を配布する等の方策が考えられる。 

・イベントの企画やまちの魅力を高める活動の運営などのボランティア活動を通じて、多様な活動への 
参加の機会を増やし、人の横のつながりを形成してはどうか。 

・区民の交流や地域へのコミュニティ意識を醸成するため、例えば、学校施設（公立中学校のプール等）

の一般開放、公共スポーツ施設の拡充、マラソン大会や坂道競争の実施、他自治体の先進事例に倣っ

た民間企業との連携によるスケートボードパークやクライミングの施設整備、遊休地の暫定利用によ

るスポーツ施設の整備等、地域の住民が集まりコミュニケーションをとることができる場づくりを行

ってはどうか。 

・地域コミュニティ活性化のために、多人数が参加できるイベント等を実施する必要がある。例えば、 

（仮称）街Run大会、（仮称）街中美術展（各店舗等に展示）、街でのスタンプラリー、まち歩き等。 
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提言26：地域とのかかわりを持つきっかけが必要 

■地域や住民のことを「知る・参加する」仕組みを検討する必要がある。 

・地域や住民のことを知るために、地域で行われているイベント情報の共有、ホームページの活性化、 

情報の活性化、ソーシャルメディアの活用、議会など公共の活動への参加ができるとよい。 

・地域の課題に積極的にかかわりを持つ、地域イベントや課題を共有する。 

・一層まちとかかわることができ、継続的にコミュニケーションをとることができる仕組みをつくる。 

・ボランティア等の活動を通じて、住んでいる人に有益な情報をつくりだす。 

・路地裏の情報、地域に住んでいる人しか分からない情報を可視化してまちの魅力を高める。 

・区の紹介、商店街の紹介、「あざぶ達人倶楽部」など様々な情報を集約する。 

・情報を集約した場所には、海外のように統一されたインフォメーションマーク（ピクトグラム）を付 

置すれば、来街者も住民も地域の行事や動きが分かるようになる。 

・思い出深い麻布地区のイベントへの参加や運営を通じ、時間をかけてふるさと意識を醸成する。 

・地域の魅力を伝えるマップを防災マップ等に組込み作製はできないか。観光マップの作製や既存マッ 

プの改訂をしてほしい。 

・ガイドブックには載っていない地域の情報等、地域の魅力の可視化が必要。 

・（仮称）コミュニティセンターのような、人の集まる場が必要。 

・地域交流・活性化の視点で、地元商業施設・商店街の区民優待券等クーポンの導入を検討する。 

 

提言27：地域活動や地域との協働事業の推進が必要 

■地域でコミュニティ活動に取組むために、協働事業を充実させる必要がある。 

・区民参画組織「麻布を語る会」のような、実際に行政サービスを受ける区民（子育て中の父母、中高生、 

単身者等のサービスを受ける区民等）から直接意見を聞く機会を、休日の昼間に開催するなど時間帯

を工夫して設ける。 

・愛着を感じるまちの下地をつくるため、町会・自治会活動によらない地域活性化事業も展開していく 

必要がある。 

・クリエイティブなコミュニティ社会をつくる。その目的は「人創り」であり、人間生活の文明が麻布 

にあるかないかの試金石、将来の都市生活のあり方の方向付けをすることになる。 

・まちづくり等に何らかの意見を持っている区民を港区職員として中途採用してはどうか。 

・空き家等を活用してくれるアーティストを募集し、活動拠点としてもらうことで、麻布地区にクリエ 

イティブな文化のイメージを定着させるような（仮称）麻布アーティストタウン事業を創設してはど

うか。 

・「グリーンアドバイザー」とは、花と緑に親しもうとする地域の方々に幅広く指導・助言ができる人 

に対し、日本家庭園芸普及協会が認定する資格である。ガーデニングの魅力や環境問題について考え

る機会を創出するため、麻布地区においてもこのような制度として、（仮称）麻布・グリーンアドバイ

ザークラブ事業を実施してはどうか。波及効果として、自家製の野菜料理、花と緑と水を通した俳句、

短歌、詩、絵画、音楽の活動等クリエイティブな生活をより楽しいものとすることが期待できる。 

・高齢者の自分史作成を支援することで世代間交流を図る協働事業として、（仮称）麻布自分史館を実施

してはどうか。自分史作成を通じた世代間交流の波及効果としては、高齢者の知的ライフの充実、傾

聴活動の推進、外国人高齢者との交流、麻布子ども中高生プラザの利用促進、アーカイブ化への検討

が期待できる。 
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テーマⅡ 誰もが愛着を感じるまち 
 

２ 地域の課題を地域で解決できる麻布のまち 

(2)麻布の情報を共有し、地域のルールづくりを推進するとともに、来訪者と住んでいるひ

ととの交流を促進する 

 

地域の現状と課題 

課題：まちの防犯面に不安を覚える。 

・夜の六本木は外国人が多く、歩くのが怖い。 

・まちの防犯対策が必要ではないか。 

・まちや道路を汚くしているのは、一部の来街者や外国人であり、区民はいつも掃除をしていると思う。

来街者等に対しての港区の姿勢をはっきりと示すべきではないか。 

・夜間、暗い地区があるので街路灯を増やしてほしい。 

・麻布地区は喧噪のない、昔の落ち着いたまちをめざしてほしい。 

課題：住民同士の情報共有や交流ができていない。 

・昔からの住民、新たな住民、外国人等が共存・共生していく必要がある。 

 

 

 

課題改善のアイディアや新たな意見 

提言28：区民、来街者、区が地域の課題を共有し、積極的にかかわることが必要 

■「怖い」というのは、知らない、分かりにくいことに起因すると思う。区民、来街者、区は、地域の課

題を共有し、解決に向けて積極的にかかわりを持つことが必要である。 

・盛り場の外国人や来街者に対し「怖い」と思うことは、双方がお互いを知らない、分かりにくいこと 

に起因するものではないか。 

・町会・自治会に入る方法が分からない、街路灯を増やして欲しい場合はどうすればよいかなど、知ら 
ない、分かりにくいことがあると、不安を覚えるのではないか。 

・麻布地区に住む外国人へアンケートを実施し、不便や不満に思っていること、要望等を聞いてみては 
どうか。 

・潜在的に多くの人が持っている「地域貢献したい」という気持ちを顕在化・活性化させる仕組みづく 
りが必要。 

・住民が、まちづくりの根幹となるまちの哲学（フィロソフィー）を持ち、共有した上でまちづくりを行っ

ていくことが必要である。 
・（仮称）繁華街・盛り場のリデザイン委員会を立ち上げ、国際・文化都市の麻布地区にふさわしい将来

像を官民一体で検討する。第一段階で繁華街のリデザイン（再計画）するために、フェイスブック、

ツイッター等で意見収集をして、広報紙に載せる。六本木を中心とした繁華街のリデザインを推進し

ていくべきである。 
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麻布地区からの提言 テーマⅢ 生活者の目線にたったまち 

37 

 

 

 

 

テーマⅢ 生活者の目線にたったまち 
 
 

 

１ 地域で支えあい健やかに暮らせる麻布のまち 

  
 

 
 

  
(1) 生活者の暮らしを地域で支える環境を整備する P 38

  

  
 

 
 

  
(2) 地域資源を活用した福祉サービスを提供する P 39

  

 

 

 

２ まちの魅力を生かし次代を担うひとを育む麻布のまち 

    

  
(1) 地域で子どもを育て見守る環境を整備する P 44

  

    

    

  
(2) 麻布のまちの魅力を語り伝える P 46
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テーマⅢ 生活者の目線にたったまち 

１ 地域で支えあい健やかに暮らせる麻布のまち 

(1)生活者の暮らしを地域で支える環境を整備する 

 

地域の現状と課題 

課題：地域における福祉情報が不足している。 

・地域施設のプッシュ型の情報がほしい。 

・情報が、欲しい場所に一元化、統合されていない。 

・医療介護施設の広報が少ない。 

・医療介護の情報は、インターネット上で拡散していてわかりづらい。 

 

 

 

課題改善のアイディアや新たな意見 

提言29：麻布地区内の福祉・医療情報の一元化が必要 

■麻布地区内の福祉や医療に関する情報を行政が集約、一元的に管理し、多くの住民に情報提供していく

ことが必要である。 

・医療病棟、介護病棟を探している人のためのまとまったリスト（ 低限施設名の一覧表）の作成、情 

報等についてケアマネージャーとの共有を図る。 

・広報紙の紙面の 適化（一冊に集約、デジタル化、お金をかけてでも読みたい気にさせる紙面づくり 

の工夫など）を図る。 

・区が医療情報を一元に管理・更新し、そこに行けば紙媒体やデジタルデータで新しい情報が入手でき 

る状況をつくり周知させる。 

・希望者全員に配布されている救急医療情報キットの存在を周知する。 
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テーマⅢ 生活者の目線にたったまち 
 

１ 地域で支えあい健やかに暮らせる麻布のまち 

(2)地域資源を活用した福祉サービスを提供する 

 

地域の現状と課題 

課題：福祉サービスを充実させなければいけない。 

・アクセス、福祉（高齢者・障害者・児童）を考慮した施設配置をしているのか（例えば、施設が目の 

前にあっても国道や交通量の多い道路を渡らなければいけないために、訪問が困難な施設がある）。 

・地域包括支援センターが道路で分断されて訪問し難い。 

・福祉施設が、相談し易さについて配慮されているのか。 

・「ふれあい相談員」制度を実施しているが、周知がされていない。 

・区内の特養施設で胃ろうの人の受け入れ枠がない、あるいは少ない。胃ろうの人を受け入れられるよ 

うに、介護福祉士の人数を増やすことが望まれる。 

・介護施設等運営事業者の姿勢の改善が望まれる。 

課題：生活の質を良くしたい。 

・地域の課題を地域で解決するために、区民と行政は、お互いの立場を認識し、尊重しているのか。 

・区は、区民の日常生活範囲を把握し、区民と共有しているのか。 

・麻布地区は、区民が快適に文化活動を行うことができるような配慮がされているのか。 

・区民は、区民同士の交流をしたいという意思をお互いが持ち、尊重しているのか。 

・区民は、区民のためにボランティア活動をしている個人又は団体を認識しているのか。 

・長生きリスクの公的補完制度が未整備。 

課題：地域で助け合う仕組みが確立されていない。 

・住民の悩み等を聞く組織ができているのか。 

・ハード（施設）、ソフトサービス（休みなく受付けるなど）、困っていることを管理・評価できる住民 

組織が確立されているのか。 

・５年後、10年後の目標設定がされているのか。多様な可能性を追求できるようになっているのか。 

課題：在宅介護について行政の考え方を知らない。 

・行政運営のコストが下がると、家族の負担は大きくなる。その不安は解消されていない。 

・在宅介護の水準は、施設水準を下回らないでできているのか。 

・在宅介護等について、住民向けの説明を行っているのか。 

課題：町会・自治会と地域福祉のかかわりが不足している。 

・区民が区民らしくコミュニケーションをとることができる場所は、町会・自治会であると思う。 

・地域の課題を地域で解決するのは町会・自治会が基本になると思う。 

・町会・自治会と福祉サービスのかかわりについて検討する必要がある。 

・単身者（特に若い世代）がもっと地域のコミュニティに気軽に参加できるといい。 

・ひとり暮らし高齢者へのかかわり方は、高齢の元気な人の訪問等、近所や町会の人の支えが大切である。

課題：地域団体の連携が不足している。 

・地域の住民参加の状況はどうなっているのか。 

・協働型組織（NPO法人、ボランティア団体）は、連携がとれているのか。 

・例えば民生委員・児童委員と協働する仕組みができているのか。 
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課題：障害のある人やひとり暮らし高齢者が、孤立しがちである。 

