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区民参画組織 麻布を語る会 第４回麻布地区政策分科会
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吉野、吉松
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【事務局：３名】
（敬称略）
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田代（管理係長）、中村（協働推進係長）、吉田（まちづくり課長）、
川口（保健福祉係長）
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開会
次期麻布地区版計画書の策定に向けたスケジュールについて
区民アンケート調査結果の概要について
グループ討議（各地域事業の課題・提言作成に向けた方向性のまとめ）
全体討議（グループ討議の報告及び意見交換）
その他

資料 1

次期 港区基 本 計画・麻布地区版 計画 書策定に向け たスケジ ュール（案）

資料 2

港区 基本計画・麻布地区版計画書

配付資料

調査
資料 3
参考資料

麻布地区の取 組に関す るアンケート

結果速 報概要

令和 元年度 地 域事業の推進 について （地域事業の 進捗と課 題等）
各 地域事業 についての主 な意見

【会議経過】
１

副座長

事務局

開会
定刻となりましたので、第４回区民参画組織麻布を語る会 麻布地区政策分
科会を 開催 しま す。 本 日の終 了予 定時 刻は 20時30分 を予 定し てお り ます。 こ
の分科 会活 動に 際し 、 記録の ため 、写 真撮 影 や録音 をさ せて いた だ きます 。
写真撮 影に 不都 合が ご ざいま した ら事 務局 の 職員ま でお 声が けく だ さい。 ま
た、会 議中 の発 言は 挙 手、指 名を 原則 とし 、 分科会 の議 題か らそ れ た発言 な
ど議事 進行 の妨 げと な る場合 には 、発 言を 制 止する こと もあ りま す 。円滑 な
議事運営にご協力をお願いします。
はじめに、事務局から本日の配布資料の確認をいたします。
（配布資料の確認）
２

副座長

事務局

前回までの振り返りと本日の流れについて
次第 ２「 前回 まで の振 り返 りと 本日 の流 れに つい て」 、３ 「区 民ア ンケ ー
ト調査 結果 の概 要に つ いて」 は、 いず れも 事 務局か らの 報告 事項 で すので 、
まとめて報告を受けた後に、質疑の時間を取りたいと思います。
資料 １の スケ ジュ ール （案 ）に つい て、 支援 部（ 企画 課） のス ケジ ュー ル
に一部 変更 があ りま し た。変 更点 は、 支援 部 （企画 課） の令 和元 年 ７月の 庁
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議と令 和２ 年５ 月の 庁 議の部 分で す。 それ ぞ れ「『 次期 港区 基本 計 画策定 へ
の区民 参画 会議 ガイ ド 』作成 」と 「策 定方 針 」に変 更し まし た。 「 次期港 区
基本計 画策 定へ の区 民 参画会 議ガ イド 」は 、 令和元 年９ 月か ら始 ま る「み な
とタウンフォーラム」でより効果的な議論ができるよう、参加者へ示します。
策定方 針は 、区 民参 画 による 意見 を反 映さ せ てつく るこ とを より 重 視する た
め、み なと タウ ンフ ォ ーラム 等の 提言 を踏 ま え、区 が目 指す 令和 ８ 年度末 の
将来像や取組の方向性を盛り込み、令和２年５月に作成します。
区の 現状 や社 会動 向（ ガイ ド） につ いて は、 麻布 地区 に関 連す る部 分を 、
今後の分科会で必要に応じて情報提供します。
３

事務局

副座長
Ａ委員
事務局
Ａ委員
事務局

Ｂ委員
事務局

区民アンケート調査結果の概要について
区民 アン ケー トは 、区 が麻 布地 区版 計画 書を 策定 する 際の 資料 とし て活 用
することを目的に、麻布地区に住む18歳以上の1,500人を対象として、令和元
年６ 月に 実施 しま した 。回 収率 は22.7％ で、 前回 、平 成28年度 調査 時と 比べ
てかなり低くなっています。
地域事業の認知度と期待度の結果は、本日の資料３に掲載してありますが、
その他の集計・分析結果については、後日ご報告いたします。
資料１及び資料２の説明について、質問等ございますか。
区民アンケート結果の報告はいつになりますか。
11月にアンケート結果の報告として、分科会に提示できる予定です。
アン ケー トの 内容 は、 分科 会に 情報 提供 をし てい ただ き、 その 上で 早く 結
果を知りたい項目があった場合、それは早く集計結果を示して欲しいです。
本日 お配 りす るこ とは でき ませ んが 、ア ンケ ート の内 容を 見て いた だき 、
その中 で気 にな る部 分 を事務 局に 伝え てい た だけれ ば、 わか る範 囲 で集計 結
果を提供します。
有効 回収 率が 、前 回調 査と 比べ てか なり 下が って いる こと につ いて は、 ど
のように考えていますか。
麻布 地区 の外 国人 比率 にあ わせ て、 外国 人へ のア ンケ ート 調査 票配 布数 が
増えた こと が一 つの 要 因かと 考え ます 。ア ン ケート の結 果に つい て は、ご 指
摘の部 分も 含め 、詳 細 につい ては まだ 精査 し ていな い部 分も ある の で、分 析
作業が進み次第、分科会でご報告します。
４

