令和元年度
区民参画組織 麻布を語る会 第 1 回麻布地区政策分科会
議

事

要

旨

開催日時 令和元年 5 月 16 日（木）18:30～20:30
開催場所 麻布地区総合支所

２階

第３会議室

【分科会メンバー：30 名】
相賀、大竹、岡本、鍵谷、加生、河又、金原、小池、小島、胡、古平、
佐々 木、 佐藤 、塩 谷、 城川 、高 橋、 田中 、堂 園、 中村 、橋 本、 馬場 、福 、
参加者
藤本、堀山、峯崎、森田、唯是、吉野、吉松、和籐
（敬称略） 【事務局：４名】
鈴木（協働推進課長）、板橋（地区政策担当係長）遠藤、上村（協働推進係）
【説明者：３名】
加茂（管理課長）、吉田（まちづくり課長）、橋本（区民課長）
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開会
令和元年度 麻布地区政策分科会の運営について
麻布地区総合支所の業務概要
麻布地区版計画書に関する区民アンケート調査の概要
グループでの自己紹介
座長・副座長の選任
その他

資料 1

配付資料

令和元（2019）年度 区民参画組織 麻布を語る会 麻布地区政策分
科会の運営について
資料 1-2 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
資料 2
総合支所・本庁の組織イメージ図
資料 2-2 麻布地区総合支所各課の主な業務概要
資料 3
麻布地区版計画書に関する区民アンケート調査の概要
参考資料 委員名簿
提出用
検討グループ 希望票
【会議経過】

事務局

事務局

事務局

１ 開会
（協働推進課長挨拶）
（事務局・支援事業者紹介）
（配布資料の確認）
２ 令和元年度 麻布地区政策分科会の運営について
（説明）
・資 料1と 別 紙の スケ ジュ ール 、資 料1-2を 用い て麻 布地 区政 策分 科会 メン
バーの役割と任期（2年間）、運営、分科会の開催スケジュールの説明。
３ 麻布地区総合支所の業務概要
（説明）
・資 料2、 資 料2-2を用 いて 、管 理課 長、 協働 推進 課長 、ま ちづ くり 課長 、
区民課長の順に麻布地区総合支所各課の業務概要について説明。
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（質疑）
麻布運動場は、ここの管内ですか。
はい。麻布管内です。
運動場はどの部署が管理しているのですか。
運動施設は、教育委員会事務局の生涯学習推進課が管理をしています。
４ 麻布地区版計画書に関する区民アンケート調査の概要
（説明）
・資料3を用いて、令和２年度の麻布地区版計画書策定に向け、麻布地区の
区民意見を広く把握することを目的に実施することを説明。
○調査対象 無作為抽出した麻布地区在住の18歳以上の男女1,500件
（外国人を含む）
○調査方法 郵送配布・郵送回収
○調査期間 令和元（2019）年５月末～６月末（予定）
○調 査項 目 地域 事業 の認 知度 、期 待度 、近 所づ きあ いや 地域 活動 等へ の
参 加状 況 、 情 報の 入 手 方 法、 住 民 参 加の 呼 び か け方 法 、 麻布
地区の魅力等
５

事務局

グループでの自己紹介
本日 は、 これ まで も活 動を 続け てこ られ たメ ンバ ーの 方と 今年 度か らの メ
ンバー の方 が一 堂に 会 した初 めて の分 科会 と なりま すの で、 ここ で 改めて 、
自己紹介の場を設けます。
本日 は、 この 後、 この 分科 会の 座長 と副 座長 を皆 様に 決め てい ただ きま す
が、お 互い が全 く分 か らない 中で の選 出は 難 しいと 思い ます 。そ の ため、 ３
つのグ ルー プに 分か れ ていた だき まし て、 皆 様の距 離が より 近い 形 で自己 紹
介をし合い、少しでも相手を知る機会としていただきたいと考えております。
各グル ープ には 我々 職 員と支 援事 業者 も入 り ますの でご 不明 な点 が あった ら
ご質問 くだ さい 。後 方 に各グ ルー プの 席を 用 意して おり ます ので 、 皆様移 動
をお願いします。
１５分経ちましたら、事務局がお声掛けしますので、継続メンバーの方は、
事務局 の誘 導に した が って、 次の グル ープ に 移動し 、新 規メ ンバ ー の方は 移
動せずにそのまま残ってください。このような形で２回グループ替えをして、
計３回の自己紹介を行っていただきます。