・障害のある人やその家族が孤立してしまわないように何かできないか。 

・ひとり暮らし高齢者を見守る仕組み、制度が必要である。 

・生活に関する相談等を受付ける窓口（ひとり暮らし高齢者の困りごとに対応する窓口）の設置 

が必要である。 

課題：民生委員・児童委員制度のあり方が現状に合っていない。 

・民生委員・児童委員のなり手が少ないと聞く。問題が起きる度に「民生委員はどうした」とい 

う話題になるなど、民生委員・児童委員に責任があるような風潮がある。これではなり手がいな

いのは当然である。行政が前面に出て責任を負わなければならないのではないか。 

・民生委員・児童委員は、高齢者と児童を見守る必要があり、負担が大きい。例えば、子どもへの 

対応と高齢者への対応とで役割を切り分ける等の方策も検討してはどうか。 

課題：介護の負担が大きい。 

・生産年齢層の介護負担を軽くするために、高齢者自身で介護予防できるような知識を高齢者に 

対して啓発するべきではないか。 

・高齢者の介護予防に、区が養成している介護予防リーダーを活用したら良いのではないか。 

・介護予防リーダーの活用や介護予防知識の啓発が必要ではないか。 

課題：既存福祉施設等があまり活用されていない。 

・福祉サービス面で既存リソース（施設、人材等）があまり活用されていない。 

・医療・介護施設の運営改善が望まれる。 

課題：図書館等の利用ニーズが多様化している。 

・図書館については、ただ単に本を借りにいくだけではなく、もう少し人が集まれる施設はでき 

ないか。 

・図書館等の既存文化施設の高度化が望まれる。 

課題：スポーツ活動の推進が不足している。 

・高齢者福祉については、健康が第一ではないか。 
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課題改善のアイディアや新たな意見 

提言30：民生委員・児童委員制度に関する課題の解決策の検討が必要 

■民生委員・児童委員制度による見守り活動については、様々な課題があるので、地域での新たな仕組み

づくりの検討が必要である。 

・民生委員・児童委員をカジュアルにしたような制度を考えてみてはどうか。 

・今後、高齢者サービスを受ける人を対象に、今から組織づくり、ネットワークづくりをして運用して 

いくことで、民生委員・児童委員の負担軽減につながるのではないか。 

・民生委員・児童委員の仕組みについての周知が必要である。また、「ふれあい相談員」についても、周

知をしていく必要がある。 

 

提言31：地域の企業や住民等の参加による地域貢献活動が必要 

■地域の企業や住民等、様々な主体の参加による地域貢献活動が必要である。 

・企業の積極的な地域貢献活動やボランティア活動を促すことが、地域の福祉の充実につながるのでは 

ないか。 

・社会福祉協議会が地域で支えあう仕組みづくりをめざしている状況を積極的に周知する必要がある。 

・区民活動に関心のない区民を振り向かせるために、区民の中から、振り向かせることが「得意な人」 

によるボランティア組織をつくる。 

・アウトソーシング（業務の外注）の中から、ボランティアができることを検討するなど、新しい仕組 

みづくりが必要である。 

 

提言32：高齢者向けの新たな取組の検討が必要 

■ボランティアだけでは対応しきれない高齢者や子どもの生活相談、高齢者の安否確認、福祉資金の貸出

等について、新たな取組を検討する必要がある。 

・高齢者安否確認、生活相談コールセンターの事業化。既にボランティアでは限界なので専門事業者に 

委託する。 

・民間の高齢者医療総合センター（コールセンター、健康相談など）の様な活動を港区で実施。 

・(仮称)なかよし相談員制度として、気軽に利用できる電話相談窓口を設けることはできないか。 

相談員と相談する人、それぞれを登録（会員）制として、高齢者や子どもの相談を主に受け付ける制

度を創出する。 

・ひとり暮らし高齢者への声かけ見回り制度を創出する。 

・港区民が所有する資産は、価値が高いのでリバースモーゲージ(※)による福祉資金の貸出が可能と思 

われる。銀行との連携によるリバースモーゲージ制度の活用による長生きリスクの公的補完が考えら

れる。 

※リバースモーゲージ 

持ち家などの資産はあっても現金収入が少ない高齢者などを対象に、居住中の持ち家を担保に生活

費や福祉サービス費にあてる資金を貸し出す制度 

 

提言33：図書館等を活用した拠点整備が必要 

■図書館等を多機能化することにより地域の拠点となるよう検討する必要がある。 

・麻布図書館をデジタル化、コミュニティ施設化し、文化の拠点として特色を出して他の図書館との差 

別化を図る。 

・他の自治体が行っているように、カフェを併設する等、お茶が飲めるような居心地の良い場所づくり 

が必要。 
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・くつろげる、集える、談話できるなど居心地の良い大人のための空間（カフェ、日当たりの良い椅子席

など）を附置。 

 

提言34：スポーツ活動の支援やスポーツイベントの検討が必要 

■地域住民の健康のためにもスポーツ活動の支援やイベントの実施についての検討が必要である。 

・東京オリンピックにリンクして、みんなが参加できるスポーツイベント、例えば「麻布オリンピック」

を、有栖川宮記念公園等を利用して開催できたらいいのではないか。 

・大きなイベントでなくとも、麻布地区内にランニングコースを設置し、まち巡りができるようにする等、

日常に取り入れやすいことから始めることが必要ではないか。 

・まちとしてスポーツ選手のサポートをしてはどうか。 

 

 

参考：その他の意見 

・都立中央図書館の利活用に関する意見・要望を区から都に伝えてほしい。 

・都立中央図書館を、もっとオープンにしてほしい。休館日が多い。 

・都立中央図書館は、図書館の活用、カフェ併設、書庫の開放などを検討していくことが望まれる。 
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テーマⅢ 生活者の目線にたったまち 
 

２ まちの魅力を生かし次代を担うひとを育む麻布のまち 

(1) 地域で子どもを育て見守る環境を整備する 

 

地域の現状と課題 

課題：新規居住者や外国人等への子育て環境が整っていない。 

・新規居住の核家族は子育てや先人の生活の知恵などを教えてもらう機会が少ない。 

・外国人、地域コミュニティ（町内会、自治会）、協働型組織（NPO法人、ボランティア団体）、港

区等で国際・文化都市をめざしていく必要があるのではないか。 

・おもちゃ図書館は、「障害のある子ども達におもちゃの素晴らしさと遊びの楽しさを」との願い

から始まったボランティア活動である。麻布地区でも、外国人、日本人にかかわらずこのような

サービスを提供する機会が必要である。 

課題：いじめの問題が続いている。 

・地域の再生や活性化のためには、いじめ問題について地域をあげて考えることが有効な手段と 

なるのではないか。 

・いじめがあるのか、ないのか。また、いじめの問題に対してどのような対応をしているのかを 

調査することが必要である。 

課題：子ども向けイベントを充実させたい。 

・イベントに対して区が積極的に支援をして、子どもたちが楽しめるイベントを増やしていけない

だろうか。 

・大使館との直接の交流だけではなく、大使夫人やその家族と交流を深めていくことが重要にな 

るのではないか。 

課題：学校教育等が充実していない。 

・教育面で民間企業の協力や活用機会がもっとあるべきではないか。 

・児童・生徒には親以外の大人の仕事の話を聞く機会が少ない。 

・既存施設の広報が少ない。情報の整備による既存施設の活性化、利用促進が望まれる。 

・麻布の学校向けのキャリア選択に係る講演者派遣、評価のフィードバックによる講演者の質の 

確保、大学・企業の方の講演会を定期的に開催することが望まれる。 

・麻布地区版計画書に掲げている将来像「国際・文化都市」は、地元に立地している外資系企業 

からは評価されていないのではないか。 

・話すための英語教育の導入が必要ではないか。 

・港区は 先端の教育への変更を検討する必要がある。 
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課題改善のアイディアや新たな意見 

提言35：子どもが楽しめるイベントの創出が必要 

■子どもたちがもっと楽しめるイベントを創出していく必要がある。また外国人との交流機会を増やして

いくことも望まれる。 

・スポーツ、祭り、催し物、小･中学校の吹奏楽部等による音楽会等の魅力あるイベントの実施と周知が

必要。 

・インターナショナルスクールと地域間の交流促進として、地域の公立学校とインターナショナルスクー

ルが運動会や文化祭を共催する。 

 

提言36：地域での子育て環境の拡充が必要 

■子育てに関する既存サービスの拡充と新たなサービスを検討する必要がある。 

・既存のおもちゃライブラリーや民間の託児所で高齢者のボランティア活動をサポートする必要がある。

・核家族のための子育て、生活の知恵Q&Aサイトを立ち上げ、高齢者がそれに答えることはできないか。

・子育てひろば「あい･ぽーと」のような子育て・家族支援者養成活動を推進する。 

 

提言37：地域の企業との連携による学校教育の充実が必要 

■教育面でも地域の企業と連携・協力を行い、充実した学校教育を推進する必要がある。 

・地域に立地する民間企業の協力・支援による社会見学・職業体験等の充実など、地域の企業による学 

校教育の支援が望まれる。 

・社会科見学会、企業での職業体験の機会を増やす。民間企業、区役所やNPO法人も含めた児童の受け 

入れ態勢の構築が必要ではないか。 

 

提言38：国際教育の推進が必要 

■『国際・文化都市』という麻布地区の将来像を実現するために、国際教育を推進する必要がある。 

・国からの「教育課程特例校」の指定を生かし、区立学校でインターナショナルコースを開設する。 

・小学生時代から英語教育を実施する。 

・公立インターナショナルスクールを開設する。 

・国際文化交流に専念する公職として（仮称）国際教育委員制度を新設する。社会教育委員のようなイ 

メージで、国際交流や国際教育活動に関する業務を行う。 
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テーマⅢ 生活者の目線にたったまち 
 

２ まちの魅力を生かし次代を担うひとを育む麻布のまち 

(2)麻布のまちの魅力を語り伝える 

 

地域の現状と課題 

課題：麻布地区における魅力の伝承が足りない。 

・麻布のまちの魅力を語り継ぐためには、旧町名を復元しなければならないと思う。元来、町名とは意 

味のあるものである。 

・年配者から子どもへ、経験話等伝えていかなければならないことがある。 

・小学校へ地域のボランティアを派遣して､麻布の歴史等を語ってもらうことにより、子どものうちから

麻布に関心を持ってもらいたい。 

・まちの魅力を語り継ぐために、年配者から子どもへ、旧町名を活用して歴史を語る機会を作りたい。 

 