副座長

グループ討議（グループ討議の報告及び意見交換）
本日 は、 麻布 地区 の９ つの 地域 事業 の映 像を 準備 して もら いま した ので 、
皆さんで見てから、グループ討議に移ります。
（各地域事業の動画等）

副座長

あり がと うご ざい まし た。 今後 の討 議の ご参 考に して いた だけ れば と思 い
ます。 それ では 、グ ル ープ討 議に 移り ます 。 各グル ープ での 議論 終 了時間 は
20時00分を 目途 に、 時 間にな りま した ら、 こ ちらへ お集 まり くだ さ い。各 グ
ループで出た意見を発表していただいて、全体で情報共有します。
「分 野Ⅰ か がや くま ち」 「分 野Ⅱ
まち」の３グループに分かれ討議
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に ぎわ うま ち」 「分 野Ⅲ

は ぐく む

５

副座長
Ｂ委員

Ｃ委員

Ａ委員

全体討議（グループ討議の報告及び意見交換）
それ では 、各 グル ープ の本 日の 検討 結果 を発 表し てい ただ きま す。 分野 Ⅰ
からお願いします。
分野 Ⅰで は、 「防 犯・ 生活 安全 」「 防災 」「 環境 ・エ コ」 の３ 点に つい て
色々と 話し 合い をし ま した。 まず 「防 犯・ 生 活安全 」に つい て、 こ れから 六
本木 を含 む麻 布地 区は 、ラ グビ ーワ ール ドカ ップ や東 京2020大 会を 控え 、多
くの外 国人 が訪 れる こ とが予 想さ れま す。 ま た、夜 は夜 で、 色々 な 地域か ら
快楽・ 享楽 を求 めて 、 人が集 まり 酔っ 払い が 増えま す。 この よう な 状況に も
対応し て「 六本 木安 全 安心憲 章」 が制 定さ れ 、現在 、「 六本 木安 全 安心プ ロ
ジェク ト」 でル ール 違 反ゼロ の六 本木 を目 指 してい ろい ろな 活動 を してい ま
すが、 周知 ・啓 発の た めに使 用し てい る「 ゼ ロ」の マー クに 物足 り なさを 感
じる。 もっ と誰 にで も 分かり やす いロ ゴに し たほう がい いの では な いかと い
う意見がありました。
「防 災」 につ いて は、 検討 が難 しい と感 じて いま す。 大災 害へ の対 応を 考
え、森 ビル や東 京ミ ッ ドタウ ン等 も防 災訓 練 を行い 、麻 布地 区の 総 合防災 訓
練は毎 年、 六本 木中 学 校で行 われ てい ます 。 しかし 、実 際に 地震 が 起きた 時
にどう なる のか 、現 状 の対策 、体 制で いい の か、他 の防 災対 策を 検 討すべ き
ではないかとの意見が出ました。
「環 境・ エコ 」に つ いては 、「 みん なで エ コっと プロ ジェ クト 」 では企 業
等と連 携し 自然 観察 等 のイベ ント を行 って い ますが 、六 本木 地区 の ごみ問 題
を扱っ てみ ても 良い の ではな いで しょ うか 。 早朝、 飲食 店が 肉類 を 路上に 捨
ててい る汚 さ、 ゴミ を カラス がつ つい たり 、 客引き がた ばこ をポ イ 捨てし た
り、こ うい った 地域 の 課題を 子ど もの 頃か ら 経験さ せ、 環境 ・エ コ に関す る
モラルづくりをしたほうがいいのではないかという意見がありました。
分野 Ⅱで す。 「ミ ナヨ ク」 の事 業目 的は 、次 世代 を担 うリ ーダ ーの 育成 と
してい ます が、 その 目 的の検 証が でき てい な いこと 、現 状の １期 限 りのプ ロ
グラム では リー ダー 育 成まで 至ら ない ので は という こと 、こ の２ 点 が課題 と
して挙 がり まし た。 リ ーダー の育 成、 修了 生 への支 援等 の具 体的 な 改善策 を
検討す る必 要は あり ま すが、 事業 とし ては 今 後も継 続し てい くべ き ではな い
かという意見が出ました。
「AZABU WORLD FESTA」は、街中を自由に散策しながら楽しめるイベントと
いうこ とで 試行 的に 商 店街等 と連 携し たス タ ンプラ リー を一 定期 間 開催し た
そうで すが 、麻 布地 区 にある 店舗 と連 携し た スタン プラ リー は、 店 舗にと っ
てデメリットも多いのではないか、「AZABU WORLD FESTA」という名称とスタ
ンプラ リー の組 み合 わ せには 違和 感が ある 等 、現状 では 色々 な課 題 があり ま
す。こ れま で麻 布地 区 との関 係が 少な かっ た 人が麻 布地 区に 触れ る 機会を つ
くるた めに 、あ る程 度 の期間 を設 けた イベ ン トで、 麻布 にま つわ る 日本の 文
化や海 外の 文化 をメ イ ンテー マに した 取組 を 検討し ては どう かと い う意見 も
出まし た。 また 、こ の 事業で 実施 して いる 埼 玉県の 小鹿 野町 との 交 流につ い
ては、本来「地方交流事業」として実施すべきところではないかと思います。
「麻 布未 来写 真館 」は 地域 事業 とし て長 く続 いて おり 、事 業目 的と 事業 内
容が合 致し てい るの で はない かと 思い ます 。 これま での であ る多 く のパネ ル
等の有 効活 用が 望ま れ るとこ ろで すが 、観 光 ガイド での パネ ルの 活 用や企 業
等への積極的なアプローチによるパネル貸出し等の意見が出ました。
分野 Ⅲで す。 「麻 布の 魅力 探訪 事業 」は 、実 際に 部会 の活 動を 見学 し、 こ
3