６

事務局

座長・副座長の選任
皆様、自己紹介にプラスして少しはご歓談していただけたかと思います。
本来 であ れば 、も う少 し各 メン バー が相 互に よく 知り 合っ てか らが 望ま し
いと思 いま すが 、限 ら れた回 数の 会議 の中 で 、次回 から グル ープ 討 議に入 っ
ていただくために、本日、座長と副座長を、皆様に選んでいただきます。
この 分科 会で は、 座長 ・副 座長 のほ かに 、次 回分 科会 のグ ルー プ討 議の 初
めに、 グル ープ 内を ま とめる グル ープ リー ダ ーを選 んで いた だき ま す。こ の
５名の方々は、分科会以外に支所に来ていただいて、運営の打合せをする等、
委員の方より役割が増えますのでご承知おきください。
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とり わけ 、座 長は この 分科 会で 重要 な役 割と なり ます 。こ の分 科会 は皆 様
お一人 おひ とり が主 役 ですが 、主 役34名の 気 持ちを ひと つに まと め 、円滑 に
会議が 回る よう 、細 や かな心 配り が求 めら れ ます。 また 、従 来か ら の活動 の
流れも 把握 して おい て いただ く必 要も あり ま すので 、昨 年度 も麻 布 地区政 策
分科会 へ参 加さ れた 委 員の中 から 、選 んで い ただく こと とな って お ります 。
副座長 は、 座長 を補 佐 するこ とが 主な 役目 と なり、 今年 度初 めて こ の分科 会
へ参加された皆様からも選んでいただくことができます。
まず 、座 長の 選任 を行 いま す。 委員 の皆 さん から 何か ご意 見等 はあ りま す
でしょうか。
どのような選び方をするんですか。やりたい方が立候補するのですか。
自薦 でも 他薦 でも かま いま せん が、 委員 の皆 様で 決め てい ただ く、 これ が
ルールになります。
今までの継続性を考えますと、Ｃ委員にお願いしたいと思います。
Ｂ委員から、Ｃ委員へお願いしたいというご意見がございました。
私は 、昨 年か ら参 加し てお りま すが 、今 年は この 分科 会の 活動 スケ ジュ ー
ルの中 で一 番負 荷が か かる年 と認 識し てい ま す。会 議も 毎月 あり 、 区長へ の
提言を まと める とい う ことで 、ご 経験 のあ る 方がい いと 考え てお り まして 、
前回の提言のご経験もあるＣ委員へお願いしたいと思っております。
Ｄ委 員の おっ しゃ ると おり 、今 年は 、グ ルー プ討 議を 重ね て、 まと めた ご
意見を 区長 へ提 言し て いただ く重 要な 年で す 。です ので 、前 回、 こ の提言 書
をまとめた時に座長をされていたＣ委員がよろしいということですね。
はい、そう思いました。
Ｃ委 員に お願 いし たい とい うご 意見 があ りま した が、 Ｃ委 員、 いか がで し
ょうか。
私でよければ、かまいませんが。
他にご意見はありますか。
ご意 見が ない よう でし たら 、Ｃ 委員 へ座 長を お願 いし たい と思 いま すが 、
ご賛同いただけるようでしたら、皆様拍手でご承認をお願いします。
（拍手）
引き続き、副座長の選任に移ります。自薦、他薦どちらでもかまいません。
先ほどのグループ自己紹介でこの方にお願いしたいと思った方がいらした
ら、是 非積 極的 にご 推 薦して いた だき たい で すし、 支所 との 打合 せ などに お
時間の融通がつく方がいらっしゃれば、立候補していただきたいと思います。
立候 補が いな いの なら 、こ れま での 経験 者が 一番 よく わか って いる と思 う
ので、経験者から推薦してもらったらいかがでしょうか。