 

 

課題改善のアイディアや新たな意見 

提言39：まちの魅力を語り伝えるための具体的な検討が必要 

■まちの魅力を語り伝えるために、「旧町名」を活用した具体的な魅力伝達の検討が必要である。 

・旧町名には必ず理由がある。それを住居表示に併記したら良いと思う。あわせて旧町名の由来等を書 

いた小冊子も作ると、住民に住んでいる場所に愛着が湧くと思う。町会・自治会名と小学校名の整合

性が、現在の住居表示だけでは合わないという問題もある。 

・現在の町名と旧町名の対照地図帳を制作してはどうか。麻布地区の地域事業を活用し、制作が可能で 

はないか。 

・「ちぃばす」の車内放送（ちぃばすチャンネル）に、旧町名を含めた名所・名跡案内を入れることを検

討してはどうか。 

 

提言40：まちの魅力をアピールする方法の検討が必要 

■まちの魅力を積極的にアピールする方法を検討する必要がある。 

・麻布の文化大使として、積極的に後援やPR活動に出向く、（仮称）麻布文化大使制度を新設してはど 

うか。麻布地区内のランドマークで週末に活動し、来街者に麻布の魅力をアピールしてはどうか。 

・麻布地区を訪れた観光客に対して様々な施設の利用を促進するために、クーポン券付きの観光パスポー

トを活用してはどうか。 

・石川県白山市では、俳句によるまちづくりを積極的に進め、地域の魅力と活力の創出に努めている。 

麻布地区においても、有名俳人の協力を得て（仮称）麻布俳人クラブ事業を創出してはどうか。 
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２ 各委員の感想・コメント 

 

麻布を語る会に参加当初は、他の委員の方々の意識の高さに感動致しました。 

考え方や価値観はそれぞれありますが、麻布を思う気持ちが、私たちを繋いでくれました。 

議論を重ねるごとに具体的なアイディアも出るようになり、後は実行に移す手前まで煮詰めてくることが

できました。 

集められた提言は未来の麻布を明るく照らしてくれることは、疑う余地がありません。 

今では語る会の一員であることに誇りを感じています。 

纏め上げた提言が確かに実働することを、心から願っています。 

相田 清隆 

 

分科会で８回にわたって、各委員が真剣に地域に根差した生活者としてひとつひとつを話し合い、40の提

言としてまとめあげた提言書を提出しただけで終わらない様に、積極的に町会活動、行政が主催するテー

マ別のコミュニティ活動、祭りや催事等に参加していく事で提言の実現を見守り、かかわっていきたいと

思っています。 

Ｃ・Ｉ 

 

様々なご経験、お立場からとても楽しくて有意義な議論ができ、とても良い経験となりました。 

今後も私なりに個人の立場で、より良いまちとなるように心がけていきたいと思います。 

小畑 至弘 

 

「麻布を語る会」に参加した皆様と意見を交わす中で、麻布地区が今以上に住みやすく、魅力溢れる街に

なる大きなポテンシャルを持っているなと感じました。今回の提言をいかに実行に移すかが今後の課題か

と思いますが、民間企業と協力し、様々な能力を持ったボランティアを活用することによって、この地域

ならではの面白いことが実現できるのではないでしょうか。 

このような発言の機会を頂けたことに感謝するとともに、一つでも多くの提言が実現されることを期待し

ております。 

河又 麻里子 

 

テーマⅠ・Ⅱ・Ⅲの各項目が似通っていて、自分が感じている問題点をどの項目に入れたら良いか迷って

しまいました。もう少し項目を絞った方が良いと思いました。例えばテーマⅠの１の（１）とテーマⅡの

１の（１）等、他にも似通った所があり、メンバーが出した問題点も幾つかの項目に同じような内容が出

ています。無駄な気がします。しかし、私にとってとても良い刺激になりました。普段気にしながら問題

点を出す時には、すっかり意識から飛んでしまっている事を、メンバーの出された問題点から再び思い出

されてとても良い勉強になりました。 

Ｙ・Ｋ 

 

麻布いきいきプラザ近くに年一度、商店街への便利さもあり、納涼まつりの駐車場として使用される空き

地がある。年間を通して、この時期のみで残念に感じる。住民が集まれる場所として利用出来ないのか。

情報発信として、区関連の情報紙の展示や配布、麻布らしい年齢国柄を越えた住民交流、行事（七夕、ハ

ロウィンなど）の場として、ボランティア団体の参加を含め、協働活動を期待したい。 

Ｋ 
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麻布地区お住まいの皆様へ 

この会への参加は、神戸という外国（麻布地区外）出身の私にとって非常に有意義な会でした。 

会への参加を重ねるごとにいろんな方とお話ができ、また住んでいる街の歴史や生きている情報を共有す

ることができました。 

いつも歩いている通りや街並が常に新鮮に感じられ、住民として意識向上している事間違いないです。ワ

クワク感一杯です。 

      Come on ! Join us !!               Yuji Saeki 

 

麻布を語る会をきっかけで、福祉の問題が重要に思えた。介護予防リーダー活用や介護予防の知識は必要

と認めます。ますます福祉（高齢者・障害者・児童）が重要になります。「麻布の歌」等を作成して、よ

り元気になって、明るい麻布になって欲しい。コミュニケーションがあれば、お互いに理解しあえ、住み

よいまちになり、永住したい人が増えていくのではないでしょうか？ 

これからもご指導をよろしくお願いいたします。 

「麻布の歌」・・・皆で一緒にうたえる歌 

首藤 初子 

 

実際に生活している区民の生の声を聞き、区政に反映させてより住みやすい港区を作るという「麻布を語

る会」のコンセプトは、大変素晴らしいと思います。実際に様々な観点からの提言が出されておりますの

で、一つ一つの提言を丁寧に検討し、可能な限り実現していただきたいと思います。 

また、会に参加することで、自分が今まで知らなかった麻布地区を知ることができ、より麻布地区に愛着

を持つことができるようになりました。このような会への参加機会をいただいたことに感謝いたします。

鈴木 基宏 

 

今回参加した分科会では、次のところが気になっています。 

公園の公衆トイレについては、もっと中を明るく、できるだけ広くしてほしい。 

六本木ヒルズの公園は池があり良いが、蚊が多いので、その対策が必要。それと長い石のイスに背もたれ

があると安心して座れる。 

屋上緑化の義務化は、現在も費用の一部助成制度があるが、割合が工事費の６割くらいの補助になれば、

もっと屋上緑化が進むと思う。 

今後、基本計画にどのように反映されるのか見ていきたいと思います。 

関 薫 

 

私は今回麻布を語る会に参加したことで、地域の事に今までより随分と目を配るようになりました。それ

でもまだこの地域で取り組まれている事業やイベントの情報は私のところまで届きにくいことがよくあ

ります。地域の事に参加できていない方からすると、更に知らない事が多いのではないかとも思います。

ですから、この提言書にそって改善していく内容が霞んでしまわないよう、もっと地域住民の皆さまに広

く届くようにして頂きたいと思います。 

（匿名希望）

 

麻布地区からの提言書にとどまることなく、提言がより多く実現することを希望します。そのための話合

い、学習、検証が必要ですし、有言実行に向けて、協力できればと思います。特に、2020年の東京オリン

ピックで、各地から世界から多くの方が港区を訪れるでしょうから、「魅力ある港区」に向けて、邁進で

きればなと思います。身体を休める、ちょっとひと息つける公園にカフェを、という思いも強いです。 

高柳 由紀子 
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今、民主主義国家では、市民の討議を通じて、「公共的価値」とは何かと決めていくという流れがあり、

私が研究しているＢＢＣの基本法規である王室特許状更新（2007年）の際にも、視聴者代表を含む様々な

関係者が関与し、ＢＢＣ史上 も徹底的で透明な特許状の見直しが行われました。ＢＢＣは行政機関では

ありませんが、私は日本の市民参加の行政の会議に興味を持っていました。今回、この会に参加すること

で、日本風のプロセスなどを学び、提言もさせて頂き、大変勉強になりました。ありがとうございました。

原 麻里子 

 

様々な立場の区民の方と意見を言い合えるのは素晴らしい事と思う。前回も参加して思う事は、認識不足

かも知れないが、結果を知らない。広報で見た覚えもない。私は 50 年以上港区に住み、港区で御世話に

なり住民の為に何か役に立つ事があればと参加したが、長年見て区政はマンネリ化しているのを感ずる。

職員で一生懸命になさる方には頭が下がるが全員ではない。もっと住民に近づこうとしてほしい。街を歩

いてほしい。私は自分の言動が住民の為に何か出来たのかと反省する。出来そうな事が出来ない港区。港

区の条例を作ってほしいと言いつづけてきた。 近は、何もしない区民も悪いのかもしれないと思うよう

になった。 

Ｔ．Ｍ 

 

この度、麻布を語る会の一員に加えて頂き、ありがとうございました。一員になったことで改めて居住地

域のことを考え、見つめる機会を頂きました。語る会の中で自分と同じ思いや意見をもつ方々が居られる

ことや、自分が気付かない事など様々な意見にふれることができました。また行政で取り組まれている事

柄で住民が知らないことが多くあることを知りました。今回、提言書にあげて頂いたことが少しでも今後

の行政に生かされ、住民に知る機会が増えることを願っています。 後になりましたが、今回かかわって

下さった方々に感謝を申し上げます。 

山下 真麗子 

 

様々な世代・背景の方々とテーブルを共にし、多角的に行政を考える機会だった。 

提言の諸点が区政において優先的に採用されることを期待する。 

当分科会は、区民の間に“citizen”としての自覚・責任を醸成するうえで一定の役割を果たしている。

ただし、“策定分科会”と銘打っている以上、単なる意見出しに終始するだけでなく、事業化・条例化を

目標とした議論および構成が望まれる。そうすることで、参加者個々のスキルアップも図れるであろう。

後になるが、座長・副座長、区職員、委託業者の各位に謝意を表したい。 

唯是 一寿 

 

開発事業について 

今、私の住んでいる地域は、開発計画の真っ直中です。現在、木造戸建住宅の密集地で、蛇、蛙、蝉、松

虫など春には鶯がやって来ます。この開発により、みんな姿を消してしまうでしょう。しかし、安心・安

全のまちづくりのためには開発も大切です。災害に強い道路の完備、安心して歩ける道、住まいはマンシ

ョンになるでしょう。そこに私達人間はもちろん、姿を消してしまった小動物や虫達も一緒に戻ってこら

れるような緑豊かな理想郷をつくるため参画しています。 

今、提言させて頂きたいこととして、低所得者や高齢者が住みつづけられるよう、老人ホームではなく、

高齢者が自立して住み続けられるような、借り上げ住宅を、このマンションの一部に出来たらと思ってお

ります。 

横島 久子 
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３ 麻布を語る会「麻布地区版基本計画策定」分科会の開催経過 

 