副座長

の事業 は大 丈夫 だな と 思える 熱意 を感 じら れ ました 。た だ、 内容 や 取り組 み
方に多 少の 偏り を感 じ るので 、も う少 し面 白 いアイ デア を加 えて い く余地 が
あるのではないかという意見になりました。
「ち ょこ っと 立ち 寄り カフ ェ」 は非 常に 成功 して いる 取組 です 。参 加者 の
男女比 が１ ：９ の状 況 を変え てい くた めに は 、男性 が興 味・ 関心 を 持つ歴 史
などを テー マに 盛り 込 んでい くと 、参 加者 の 男女比 も今 まで と違 っ てくる の
ではな いか との 意見 が 出まし た。 「ち ょこ っ と立ち 寄り カフ ェ」 と 「麻布 の
魅力探訪事業」は連携すると可能性が大いにあるのではとの意見も出ました。
「地 方交 流事 業」 の 取組は 、参 加し た子 供 たちが 非常 に喜 んで い るとい う
ことで異論はありませんでした。ただ、埼玉県小鹿野町との交流事業は、
「AZABU WORLD FESTA」の予算で実施されており、この事業の予算で実施され
るべきですがそうではないそうです。
あり がと うご ざい まし た。 全体 を通 して 、ご 質問 はあ りま すで しょ うか 。
ご質問等がないようでしたら、事務局からの連絡事項等をお伝えします。
５

事務局

副座長
座長

事務局

その他
①次回（第５回分科会）の日時及び内容の確認
・日時 ９月12日（木）18：30から
・場所 麻布地区総合支所２階第３会議室
・内容：地域事業についての課題確認、事業改善について等
②直近の地域事業等
・予定が分かり次第、分科会メンバーへ随時情報提供していく
③港区オープンデータアプリコンテスト
・募集ちらしの説明

全体を通して、何かご意見、ご質問はございますか。
次回、第５回分科会は何時までやりましょうか。今回は２時間という中で、
グルー プ討 議の 時間 を 多く取 るこ とが でき て 、頭の 整理 もで きた よ うです の
で、もし皆様の賛同が得られれば、次回も２時間で開催したいと思いますが、
いかがでしょうか。
座長 から 、次 回分 科会 も２ 時間 で開 催し たい とい う提 案が あり まし たが 、
何かご 意見 等は ござ い ますか 。も しご 異議 が なけれ ば、 次回 の第 ５ 回分科 会
も午後６時30分から８時30分まででご案内させていただきます。
（異議なし）

副座長
座長

副座長

最後に、座長からひと言お願いします。
この 分科 会で は、 座長 と副 座長 で司 会進 行、 座長 が６ 、７ 割、 残り を副 座
長が行 うと いう こと で 、今回 は副 座長 に進 行 をお願 いし まし た。 今 後もお 願
いをす るこ とに なる と 思いま すの で、 皆様 も 、分科 会運 営に 是非 と もご協 力
をお願いいたします。
その 他、 ご意 見等 がな けれ ばこ れを もち まし て、 第４ 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、お疲れさまでした。
以上
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