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開会
提言作成に向けたスケジュールについて
グループ討議（地域事業の評価及び検証）
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 提言作成に向けたスケジュール（案）
配付資料 資料 2 地域事業活性化シート
参考資料 各地域事業についての主な意見
【会議経過】
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事務局

開会
定刻となりましたので、第５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 了時 刻は 20時 30分を予 定し てお りま す 。本日 は
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 あ
り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 、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
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提言作成に向けたスケジュールについて
提言作成に向けたスケジュールについて、事務局から説明をお願いします。
資料１をご覧ください。前回の分科会では、各地域事業の課題等について、
グループ討議をしていただきました。本日、第５回分科会では、資料２の「地
域事業 活性 化シ ート 」 を使っ てグ ルー プ討 議 を進め てい きま す。 こ のシー ト
は、９ 月５ 日に 座長 ・ 副座長 ・リ ーダ ー・ サ ブリー ダー で内 容と 名 称の検 討
を行い まし た。 Ａ３ 版 左側、 地域 事業 の「 評 価」と 「検 証」 を本 日 の分科 会
で検討 して いた だき ま すが、 右側 の部 分に つ いては 内容 が決 定し て いない た
め、見 え消 しの 状態 に なって いま す。 今後 、 グルー プ討 議に おい て 、この シ
ートを 完成 させ るこ と を目標 に議 論を 進め て くださ い。 なお 、こ こ に記載 さ
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れてい る質 問に つい て は一例 とし て、 この 質 問に縛 られ ずに 、自 由 に議論 を
進めて いた だけ れば と 思いま す。 また 、各 質 問の右 側に 「１ ・３ ・ ５」と 数
字を記 して あり ます 。 こちら は、 質問 に対 し て達成 度が 低い もの を 「１」 、
達成度が高いものを「５」として評価をしてください。
今回 、お 示し して いる スケ ジュ ール は、 検討 の進 捗状 況に より 変更 する こ
ともありますので、現時点でのスケジュールとしてご承知おきください。
ここまでの事務局からの説明について、ご質問、ご意見等ございますか。
各グル ープ のリ ーダ ー 等は、 先日 の打 合せ で 進め方 につ いて 承知 し ており ま
すので、不明な点がでてきたらグループ討議の中でご確認ください。
３
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グループ討議（地域事業の評価及び検証）
次に 、グ ルー プ討 議に 移り ます 。各 グル ープ での 議論 につ いて は、 20時 を
目途に 、こ ちら の第 ３ 会議室 に再 度集 合で き るよう 進め てく ださ い 。分野 ご
とに出た意見を発表していただき、全体で共有します。
また、発表は、交代でいろいろな方に経験していただくようお願いします。
「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
４
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に ぎわ うま ち」 「分 野Ⅲ

は ぐく む

全体討議（グループ討議の報告及び意見交換）
分野Ⅰから順に、本日の検討結果を発表していただきます。
分野 Ⅰは 、今 回は 「六 本木 安全 安心 プロ ジェ クト 」と 「み んな でエ コっ と
プロジェクト」について検討しました。
まず 、「 六本 木安 全安 心プ ロジ ェク ト」 の評 価に つい て２ つの 観点 から 検
証しま した 。１ つは プ ロモー ショ ン、 「ゼ ロ 」とい うシ ンボ ルマ ー クが浸 透
してい るの かど うか 、 効果が ある のか どう か 。もう １つ は実 行フ ェ ーズ、 パ
トロールやキャンペーン活動について効果があるのかどうか。