回 開催日 内容 

第１回 

分科会 
4/25（木） 

・自己紹介 

・分科会について 

学習会 5/29（水） 
・港区基本計画・麻布地区版計画書について 

・地域事業について 

第2回 

分科会 
6/19（水） 

【グループ議論】 

テーマⅠ「ひとにやさしい都市空間のまち」 

第3回 

分科会 
7/24（水） 

【グループ議論、全体議論】 

テーマⅠ「ひとにやさしい都市空間のまち」 

第4回 

分科会 
9/18（水） 

【全体議論】 

テーマⅠ「ひとにやさしい都市空間のまち」 

【グループ議論】 

テーマⅡ「誰もが愛着を感じるまち」 

第5回 

分科会 
10/9（水） 

【グループ議論、全体議論】 

テーマⅡ「誰もが愛着を感じるまち」 

第6回 

分科会 
10/30（水） 

【全体議論】 

テーマⅡ「誰もが愛着を感じるまち」 

【グループ議論】 

テーマⅢ「生活者の目線にたったまち」 

第7回 

分科会 
11/20（水） 

【グループ議論、全体議論】 

テーマⅢ「生活者の目線にたったまち」 

第8回 

分科会 
12/11（水） 

【全体議論】 

テーマⅢ「生活者の目線にたったまち」 

【グループ議論、全体議論】 

テーマⅠ「ひとにやさしい都市空間のまち」 

第9回 

分科会 
2/12（水） 

【全体議論】 

提言書（案）に対する修正意見について 

第10回 

分科会 
2/27（木） 

【全体議論】 

・修正意見反映状況について 

・提言式について 
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４ 麻布を語る会「麻布地区版基本計画策定」分科会委員名簿 

 

平成26年3月現在 

1 相 田  清 隆  18 鈴 木  基 宏  

2 安 藤  正 弘  19 関  薫  

3 五 十 嵐  剛  20 仙 納  康 代  

4 池 田  邦 雄  21 ソ ウ  チ ョ ン ウ ォ ン ○

5 井 上  英 一 ◎ 22 添 田  卓 也  

6 伊 庭 野  大 輔  23 高 柳  由 紀 子  

7 今 別 府  千 恵 子  24 野 村  蓉  

8 尾 川  直 子  25 原  麻 里 子  

9 小 畑  至 弘  26 広 瀬  康 令 ○

10 香 川  浩 崇  27 藤 中  良 太  

11 河 又  麻 里 子  28 藤 本  佳 津 子  

12 清 澤  靖 子  29 増 子  照 孔  

13 G R A Y  C A M P B E L L  30 山 下  真 麗 子  

14 小 坂  雄 介  31 山 本  尚 宏  

15 小 西  政 明  32 唯 是  一 寿  

16 佐 伯  祐 児  33 横 島  久 子  

17 首 藤  初 子    

※敬称略、50音順。◎は座長、○は副座長。                      ほか１名 

 



 

52 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 
 

 

・ 区民ワークショップイベントの結果概要は、テーマⅡ「誰もが愛着を感じるまち」について検討する際

の資料として分科会に提供しました。 

・ 区民意識調査結果概要は、検討の資料として分科会に提供しました。 
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１ 麻布を語る会の位置づけ 

 

 

港区麻布地区総合支所区民参画組織麻布を語る会設置要綱 

 

平成２2 年 3 月 31 日

２1 港麻協第 1161 号

（設置） 

第１条 麻布地区の課題解決や将来像の実現に向け、その魅力を一層高めるため、区民参画の

手法により、区民意見等を聴取し、区民主体の検討及び活動を行う取組として、麻布を語る

会を設置する。 

（役割） 

第２条 麻布を語る会は、地域の特性や地域の課題を踏まえ、麻布地区の現状、課題、施策及

び事業に関する検討を行い、麻布地区総合支所と協働し活動するものとする。 

（構成員） 

第３条 麻布を語る会に参加する者（以下「構成員」という。）は、公募による区民とする。 

２ 前項の区民は、麻布地区内に居住し、勤務し、在学し、又は麻布地区のために活動を希望

する者とする。 

（構成員の任期） 

第４条 構成員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。 

（分科会） 

第５条 麻布を語る会に、活動分野に沿って、分科会を置く。 

２ 構成員は、いずれかの分科会に属する。 

３ 分科会に、座長及び副座長を置く。 

４ 座長及び副座長は、分科会に属する構成員の互選により選出する。 

５ 座長は、分科会を招集し、会務を統括する。 

６ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その役割を代理する。 

（全体会） 

第６条 麻布を語る会は、構成員全員による全体会を必要に応じて開催する。 

（会議の公開） 

第７条 麻布を語る会の会議は、公開とする。 

（庶務） 

第８条 麻布を語る会の庶務は、麻布地区総合支所協働推進課において処理する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、麻布を語る会の運営に関し必要な事項は、麻布地区総

合支所長が別に定める。 

付 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 
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２ 区民ワークショップイベントの結果概要 

 

 

 

無作為抽出による「区民ワークショップイベント」 

～「生活者優先の、安全で安心して快適に住み続けられる国際・文化都市」をテーマに～ 
 

 

港区麻布地区総合支所では、より良い麻布地区の将来をめざし、麻布地区版計画における将来像でも

ある「生活者優先の、安全で安心して快適に住み続けられる国際・文化都市」をテーマに、「区民ワーク

ショップイベント」を開催しました。 

このワークショップは、麻布地区管内在住・在勤の日本人、外国人の皆さんに、それぞれの立場で、麻

布地域に関する様々なお考えを互いに話し合っていただくことを通じて、麻布地域や区政に関する関心を

深めていただくとともに、議論した内容を「港区基本計画・麻布地区版計画」策定の検討や、今後の麻布

地区の取組に活かしていくために実施したものです。 

当日は、４班に分かれ、日本人と外国人との間のコミュニケーションのあり方、信頼関係の構築、地域

に対する愛着など、地域コミュニティの国際化が進んでいく中での現状と課題等を中心に議論していただ

きました。 

 

 

開催日時 平成25年９月７日（土）13:00～17:30 

開催場所 港区麻布地区総合支所 ２階 第３会議室 

参加者 
麻布地区在住の区民：１８名 （うち外国人：３名） 

【無作為抽出により参加依頼を送付し、参加申込みをいただいた方】 

内容 

１．開会 

 

２．情報提供 

・麻布地区総合支所の地域事業について 

 

３．基調講演 

・講師 東洋英和女学院大学副学長 池田明史教授 

地域コミュニティの「国際化」を考える 

日本人の持つ外国人のイメージや地域でのコミュニティ、「緩やかな絆」の大切さに

ついての講演 

 

４.ワークショップ 

・グループ議論による意見出しを行った後、各グループによる発表と講師による講評 

 

５．閉会 
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参考：区民ワークショップイベントでの意見のまとめ 

 

【１班】 

麻布地区の良いところ・悪いところ 

・町内会のコミュニティがある。 

・場所によっては人とつながりが少なくなっているところもある。 

・住みやすい。 

・交通の便が良い。 

・大使館が多く、外国人も多い。 

・外国人が住んでいてもコミュニケーションをとって住みやすい。外国人の方からは偏見なく優しく接 

してくれると良い意見を頂いた。 

・健康診査が無料で受けられる。 

・高齢者の一人暮らしが増えている。 

・高齢者や子どもがとても住みやすい。 

・繁華街が近くにあることで治安の面で不安がある。 

麻布地区の改善すべき点 

・外国人と一緒に住んでいくのに具体的な問題点は、外国人から見ると地域の地名や通りがわかりにくい。

標識を見ても地図を見てもわからない。 

・外国人と一緒に住む日本人から見ると、特に言葉の壁があって、曜日や時間等のごみの出し方のルール

もうまく伝わらずにトラブルの元になることがある。 

改善のアイディア 

・行政には、外国人にもわかるような表記の標識を整えてほしい。 

・生活のごみ出しなど地域ごとのルールは、行政にやってもらうと範囲が広くぼやけてしまうし場所に 

よってルールも違うので、行政でやってもらうよりは、地域に住む人に積極的にコミュニケーション

をとって、やってもらうと良い。 

・言葉の壁に対しては外国人向けに日本語の教室や、日本人向けに外国語の教室を行政でやってもらえ 

たら助かる。 

・地域に住む人が主体的となって一緒に住みやすい環境をつくることが基本。行政に後ろから支えても 

らえるところがあれば、やってもらえたら良い。 

めざすべき麻布地区の姿 

・外国の方にとっても住みやすい環境をつくれば、外国人の方も地域とともに生活できる。同様に、新 

しく住む人が来ても地域とともに生活ができるだろう。めざすのは「外国人の方も、昔から住む方も、

新しく住む方にも住みやすいまち麻布」。 

 
 

【２班】 

麻布地区のキャッチコピー 

「未来と世界につながる伝統のまち麻布」 

麻布地区の良いところ 

・外国人が麻布に住みたいと思う根本的な理由は、日本の伝統的な昔のものを味わえること。麻布も神楽

坂のように昔のものが残っている特別な場所なので魅力的。伝統を守っていく必要がある。 

・パン屋やレストランが多くて良い。便利で素敵な買い物ができる。 

麻布地区の改善すべき点 

・古いまち、古いところがあるまちは道が狭い。避難時、不便で危険になる場所があることは問題である。
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・大使館がたくさんあることが特徴だが、あまり開いていない。イベントがあっても招待が届かない。 

たくさん大使館があっても入ったことがない。せっかく国際的な場所がたくさんあるので何か、イベ

ントの宣伝、プロモーションをすれば良い。 

・有栖川宮記念公園には桜がたくさんあって好きなルートがあるのに、休める場所がないので、休める 

場所を設置してほしい。 

・駐車場代が高い。特に麻布十番は高い。 

・政治団体による街宣活動は、場所、時間、期間を決めて行った方が良い。通学時間と重ならないよう 

にしてほしい。 

改善のアイディア 

・歩行者天国のようなものを作る。例えば、月に1回、麻布十番の通りを銀座のような歩行者天国にする。

・麻布の伝統的な雰囲気を残して欲しい。新しいビルがどんどん建っていくとしても、古いものを残し 

て欲しい。外国から来た人は古いものに興味を持つと思う。 

・町名が変わっていくことを残念に思う。旧町名を残して欲しい。 

・古いものを大事にする為には、住民や子どもたちに対して麻布の文化歴史をわかってもらえるような 

教育をしていくことが大切ではないか。 

・国際的な雰囲気を作っていって欲しい。外国からの訪問者、住民、大使館が一緒になって、日本の伝 

統的な体験をしていく。例えば、大使館やレストランを開放して、国際的な交流をしていってほしい。

 