実務 的な 面か ら申 し上 げま すと 、毎 回の 分科 会前 に必 ず１ 回、 当日 の運 営
等の打 合せ を、 日中 に 支所で 行っ てい ます 。 それに お越 しい ただ く ことが 物
理的に 可能 な方 にお 願 いした いと 考え てお り ます。 また 、来 年３ 月 には提 言
式で提 言書 を提 出し ま すので 、１ 月か ら２ 月 にかけ て日 中に ４、 ５ 回ぐら い
提言書 の読 み合 わせ 等 が想定 され ます 。時 間 的なご 負担 は正 直あ り ますが 、
お時間 が許 す方 に是 非 お願い した いと 思い ま す。実 務は 、私 と事 務 局がサ ポ
ートい たし ます ので 、 一般的 な社 会経 験が あ れば、 今年 度初 めて 委 員にな ら
れた方でも十分お役目は果たしていただけると思います。
副座長の人数は決まっていますか。
人数に定めはありませんが、これまでは、ひとりにお願いしておりました。
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今期の 皆様 の任 期は ２ 年にな りま すの で、 今 年度は Ａさ ん、 来年 度 はＢさ ん
と２名選んでいただいて、交代していただくというやり方もできます。
座長が男性ですから、副座長は女性がよろしいのではないでしょうか。
今年 度と 来年 度で ひと りず つと いう 選び 方も でき ると いう こと でし たが 、
もし今 年１ 年間 でも ２ 人いた 方が 安心 とい う ことで した ら、 最初 か ら複数 の
方にお願いしてはどうでしょうか。
座長 の補 佐を する 方で すの で、 座長 が副 座長 をお 願い した い方 では いか が
ですか。
時間的に融通の利く方に挙手していただいてはいかがでしょうか。
昨今 の働 き方 改革 を踏 まえ 、私 たち 区職 員も 必要 最低 限の 超過 勤務 で業 務
を進め てお りま す。 平 日の日 中で すと 、お 仕 事をさ れて いる 方に お 時間を 取
ってい ただ くの は物 理 的に難 しい とは 承知 の 上での お願 いで す。 平 日の日 中
に支所へお越しいただくことが可能な方は、挙手をお願いします。
（４名挙手）
日中 お時 間を 取っ て いただ くこ とが 可能 な 方とい うこ とで 、４ 名 の方に 手
を挙げていただきました。ありがとうございます。
副座 長に つき まし ては 、事 務局 預か りと させ てい ただ いて 、個 別に ご相 談
させていただいてよろしいでしょうか。
（異議なし）
７
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その他
最後に、事務局からの連絡事項をお伝えします。
次回 は、 ６月28日 金曜 日午 後６ 時30分か ら８ 時ま で、 場所 は麻 布地 区総 合
支所２ 階第 ３会 議室 で す。次 回か らグ ルー プ に分か れて 検討 を始 め ます。 グ
ループ 分け です が、 昨 年度か らの 継続 メン バ ーの皆 様は 昨年 度か ら の活動 を
参考に、新規メンバーの皆様は、プレ分科会での地域事業の説明等を参考に、
希望票 へ希 望順 位を 付 けてい ただ いて 、５ 月 31日ま でに 事務 局へ 提 出して く
ださい。ご質問等はございますか。
特に ご質 問が なけ れば 、本 日、 予定 して いた 議題 は以 上に なり ます が、 最
後に全体について何かございますか。
特に ない よう でし たら 、こ れを もち まし て令 和元 年度 第１ 回麻 布地 区政 策
分科会を終了いたします。お忘れ物のないようご注意ください。
本日は、遅くまで大変お疲れさまでした。
以上
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