プロ モー ショ ンに つい て、 シン ボル マー クの 認知 度が 低い ので はな いか 。
また、 「ゼ ロ」 とい う マーク を見 て、 自分 の 行動を 変え よう とい う 気には な
らない ので ない か。 以 上の検 討結 果か ら、 提 言の方 向性 とし て、 デ ザイン の
再検証を行うべきではないかと考えています。
もう １点 、実 行フ ェー ズに つい てで す。 夜に なる と、 六本 木交 差点 等に パ
トロー ルの 方々 が立 っ ていま すが 、私 たち が 課題と して いる 路上 喫 煙や自 転
車の違 法駐 輪や 危険 な 走行な どが 解決 され て いるか とい うと 、解 決 されて い
ない。 検討 の結 果、 プ ロモー ショ ンと 同様 に 実行フ ェー ズに つい て も不十 分
と判断 しま した 。し た がって 、し っか りと 予 算をつ けて 実証 実験 を 行うこ と
を提案 しま す。 具体 的 には、 半年 から 一年 と いう期 間を 設け て、 六 本木交 差
点を中 心と した 外苑 東 通り沿 いで 徹底 した 取 り締ま り活 動を 警察 と も連携 し
て行い 、啓 蒙し てい く 。もし 、そ れで も効 果 がない 場合 には 、過 料 につい て
も検討 する こと を提 言 したい と考 えて いま す 。また 、取 り締 まり だ けでは 改
善され ない 部分 もあ る と思う ので 、今 後も 来 街者が 増え るこ とが 見 込まれ る
中で、喫煙スペースを増やす等の対応も提言に含めて検討したいと思います。
次に 「み んな でエ コっ とプ ロジ ェク ト」 につ いて 検証 しま した 。ま ず、 募
集人数 に対 して の参 加 率は毎 回非 常に 高く 、 抽選を 行う こと もあ り 、非常 に
人気の ある 事業 なの で 、今後 も継 続し て実 施 してい くべ きだ と考 え ます。 １
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点、追 加の 提案 とし て 、事業 名称 にも ある 「 エコ」 の部 分、 先ほ ど 発表し た
「六本 木安 全安 心プ ロ ジェク ト」 にも つな げ ていく 取組 とし て、 六 本木の ま
ちを綺 麗に して いく 活 動内容 、具 体的 なコ ン テンツ とし て、 ごみ 拾 いを行 っ
てみて はど うか とい う ことも 提言 に入 れて い きたい と思 って いま す 。ただ の
ごみ拾 いで はな かな か 参加者 も集 まら ず、 何 らかの イン セン ティ ブ が働か な
いとい けな いと 思い ま すので 、多 くの 企業 が 立地し てい ると いう 六 本木の 特
徴を活 かし 、企 業か ら の協賛 を得 て、 ノベ ル ティ等 を出 して いた だ き、子 ど
もたち が喜 んで 参加 で きるシ ステ ムを つく っ て、よ り大 々的 に事 業 を行っ て
いけるといいなということも提言に含めていきたいと思っております。
本日 は、 分野 Ⅱの ３事 業に つい て検 討し まし た。 初め に、 次世 代の コミ ュ
ニティ リー ダー を育 成 すると いう こと で年 間 ６回の 講座 を行 って い る「ミ ナ
ヨク」 は、 町会 ・自 治 会を担 う人 材が 高齢 化 してい る中 で麻 布地 区 にふさ わ
しい事 業で はあ ると の 意見で 一致 しま した 。 しかし 、目 的に 向か っ てこの 事
業が機 能し てい るか と いうこ とに なる と、 ま だまだ 不足 、見 直し が 必要と い
う評価 をし てい ます 。 １年間 の講 座が 終わ り 、その 後、 修了 生が 実 際に地 域
で活躍 して いる かど う かの検 証が 難し いと い う費用 対効 果に つい て の課題 が
ありま すが 、解 決策 と して、 既存 の町 会・ 自 治会と のマ ッチ ング を 積極的 に
行って いく よう にす る 、修了 生が 活躍 でき る 場とし て新 しい コミ ュ ニティ を
つくる とい うの もい い のでは ない かと の意 見 が出ま した 。ま た、 目 的とし て
挙げら れて いる コミ ュ ニティ リー ダー とい う のはハ ード ルが 高い の で、リ ー
ダーだ けで はな く、 地 域の活 動等 に参 加し 、 サポー トす るコ ミュ ニ ティサ ポ
ーターを育成するということでもいいのではないかとの意見もでました。
次回は、今回出てきた意見を基に提言としてまとめていく予定です。
次に「AZABU WORLD FESTA」は、昨年度から実施している事業で、麻布地区
の街中 をフ ィー ルド と した誰 でも 参加 でき る カード ラリ ーを 行っ て います 。