【３班】 

麻布地区のキャッチコピー 

「暖かみのあるクールな街」 

麻布地区の現状や課題について 

・良い面と悪い面が表裏一体でおもしろい。 

麻布地区の良いところ・悪いところ 

・外国人が多いことでの良い面は、ハイレベルの外国人が多い。雰囲気が洗練されている。由緒ある歴 

史があるので、良いところが多くあることを外国人に教えたい。外国の方がいらっしゃって良くなっ

た部分がたくさんある。 

・外国人が多いことでの悪い面は、日本人は、国際化に関して迎合的になりすぎている。 

・一部の外国人は、文化の違いを理解していない。日本の習慣に気づかず悪気なく結果的に迷惑をかけ 

ている。例えば外国のキッチンにはディスポーザーがあるのが当たり前だが、日本にはないので排水

管を詰まらせてしまうことがある。 

・麻布十番と六本木には、色々な文化がまとまっていて隠れ家的な雰囲気と下町的な要素がある。雑誌 

でお洒落な隠れ家的なお店の特集があると必ず六本木、麻布十番の店が必ず出てくる。東京の中でも

認知されているまちだと思う。 

・六本木に住む前は、六本木は人の住めるところなのかと思っていた。実際は普通の方々が住んでいるが、

世間のイメージ、見る目が少し違う。六本木周辺の飲み屋街は外国人が集団で座っているのがあると、

怖いようなイメージが出てくるのかもしれない。日本の若者が集団でその辺に座っていたら怖いと思

うが、特に六本木には外国人がいて何か悪いことをしているイメージがある。 

・特に問題なのは朝８時くらいに酔っ払いがまちを歩いていること。六本木の繁華街なら許せる部分も 

あるが、通学時に、酔っ払いを見てしまうことは悪い。 

・「六本木ヒルズ」や「東京ミッドタウン」の再開発に対しては、ずっと住んでいる人たちも好意的にと

っている。道が整備されて綺麗になったり、映画館が出来て映画が観やすくなった。「六本木ヒルズ」

が出来たことで外国人が多くなって国際化されたことなども支持しているようだ。 

・再開発があることによって地域の集団コミュニティがなくなるケースもあるだろうが、「六本木ヒルズ」

に関しては「六本木ヒルズ自治会」等で盆踊りをやられていると思うので、再開発されても地域コミ

ュニティは残っているのが良いところ。 
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・悪いところは、麻布十番は不動産価格が高くなっていて、古くからやっている個人のお店の経営者の 

方々はお店を閉めてしまう。ビルを建てた方が儲かるのではないかという話が出てきて、個人商店が

なくなってしまう。そうすると、地域性が薄れたりコミュニティが崩れてしまう問題がある。 

・個人商店がなくなった後、チェーン店が入る。チェーン店は没個性であったり、地域のイベントに参 

加しづらい部分がある。それで、まち自体がすたれてしまうことは大きな問題。 

・チェーン店は夜遅くまでやっていて個人商店よりは便利だという意見もある。 

麻布地区の改善すべき点 

・具体的な対策として、「酔っ払い」をなくすような決まりや仕組みを作る。街中では良いが、子どもい

るところは問題がある。法律や決まりを作っても酔っ払いはいなくならないだろうが、なくすための

工夫として、地域の有志の人たちや、既にやりたいと思っている方々に集まって頂き、朝７時以降に

見回りをして頂く。路上で寝ている方を起こしてあげるとか、地域のコミュニティに何か協力をして

もらう対策が出来ると思う。仕組みを作ることによって、元々あったコミュニティがまとまる。何か

やりたいと思っていて場がなかった人たちも集まり、もともとあった地域のコミュニティが復活する

仕組みを作りたい。 

・「地域のコミュニティ」では、外国人が六本木に来た時、知り合いもなく不安な部分があると思う。ト

ラブルを起こそうとして起こすのではなく、日本自体も知らずに地域や日本の習慣が理解できずにト

ラブルになることもある。日本の文化や習慣を知ってもらえば解決できるのではないか。その為には

区役所の空いている場にＮＰＯの方等に集まって頂き、日本の文化を理解して頂く場を作る。 

・外国人だけでなく、新米ママや地方から来た人の手助けにもなるような「集まれるコミュニティ」を 

作って手助けする。区役所の掲示板やインターネットを多く活用することが必要。 

改善のアイディア 

・結論は、外国人、日本人、地域の方が話し合いの出来るような場を作っていくこと。 

・支所等で実際、やっていることを知る機会が少ないので、知る機会を更に強化する。今回のようなイベ

ント、地域情報紙、広報紙の工夫、インターネットの活用を再検討する。 

・古くからの街なみを残す努力をする。 

・六本木、麻布十番のブランドについて。チェーン店でもプレミアム感を出したくなるようなまちのブ 

ランドづくりが大事。 

 
【４班】 

麻布地区の良いところ 

・緑が多い。 

・店が多い。 

・古い住民が多い。 

・各種文化施設が多い。 

・病院が多い。 

・治安が良い。 

・様々な世代、様々な国の人が多く、多様性に富んでいる。 

麻布地区の改善すべき点 

・坂が多いことは良くない。一方で、坂があることで、運動が出来るのはよいこと。坂を利用した運動 

で皆が健康になってもらえたら良い。 

・「ちぃばす」の便が悪い。 

・犬のフンを始末してくれない人がいて、注意すると言い返されることが多い。 

・鳩に餌をやりに車で来る人がいる。注意しても警察に言ってもやめないので何とかしてほしい。 

・西麻布が坂の谷のようになっているせいか、下水が臭い。店が多いことも原因だと思う。 

・高速道路の橋脚等に落書きがたくさんある。また、車中心社会の名残りがたくさんあり、信号から信 

号の距離が遠く、渡りたくても遠回りしないとならないところが多い。 



参考資料 

58 

・歩道が狭い。 

・歩道の脇の花壇の中にごみがあって汚い。 

・電信柱を地中に埋めてほしい。 

・歩きタバコ、タバコの吸い殻を捨てている人がいる。 

・一区画の家が大きい割には住民が１人とか２人なので管理が出来ていない。 

・自転車が多く、ぶつかることも多い。 

・自転車で宅配している業者に便乗して猛スピードで走る自転車が多い。 

・道が狭いのに道路脇に車が駐車していて、歩く時、車の外側を歩くことになる。片側で良いので線を 

引いてもらい、駐車できないようにしてほしい。 

・歩道がデコボコでベビーカーを押していくとガタガタで子どもが可哀想。 

・めざすのは「一人でも安心して住める麻布」。 

改善のアイディア 

【住民自らができること】 

・自分ができることは、色々な場所から情報収集して、それを生かして助け合うこと。もうひとつは、午

前７時頃、小学生の登校時間に会わせて皆で外の掃除をして子どもたちを見守ること。 

・防災訓練として高台に逃げる練習をする。どこまでが安全なのか危険なのか行政にもっと細かく情報 

を出してほしい。 

 

【行政にお願いしたいこと】 

・マンホールの上で転ぶバイクや自転者が多い。マンホールがツルツルなので、マンホールにエンボス 

加工のようなことをして滑って転ばないようにしてほしい。 

・「ちぃばす」の便を良くしてほしい。 

・鉄道の駅と駅を「ちぃばす」でつないでほしい。 

・住居表示の統一してほしい。右回りとか左回りとか、わかりにくい。必ず角には住居表示を付けてほ 

しい。数字が増えるのも三角でこっちは増えるとかこっちは減る等と書いてもらえばわかると思う。 

・「ちぃばす」の路線図がわかりにくいのでわかりやすくしてほしい。 

・「広尾」から「西麻布」に歩いていると、まっすぐ歩いているのに身体が斜めになる。 

家の駐車場があって、１日、１回か２回しか通らないはずなのに傾斜している。道を歩く人は１日、

何百人なのに１台の車の為に身体が傾くような道路の造りになっているところがたくさんあるので、

道路の工夫が必要。 

・公衆トイレを綺麗にしてほしい。有栖川宮記念公園のトイレは死角になっている。子どもたちが危な 

くないようにしてほしい。 

・防犯対策として、暗い街路灯を明るくしてほしい。 

・西麻布交差点のような大きな交差点をスクランブル化すれば、交通事故が減ると思う。 

・道路が狭いので、電線の地中化が必要。 

・車がすれ違わなくてよくなるように一方通行の道路を造ってほしい。 
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【講師講評】 

議論について 

・どのテーブルでも議論が活発で、それぞれが１つのテーマの後に、また次のテーマ、あるいはまた戻っ

て、という形で、主体的な議論が成されていたということに感心した。どの段階で扱うかということ

は別にしても、かなりのテーブルで同じようなテーマが話し合われていた。ここに集まった方々も、

あるいは、その母数になるような人たちの中でも、この地区に住まれている人たちの問題意識、関心

が、そこにある。それについて比較的に容易に、解決方法や対処方法を見つけているようなので、そ

の問題意識・課題の解決については希望を持って良いと思う。 

各班の発表について 

【２班の発表】 

・外国人には六本木、麻布には「日本の古き良きものが残っている」という話だが、我々から見ると六 

本木や麻布というのは先進的で非常に外国人がたくさんいて、むしろ「日本的と言うよりは国際的な

地域」だという、この認識のギャップが非常におもしろかった。そうやって考えてみると、この麻布

や六本木地区は、立場がそれぞれ違う人、色々な考え方のある人たちをたくさん抱えている。 

 

【３班の発表】 

・同じ１つの現象が、そのどこから見るかによって、それが良く見えたり、悪く見えたりというのが、 

当然出てくるという話。その良し悪し両方ある現況に対して、どのように対処していくかということ

を問題意識としている。 

 

【４班・１班の発表】 

・４班では「環境の問題」ということに集中していったということだが、それはやはり見方を変えれば、

国際性の問題でもある。つまり、外国から来た人だって、住んでいる以上は基本的に嫌なものは嫌だ

し、直してほしいものは直してほしいと思っている。そこで必要なものは、そこのボトムラインはど

こなのか、と言うことを擦り合わせなければならない。そのボトムラインとしてどういうふうに設定

していくかということが１つと、それを外国人の方々にどうやって伝えるかという問題がある。これ

が言ってみれば、この国際的に多様な人たちが住んでいるという、この地域の特性で、それを伝える

為の有効な努力なり、あるいは心のリアルが求められているように思える。そこの部分で、１班での

発表の内容につながっていくのだと思う。 

 

【総括】 

・この地域の色々なところから集まった方々が話し合うなかで、自分が抱えている問題と同じものもあ 

れば、違うものもある。様々な個別の人たち、地域が抱えている問題が、ここで出されて、擦り合わ

されて、その結果として全体で共通認識ができあがってくるという、そのプロセスが、基本的には「広

い緩やかな絆をつくっていく」ということに大いに貢献するのではないかと思う。 
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３ 区民意識調査結果概要 

Ⅰ．調査の目的と概要 

１．調査の背景と目的 

区は、区民により身近な場所で、多様な区民のニーズを把握し、責任を持って地域の実

情を踏まえた施策を展開していくため、平成 18 年４月、「区役所・支所改革」により、芝、

麻布、赤坂、高輪、芝浦港南の各総合支所を設置しました。 

平成 26 年度は、区の行財政運営を推進する際の指針となる 上位計画である「港区基本

計画（平成 21 年度～26 年度）」の計画期間が終了することから、社会経済情勢や新たな財

政収支の見通しを踏まえた次期「港区基本計画（平成 27 年度～32 年度）」を策定する予定

です。 

港区基本計画は、全区的な計画である「分野別計画」と総合支所別の「地区版計画」か

ら構成されており、現行の「麻布地区版計画」では、地区の将来像を「生活者優先の、安

全で安心して快適に住み続けられる国際・文化都市」と掲げ、その実現に向け、地域の魅

力をより高め、地域の課題や特性に応じて麻布地区総合支所が独自に取り組むべき「地域

事業」を計上しています。 

 

本調査は、麻布地区にお住まいの

方を対象に、地域事業や地域の課題

についての御意見や御要望をお聞き

し、次期「麻布地区版計画」の策定

のための資料として活用するもので

す。  

２．調査の概要 

●調査対象 港区麻布地区内に住民登録する

満 20 歳以上の人 

●標本数  1,500 標本（有効発送数※ 

1,455） 

●標本抽出 住民基本台帳からの無作為抽出

●調査方法  郵送法 

●調査期間  平成 25 年 10 月 1 日（火）～

10 月 31 日（木） 

●有効回収数 390 標本 

●有効回収率 26.8％ 

●調査項目 

・調査回答者の状況「ご自身について」 

性別、年齢、職業、居住地域、家族構成、同居者、同居者の年齢、居住形態、 

居住年数、住みよさ、定住意向 

・調査回答者の意識「地区の事業について」 

地域事業の状況（認知度、期待度、関心度、自由意見）、近所づきあい、参加している

地域活動、地域事業への参画意向・地域活動等へ参画しない理由、地域の課題（テー

マ、具体的な意見）、情報の入手方法、住民参加の呼びかけ方法 

 ※宛先不明等による配達不能分を除いた数

港区基本計画

分野別計画

（基 本 構 想 の３分 野 ６基 本 政 策27政 策 ）

地区版計画書

（地 域 特 性 に応 じた 
課 題 解 決 に向 けた 
政 策 ・施 策 ・事 業 ） 

芝 地 区

麻 布 地 区

赤 坂 地 区

高 輪 地 区

地区版計画書

芝 地 区

麻 布 地 区

赤 坂 地 区

高 輪 地 区

芝 浦 港 南 地 区

整合

前 期  
（実施計画）

後 期

地域事業  
（年次計画）

後 期

見 直 し

平 成  
27 年 度  

平 成
30 年 度

平 成  
28 年 度  

平 成
29 年 度

平 成
31 年 度

平 成
32 年 度
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Ⅱ．調査回答者の状況「ご自身について」 

１．【問１】性別 

質問：あなたの性別をお答えください。（一つに○）  

 

 設問 件数 構成比 

１． 男性 139 35.6% 

２． 女性 243 62.3% 

 無回答 8 2.1% 

 合計 390 100.0% 

 

２．【問２】年齢 

質問：あなたの年齢をお答えください。（一つに○）  

 

 設問 件数 構成比 

１． 20～24 歳 15 3.8% 

２． 25～29 歳 35 9.0% 

３． 30～34 歳 32 8.2% 

４． 35～39 歳 55 14.1% 

５． 40～44 歳 59 15.1% 

６． 45～49 歳 43 11.0% 

７． 50～54 歳 26 6.7% 

８． 55～59 歳 24 6.2% 

９． 60～64 歳 24 6.2% 

10． 65～69 歳 19 4.9% 

11． 70～74 歳 19 4.9% 

12． 75～79 歳 17 4.4% 

13． 80 歳以上 19 4.9% 

 無回答 3 0.8% 

 合計 390 100.0% 
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３．【問３】職業 

質問：ご職業についてお答えください。（一つに○）  

 

 設問 件数 構成比 

１． 自営業主・家族従業 65 16.7% 

２． 会社員・団体職員・公務員 149 38.2% 

３． アルバイト・パートタイマー 31 7.9% 

４． 家事専業 68 17.4% 

５． 学生 7 1.8% 

６． 無職 38 9.7% 

７． その他 27 6.9% 

 無回答 5 1.3% 

 合計 390 100.0% 

 

 

４．【問４】居住地域 

質問：現在お住まいの地域をお答えください。（一つに○）  

 

 設問 件数 構成比 

１． 麻布狸穴町 0 0.0% 

２． 麻布永坂町 0 0.0% 

３． 南麻布 109 27.9% 

４． 元麻布 40 10.3% 

５． 西麻布 71 18.2% 

６． 六本木 73 18.7% 

７． 麻布台 14 3.6% 

８． 麻布十番 44 11.3% 

９． 東麻布 35 9.0% 

 無回答 4 1.0% 

 合計 390 100.0% 
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５．【問５】家族構成 

質問：家族構成についてお答えください。（一つに○）  

 

 設問 件数 構成比 

１． 単身世帯 86 22.1% 

２． 夫婦のみ世帯 100 25.6% 

３． ２世代（親と子）の世帯 168 43.1% 

４． ３世代（親と子、孫）の世帯 10 2.6% 

５． その他 21 5.4% 

 無回答 5 1.3% 

 合計 390 100.0% 

 

 

６．【問６】同居者（複数回答） 

質問：問５で３～５とお答えいただいた方にお伺いします。ご一緒に住まわれている方は

どういった方ですか。当てはまるもの全てに○を付けてください。  

 

 設問 件数 構成比 

１． 配偶者 121 60.8% 

２． 子 139 69.8% 

３． 親 49 24.6% 

４． 兄弟・姉妹 23 11.6% 

５． その他親戚 5 2.5% 

６． 友人・知人 4 2.0% 

 無回答 0 0.0% 

 合計 - - 

 回答者数 199 100.0% 
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７．【問７】同居者の年齢（複数回答） 

質問：問５で２～５とお答えいただいた方にお伺いします。ご一緒に住まわれている方の

年齢は何歳ですか。当てはまるもの全てに○を付けてください。  

 

 設問 件数 構成比 

１． 1 歳未満（乳児） 15 5.0% 

２． 1～5 歳（幼児・未就学児） 44 14.7% 

３． 6～12 歳（小学生） 30 10.0% 

４． 13～15 歳（中学生） 20 6.7% 

５． 16～19 歳（未成年） 25 8.4% 

６． 20～64 歳 182 60.9% 

７． 65 歳以上 73 24.4% 

 無回答 20 6.7% 

 合計 - - 

 回答者数 299 100.0% 

 

 

８．【問８】居住形態 

質問：現在のお住まいについてお答えください。（一つに○）  

 

 設問 件数 構成比 

１． 持家（一戸建） 74 19.0% 

２． 持家（マンション） 130 33.3% 

３． 賃貸（一戸建） 5 1.3% 

４． 民間の賃貸マンション・アパート 145 37.2% 

５． 都営住宅・区営住宅・区立住宅 2 0.5% 

６． ＵＲ・公社の賃貸住宅 1 0.3% 

７． 社宅・公務員宿舎 12 3.1% 

８． 寮・寄宿舎・住み込み・間借り 7 1.8% 

９． その他 10 2.6% 

 無回答 4 1.0% 

 合計 390 100.0% 
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９．【問９】居住年数 

質問：現在の麻布地区への居住年数についてお答えください。（一つに○）  

 

 設問 件数 構成比 

１． 1 年未満 46 11.8% 

２． 1 年以上 3 年未満 60 15.4% 

３． 3 年以上 5 年未満 36 9.2% 

４． 5 年以上 10 年未満 66 16.9% 

５． 10 年以上 20 年未満 59 15.1% 

６． 20 年以上 30 年未満 30 7.7% 

７． 30 年以上 88 22.6% 

 無回答 5 1.3% 

 合計 390 100.0% 
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10．【問 10】住みよさ 

質問：麻布地区の住みよさについてどのようにお考えですか。（一つに○）  

 

 設問 件数 構成比 

１． 住みよい 195 50.0% 

２． まあまあ住みよい 126 32.3% 

３． 普通 36 9.2% 

４． やや住みにくい 25 6.4% 

５． 住みにくい 5 1.3% 

 無回答 3 0.8% 

 合計 390 100.0% 

 

 

住みよい

50.0%

まあまあ住みよ

い

32.3%

普通

9.2%

やや住みにくい

6.4%

住みにくい

1.3%
無回答

0.8%
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11．【問 11】定住意向 

質問：今後の定住意向についてどのようにお考えですか。（一つに○）  

 

 設問 件数 構成比 

１． 永住したい 155 39.7% 

２． 当分の間は住みたい 179 45.9% 

３． できれば移転したい 13 3.3% 

４． 移転する予定 11 2.8% 

５． わからない 29 7.4% 

 無回答 3 0.8% 

 合計 390 100.0% 

 

 

永住したい

39.7%

当分の間は住み

たい

45.9%

できれば転居し

たい

3.3%

転居する予定

2.8%

わからない

7.4%
無回答

0.8%
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Ⅲ．調査回答者の意識「地区の事業について」 

１．【問 12】地域事業（認知度、期待度、関心度） 

質問：現在、麻布地区総合支所では、麻布地区版計画に基づき、独自に事業（地域事業）

を実施しています。別紙「麻布地区総合支所が独自に取り組む地域事業」をご参照い

ただき、各事業について、お考えに近い項目を選んで○を付けてください。また、事

業への提案や個別のご意見等がありましたら「自由意見」欄にご記入ください。  

 

（１）認知度 

質問：事業をご存知でしたか  

 

  １． ２．  

設問 

 

合計 はい いいえ 無回答 

①協働事業提案制度 
390 37 327 26 

100.0% 9.5% 83.8% 6.7% 

②防災ネットワーク構築事業 
（旧名称：災害時セーフティネット構築事業） 

390 103 261 26 

100.0% 26.4% 66.9% 6.7% 

③麻布防災案内事業 
390 91 274 25 

100.0% 23.3% 70.3% 6.4% 

④みんなと安全安心 

コミュニティプロジェクト 

390 68 291 31 

100.0% 17.4% 74.6% 7.9% 

⑤麻布アートフェスタ 
（旧名称：麻布フェスタ） 

390 86 277 27 

100.0% 22.1% 71.0% 6.9% 

⑥麻布未来写真館 
390 68 295 27 

100.0% 17.4% 75.6% 6.9% 

⑦国際協働事業 
390 41 318 31 

100.0% 10.5% 81.5% 7.9% 

⑧飯倉片町地下横断歩道小学生児

童絵画展示事業 

390 68 299 23 

100.0% 17.4% 76.7% 5.9% 

⑨「麻布の絆」活性化事業 
390 31 333 26 

100.0% 7.9% 85.4% 6.7% 

⑩地域サロン事業 
390 38 326 26 

100.0% 9.7% 83.6% 6.7% 

⑪おもちゃライブラリー 
390 41 322 27 

100.0% 10.5% 82.6% 6.9% 

⑫あざぶ達人倶楽部事業 
（旧名称：麻布ものしり認定制度） 

390 54 311 25 

100.0% 13.8% 79.7% 6.4% 

注：上段は件数、下段は構成比（％）  
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9.5%

26.4%

23.3%

17.4%

22.1%

17.4%

10.5%

17.4%

7.9%

9.7%

10.5%

13.8%

83.8%

66.9%

70.3%

74.6%

71.0%

75.6%

81.5%

76.7%

85.4%

83.6%

82.6%

79.7%

6.7%

6.7%

6.4%

7.9%

6.9%

6.9%

7.9%

5.9%

6.7%

6.7%

6.9%

6.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

協働事業提案制度

防災ネットワーク構築事業

麻布防災案内事業

みんなと安全安心コミュニティプロジェクト

麻布アートフェスタ

麻布未来写真館

国際協働事業

飯倉片町地下横断歩道小学生児童絵画展示事業

「麻布の絆」活性化事業

地域サロン事業

おもちゃライブラリー

あざぶ達人倶楽部事業

はい いいえ 無回答
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（２）期待度 

質問：期待度（○は一つ）  

 

  １． ２． ３．  

設問 

 

合計 期 待 で き

る 

どちらともいえな

い 

期 待 で き

ない 

無回答 

①協働事業提案制度 
390 103 202 28 57

100.0% 26.4% 51.8% 7.2% 14.6%

②防災ネットワーク構築事業 
（旧名称：災害時セーフティネット構築事業） 

390 209 122 9 50

100.0% 53.6% 31.3% 2.3% 12.8%

③麻布防災案内事業 
390 241 96 7 46

100.0% 61.8% 24.6% 1.8% 11.8%

④みんなと安全安心 

コミュニティプロジェクト 

390 143 154 36 57

100.0% 36.7% 39.5% 9.2% 14.6%

⑤麻布アートフェスタ 
（旧名称：麻布フェスタ） 

390 143 161 35 51

100.0% 36.7% 41.3% 9.0% 13.1%

⑥麻布未来写真館 
390 139 163 33 55

100.0% 35.6% 41.8% 8.5% 14.1%

⑦国際協働事業 
390 164 142 26 58

100.0% 42.1% 36.4% 6.7% 14.9%

⑧飯倉片町地下横断歩道小学生児

童絵画展示事業 

390 152 150 32 56

100.0% 39.0% 38.5% 8.2% 14.4%

⑨「麻布の絆」活性化事業 
390 132 163 38 57

100.0% 33.8% 41.8% 9.7% 14.6%

⑩地域サロン事業 
390 165 153 25 47

100.0% 42.3% 39.2% 6.4% 12.1%

⑪おもちゃライブラリー 
390 154 148 36 52

100.0% 39.5% 37.9% 9.2% 13.3%

⑫あざぶ達人倶楽部事業 
（旧名称：麻布ものしり認定制度） 

390 148 162 27 53

100.0% 37.9% 41.5% 6.9% 13.6%

注：上段は件数、下段は構成比（％）  
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26.4%

53.6%

61.8%

36.7%

36.7%

35.6%

42.1%

39.0%

33.8%

42.3%

39.5%

37.9%

51.8%

31.3%

24.6%

39.5%

41.3%

41.8%

36.4%

38.5%

41.8%

39.2%

37.9%

41.5%

7.2%

2.3%

1.8%

9.2%

9.0%

8.5%

6.7%

8.2%

9.7%

6.4%

9.2%

6.9%

14.6%

12.8%

11.8%

14.6%

13.1%

14.1%

14.9%

14.4%

14.6%

12.1%

13.3%

13.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

協働事業提案制度

防災ネットワーク構築事業

麻布防災案内事業

みんなと安全安心コミュニティプロジェクト

麻布アートフェスタ

麻布未来写真館

国際協働事業

飯倉片町地下横断歩道小学生児童絵画展示事業

「麻布の絆」活性化事業

地域サロン事業

おもちゃライブラリー

あざぶ達人倶楽部事業

期待できる どちらともいえない 期待できない 無回答
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（３）関心度 

質問：参加したいと思う又は関心がありますか  

 

  １． ２．  

設問 

 

合計 参加したい・関心

がある 

関 心 は 無

い 

無回答 

①協働事業提案制度 
390 151 179 60 

100.0% 38.7% 45.9% 15.4% 

②防災ネットワーク構築事業 
（旧名称：災害時セーフティネット構築事業） 

390 252 84 54 

100.0% 64.6% 21.5% 13.8% 

③麻布防災案内事業 
390 250 83 57 

100.0% 64.1% 21.3% 14.6% 

④みんなと安全安心 

コミュニティプロジェクト 

390 179 152 59 

100.0% 45.9% 39.0% 15.1% 

⑤麻布アートフェスタ 
（旧名称：麻布フェスタ） 

390 181 155 54 

100.0% 46.4% 39.7% 13.8% 

⑥麻布未来写真館 
390 175 165 50 

100.0% 44.9% 42.3% 12.8% 

⑦国際協働事業 
390 179 149 62 

100.0% 45.9% 38.2% 15.9% 

⑧飯倉片町地下横断歩道小学生児

童絵画展示事業 

390 142 186 62 

100.0% 36.4% 47.7% 15.9% 

⑨「麻布の絆」活性化事業 
390 130 196 64 

100.0% 33.3% 50.3% 16.4% 

⑩地域サロン事業 
390 167 166 57 

100.0% 42.8% 42.6% 14.6% 

⑪おもちゃライブラリー 
390 139 196 55 

100.0% 35.6% 50.3% 14.1% 

⑫あざぶ達人倶楽部事業 
（旧名称：麻布ものしり認定制度） 

390 159 174 57 

100.0% 40.8% 44.6% 14.6% 

注：上段は件数、下段は構成比（％）  
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協働事業提案制度
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関心がある・參加したい 関心は無い 無回答
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２．【問 13】近所づきあい・交流の程度 

質問：近所の住民との近所づきあい・交流はどの程度ありますか。（一つに○） 

 

 設問 件数 構成比 

１． 互いに家を行き来し、生活面で親しく協力し合い、緊急時の連絡先を知る程度 42 10.8%

２． 玄関先でお土産やおすそわけをする程度 36 9.2%

３． 立ち話をする程度 53 13.6%

４． 顔を合わせれば挨拶を交わす程度 182 46.7%

５． 近所づきあい・交流はない 58 14.9%

 無回答 19 4.9%

 合計 390 100.0%

 

 

互いに家を行き

来し、生活面で

親しく協力し合

う程度

10.8%

玄関先でお土産

やおすそわけを

する程度

9.2%

立ち話をする程

度

13.6%

顔を合わせれば

挨拶を交わす程

度

46.7%

近所づきあい・

交流はない

14.9%

無回答

4.9%
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３．【問 14】近所に対する期待・信頼 

質問：近所の住民に対する期待・信頼についてお答え下さい。（一つに○）  

 

 設問 件数 構成比 

１． 頼りにしている 37 9.5%

２． ある程度頼りにしている 100 25.6%

３． あまり頼りにしていない 139 35.6%

４． 全く頼りにしていない 94 24.1%

 無回答 20 5.1%

 合計 390 100.0%

 

 

頼りにしている

9.5%

ある程度頼りに

している

25.6%

あまり頼りにし

ていない

35.6%

全く頼りにして

いない

24.1%

無回答

5.1%
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４．【問 15】参加している地域活動（複数回答） 

質問：地域・コミュニティにおける活動のうち、参加している活動について、当てはまる

もの全てに○を付けてください。  

 

 設問 件数 構成比 

１． 町会・自治会の役員活動等（管理・運営） 19 4.9%

２． 地域（自治会・町会等）で開催される祭り、催事等への参加 83 21.3%

３． PTA 活動 17 4.4%

４． ボランティア・NPO・地域活動等 22 5.6%

５． 行政が主催するテーマ別のコミュニティ活動 11 2.8%

６． スポーツ・趣味・娯楽等 34 8.7%

７． その他の団体による活動 18 4.6%

８． 特に地域・コミュニティにおける活動に参加していない 197 50.5%

 無回答 65 16.7%

 合計 - -

 回答者数 390 100.0%
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無回答
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５．【問 16】地域事業への参画意向 

質問：麻布地区の地域事業に関する計画づくりや実施について参画のご意向はお持ちです

か。（一つに○）  

 

 設問 件数 構成比 

１． 参画している 9 2.3%

２． 参画したい 66 16.9%

３． 参画したくない 40 10.3%

４． 参画できない 116 29.7%

５． わからない 133 34.1%

 無回答 26 6.7%

 合計 390 100.0%

 

 

参画している

2.3%

参画したい

16.9%

参画したくない

10.3%

参画できない

29.7%

わからない

34.1%

無回答

6.7%
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６．【問 17】地域活動等へ参画しない理由（複数回答） 

質問：問 16 で、「参画したくない」「参画できない」とお答えになった方にお聞きします。

その理由はどのようなものですか。当てはまるもの全てに○を付けてください。 

ご記入後は問 18 へお進みください。  

 

 設問 件数 構成比 

１． 活動を知らなかった 44 28.2% 

２． 時間がとれない 102 65.4% 

３． 活動内容が分かり難い 27 17.3% 

４． 他のメンバーと打ち解けられるか不安 12 7.7% 

５． 参画の方法が分からない 34 21.8% 

６． 活動内容が身近なものではない 20 12.8% 

７． 活動に関心が無い 32 20.5% 

８． その他 14 9.0% 

 無回答 1 0.6% 

 合計 - - 

 回答者数 156 100.0% 
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65.4%

17.3%
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無回答
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７．【問 18】地域の課題（複数回答） 

質問：お住まいの地域にとって課題とお考えになっていること、またお困りになっている

こと、または必要性が高いとお考えの取組みは何ですか。下の表の上段で当てはまる

テーマ全てに○を付け、下段に具体的なご意見をご記入ください。  

 

 設問 件数 構成比 

１． 地域コミュニティづくり 65 16.7% 

２． 地域の防災 141 36.2% 

３． 地域の防犯 138 35.4% 

４． まち・環境の美化 107 27.4% 

５． 地域交通 75 19.2% 

６． バリアフリー 69 17.7% 

７． 環境保全・緑化 79 20.3% 

８． 都市の再開発やまちづくり 51 13.1% 

９． 商店街・産業の活性化 67 17.2% 

10． 高齢者施策 74 19.0% 

11． 子ども施策 80 20.5% 

12． 障害者施策 29 7.4% 

13． 歴史・文化 36 9.2% 

14． 健康づくり・保健 44 11.3% 

15． 生涯学習・スポーツ 56 14.4% 

16． 国際化 57 14.6% 

17． その他 37 9.5% 

 無回答 80 20.5% 

 合計 - - 

 回答者数 390 100.0% 
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地域コミュニティづくり

地域の防災

地域の防犯

まち・環境の美化

地域交通

バリアフリー

環境保全・緑化

都市の再開発やまちづくり

商店街・産業の活性化

高齢者施策

子ども施策

障害者施策

歴史・文化

健康づくり・保健

生涯学習・スポーツ

国際化

その他

無回答

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

 

 

 

 

 

８．【問 19】事業・テーマ等の提案（自由記入） 

質問：区では、区民参画組織「麻布を語る会 麻布地区版基本計画策定分科会を設け、時

期「麻布地区版計画」の策定に向け、区への提言をまとめるための検討を行っていま

す。「麻布地区版基本計画策定分科会」で検討してほしい事業、テーマ等の提案があり

ましたらご記入ください。 
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９．【問 20】情報の入手方法（複数回答） 

質問：あなたは、区政や区の手続き等に関し、区や麻布地区総合支所が発信している情報

をどのように入手していますか。主なもの３つに○を付けてください。  

 

 設問 件数 構成比

１． 広報「みなと」 246 63.1%

２． 麻布地区総合支所が発行している地域情報紙「ザ・ＡＺＡＢＵ」 103 26.4%

３． 回覧板 40 10.3%

４． 掲示板 92 23.6%

５． 知人から 41 10.5%

６． タウン誌やミニコミ誌 28 7.2%

７． 町会・自治会などの団体の集まり 19 4.9%

８． 区役所に直接問合せ 46 11.8%

９． 港区ホームページ 135 34.6%

10． 区が発行している印刷物（パンフレット・ちらし等） 83 21.3%

11． その他 18 4.6%

 無回答 19 4.9%

 合計 - -

 回答者数 390 100.0%

 

 

63.1%

26.4%

10.3%

23.6%

10.5%

7.2%

4.9%

11.8%

34.6%

21.3%

4.6%

4.9%
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地域情報紙「ザ・ＡＺＡＢＵ」
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タウン誌やミニコミ誌

町会・自治会などの団体の集まり

区役所に直接問合せ

港区ホームページ

区が発行している印刷物

（パンフレット・ちらし等）

その他

無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
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10．【問 21】住民参加の呼びかけ方法（複数回答） 

質問：区や麻布地区総合支所からの住民参加の呼びかけとして、どのような方法が適当で

あるとお考えですか。効果が高いと思うもの３つに○を付けてください。 

 

 設問 件数 構成比

１． 広報「みなと」 237 60.8%

２． 麻布地区総合支所が発行している地域情報紙「ザ・ＡＺＡＢＵ」 118 30.3%

３． 回覧板 63 16.2%

４． 掲示板 96 24.6%

５． 知人から 26 6.7%

６． タウン誌やミニコミ誌 48 12.3%

７． 町会・自治会などの団体の集まり 30 7.7%

８． 区役所に直接問合せ 7 1.8%

９． 港区ホームページ 158 40.5%

10． 区が発行している印刷物（パンフレット・ちらし等） 95 24.4%

11． その他 27 6.9%

 無回答 22 5.6%

 合計 - -

 回答者数 390 100.0%
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無回答
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４ 麻布地区の概要 

（１）麻布地区の位置と面積 

麻布地区は、港区の西部に位置し、西

側は渋谷区、南側は高輪地区、東側は芝

地区、北側は赤坂地区に接しています。

麻布地区の面積は約3.79ｋ㎡、港区の約

19％を占めています。港区の中では、芝

浦港南地区、芝地区、赤坂地区に次いで

４番目の大きさです。麻布地区は、地勢

で見ると、港区の中では台地から低地に

移る境目を多く含んでおり、多くの坂が

あります。 

 

 

 

 

（２）地形的特長 

麻布地区は、高台や低地など起伏に富

み、坂の多い地域です。昔の大名屋敷の

面影を残す有栖川宮記念公園などが残さ

れています。かつては寺町や武家屋敷地

として閑静な地域で、志賀直哉、永井荷

風旧居跡など文学の香りを今に残してい

る地域です。 

坂の多い地形の特長は、水系にも表れ

ており、がま池や本村小学校近くに釣り

堀などがあります。 

 

飯飯倉倉片片町町  

交交差差点点  

六六本本木木  

交交差差点点  

西西麻麻布布  

交交差差点点  
飯飯倉倉  

交交差差点点  

赤赤羽羽橋橋  

交交差差点点  新新一一のの橋橋  

交交差差点点  

古古川川橋橋  

交交差差点点  

ががまま池池  

釣釣りり堀堀  
有有栖栖川川宮宮  

記記念念公公園園  

天天現現寺寺橋橋  

交交差差点点  

標高（以上-未満）

40ｍ以上
30-40ｍ
20-30ｍ
10-20ｍ
5-10ｍ

5m未満
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（３）交通 

麻布地区は、５つの幹線道路から骨格が形づくられています。南側にある「明治通り」、西側にある「外

苑西通り」、東側にある「都道415号線」と、北側で交差している「六本木通り」と「外苑東通り」です。 

鉄道網は、東京メトロ日比谷線（広尾駅、六本木駅）、千代田線（乃木坂駅）、南北線（麻布十番駅、六

本木一丁目駅）、都営大江戸線（六本木駅、麻布十番駅、赤羽橋駅）などの地下鉄網が形成されています。 

また、地下鉄網を補う形で、都営バスが六本木通り、外苑西通り、外苑東通り、明治通りなどを走って

います。 

さらに、区のコミュニティバス「ちぃばす」は、麻布西ルート、麻布東ルート、赤坂ルート、青山ルー

ト、田町（車庫発着便含む）ルートが、麻布地区を走っています。 
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（４）歴史的・文化的特色 

麻布の名前の由来が、「まち探訪ガイドブック」（2009（平成21）年４月発行 港区産業・地域振興支援

部地域振興課）に紹介されています。この本によると、『麻布の名は、1559（永禄２）年、戦国大名「小

田原北条氏」の軍役賦課台帳「小田原衆所領役帳」に“阿佐布”という表記ではじめて登場します。江戸

時代に入ってもすんなり“麻布”とはならず、安座部、浅府、浅生、麻生など様々な字で書かれていまし

た。ようやく“麻布”で定着しはじめたのが 1655（明暦元）年の頃のようです。現在の元麻布あたりに

住んでいた当時の農民が、副業で麻の布をつくっていたのがその由来とされています。』となっています。 

江戸時代には、出羽新庄藩「戸沢家」上屋敷（東麻布）、陸奥白河藩「阿部家」下屋敷（西麻布）、播州

赤穂藩「浅野家」下屋敷、後に盛岡藩「南部家」下屋敷（現有栖川宮記念公園）など数多くの武家屋敷が

あり、武家屋敷の間にお寺、町屋が建ち並んでいました。古地図をみると、当時の街割りが、現在の麻布

地区の骨格的な姿に引き継がれていることが判ります。 

幕末期に入ると、領事館等が多くつくられます。その理由として、『開国後、はじめてアメリカやイギ

リスなどの領事館が置かれたのは全て、麻布や高輪の寺院でした。大きな建物があり、異人を嫌った武家

屋敷から隔離されていた、聖地感があった、防備しやすく海に逃れることが容易だった、などの理由から

市街地や江戸城から離れたところが選ばれました。現在も外国公館が多いのは、こうした伝統を背景にし

ていると思われます。』とあり、麻布の国際化の１つの理由となっています。 

明治時代になると、大名や幕臣が江戸屋敷を引き払ったために、まちの様子が変わります。徐々に、旧

華族や高級官僚の邸宅として住宅地化されるとともに、その周辺の通り沿いに町屋が建てられ、大規模な

敷地が軍用地に転用されるなど、まちづくりが進んでいきます。 

戦災により麻布は大きな被害にあいますが、着実な復興をとげ、交通網の発達、地下鉄の開通等により

郊外からの利便性も高まり、特に六本木がにぎわいを見せるよう

になります。 

さらに、1964（昭和 39）年に開催された東京オリンピックの

準備のための高速道路や道路整備によって、麻布は大きく変貌し

ます。その後、アークヒルズをはじめとした再開発事業や、都営

大江戸線などの開通により、外資系を中心に企業の集積が進み、

先端の情報を発信するまちになっていきます。 

江戸時代からの面影が数多く残り、落ち着いた雰囲気の住宅地

や歴史が感じられる寺町が形成されている街区がある一方、超高

層ビルが立地し、24 時間眠らない国際的な業務活動が進められ

ているのは、麻布の特色の１つになっています。 

 

 

1828 年（文政11 年）の麻布周辺 

資料：まち探訪ガイドブック（港区2009 年） 
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（５）土地利用の状況 

麻布地区は、幹線道路を中心として街区が構成されていますが、江戸時代における数多くの武家屋敷が

立地していた特性を引き継ぎ、街区の大きい所が点在しています。また近年、再開発事業により、街区が

大きく変化したところもあります。 

地区内は、集合住宅や戸建住宅といった住宅系の建物が主体となっています。これらの一部は、歴史的

特性を活かして大規模な敷地割を現在も維持している所もあります。一方で、都心の利便性を活かした事

務所建築物や、専用商業施設といった業務・商業系の建物も地区内には多く立地しており、地区内の土地

利用は複雑になっています。特に、六本木駅周辺では、業務・商業・宿泊施設系の建物が集積した地区に

なっています。 

また、フランス共和国、ドイツ連邦共和国、中華人民共和国や大韓民国など多くの大使館が集中してい

る地区でもあり、官公庁施設や、教育文化施設が点在しています。 

 

資料：「土地利用現況図」港区（平成23年10月） 
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（６）麻布地区の主な公共施設等 

（平成26年３月現在） 

 

 麻布地区総合支所 

 区立中学校 ２校

 区立小学校 ５校

 区立幼稚園 ３園

 区立保育園等 ６園

 児童館・学童クラブ ３館

 いきいきプラザ ５館

 公園 12園
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（７）港区の人口・世帯数（住民基本台帳に基づく、平成26年１月１日現在） 

区分 世帯数（※） 
人口 構成比 

男 女 計 （日本人・外国人）

港区 日本人 121,684世帯 101,568人 115,665人 217,233人 92.3%

 外国人 － 9,570人 8,534人 18,104人 7.7%

 合計 － 111,138人 124,199人 235,337人 100.0%

芝地区 日本人 21,256世帯 16,773人 18,330人 35,103人 93.0%

  外国人 － 1,478人 1,144人 2,622人 7.0%

  合計 － 18,251人 19,474人 37,725人 100.0%

麻布地区 日本人 28,721世帯 22,425人 25,886人 48,311人 87.5%

  外国人 － 3,620人 3,259人 6,879人 12.5%

  合計 － 26,045人 29,145人 55,190人 100.0%

赤坂地区 日本人 17,995世帯 14,758人 17,452人 32,210人 91.3%

  外国人 － 1,619人 1,467人 3,086人 8.7%

  合計 － 16,377人 18,919人 35,296人 100.0%

高輪地区 日本人 29,623世帯 24,318人 30,133人 54,451人 95.3%

  外国人 － 1,382人 1,291人 2,673人 4.7%

  合計 － 25,700人 31,424人 57,124人 100.0%

芝浦港南地区 日本人 24,089世帯 23,294人 23,864人 47,158人 94.3%

  外国人 － 1,471人 1,373人 2,844人 5.7%

  合計 － 24,765人 25,237人 50,002人 100.0%

※世帯数については、日本人のみの世帯について集計されています（外国人を含む世帯数は、集計されません）。 
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【表紙の写真】 

  左の写真：「六本木五丁目付近」 昭和39（1964）年撮影 写真提供：東洋英和女学院 

  右の写真：「六本木ヒルズから六本木一丁目方面を望む」 

平成24（2012）年撮影 写真提供：麻布未来写真館 
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