麻布地 区の 国際 色豊 か な店舗 をい ろい ろま わ ったり 、イ ベン トを 行 って交 流
の場を つく るこ とは 良 いと思 いま すが 、支 援 部で類 似事 業が 開催 さ れてい る
ことや 協力 店舗 の負 担 等の課 題も あり 、盛 り 上がり に欠 けた イベ ン トとな っ
ている のが 現状 です 。 この事 業は 、麻 布地 区 の文化 祭と いう 感じ で 、事業 名
称は変 更し 、飲 食だ け でなく 日本 の文 化・ 海 外の文 化を 活用 する と いうこ と
に注力 し、 地域 の学 生 や他の 地域 事業 に参 画 する方 々の 活躍 の場 と もなる イ
ベントとして再構築してもいいのではという意見がでました。
昨年 度の カー ドラ リー が盛 り上 がら なか った 理由 の一 つに マン パワ ー不 足
という こと が挙 げら れ ると思 いま す。 先ほ ど 「ミナ ヨク 」で の課 題 として 参
加者が講座修了後に活躍の場がないということがありましたが、「ミナヨク」
の講座 の内 容、 一年 間 の目標 をこ の事 業の 企 画と連 動し て、 機能 的 につな げ
ればど ちら も良 くな る のでは とい うこ とで 、 次回以 降は 、麻 布地 区 のいろ い
ろな魅 力を 活用 しつ つ 、他事 業の 課題 も解 決 できる イベ ント を考 え ていく と
いう方 向性 で検 討し て いくこ とと しま した 。 「麻布 未来 写真 館」 の パネル 展
等も、このイベントの中で盛り上げられるのでないかとの意見もありました。
次に 「麻 布未 来写 真館 」に つい ては 、麻 布地 区に 関す る古 い写 真と 今の 写
真を比 較し たパ ネル 展 を開催 する 等、 ある 程 度確立 され てい る事 業 であり 、
評価としてもかなり高く、継続していくべき事業ではないかと考えています。
課題として、古い写真がなかなか集まっていないのではないかということで、
麻布地 区に 昔か らあ る 店舗・ 事業 所等 を直 接 訪問し て呼 びか けた り 、「地 域
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サロン ～ち ょこ っと 立 ち寄り カフ ェ～ 」の 事 業やい きい きプ ラザ 等 、高齢 者
が集ま る場 所で 写真 を 募集し てみ ては どう か との意 見が あり まし た 。また 、
パネル 展の 開催 自体 を 知らな い人 がい ると い う点に つい ては 、毎 回 出てい る
課題で はあ りま すが 、 広報の 場所 、開 催場 所 の検討 をし て改 善し て いけば 、
もっと盛り上がっていくのではという意見がありました。
分野 Ⅲは 、今 回は 「地 方交 流事 業」 と「 地域 サロ ン～ ちょ こっ と立 ち寄 り
カフェ～」について検討しました。
「地 方交 流事 業」 は４ つの こと を中 心に 話し まし た。 １つ 目は 予算 につ い
てです 。現 在の 交流 先 は山形 県舟 形町 と埼 玉 県小鹿 野町 です が、 小 鹿野町 と
の交流事業の予算は「AZABU WORLD FESTA」から出ており、これはおかしいと
いう意 見が でま した 。 小鹿野 町と の交 流は 、 昨年度 から スタ ート し ました が
計画の当初予算を計上する際にはまだ予定になかったため、現状では「AZABU
WORLD FESTA」の予算で展開しているとのことです。今後は「地方交流事業」
として予算を組んでいくということなので様子を見ていこうかと思います。
２つ 目は 、舟 形町 との 交流 につ いて の予 算は 前回 まで の検 討で 納得 しま し
たが、事業の認知度が非常に低いということ、SNS等どのように検索すればこ
の事業の情報にたどり着くのかが分からないという意見がありました。また、
4,000枚ちらしを刷っていますが、費用体効果について疑問があります。
３つ 目は 、交 流に あた って の温 度差 につ いて 、麻 布地 区か らサ マー スク ー
ルで舟 形町 を訪 れる と いうこ とに 対し て、 舟 形町か らの フィ ード バ ックも も
っと欲しいとの意見がありました。
４つ目は、麻布地区がなぜ舟形町と交流をしているのかという点について、
色々な 疑問 が残 りま す 。舟形 町以 外と の交 流 もすべ きで はな いか と いう意 見
が前回 の提 言に あり ま した。 舟形 町と の交 流 の理由 とし ては 、港 区 と舟形 町
との間で包括的な協定が締結されていることが挙げられますが、だとしたら、
サマー スク ール とい う 切り口 で本 当に 良い の か、も っと 親密 な付 き 合い、 ご
近所同 士と いう 感覚 の 交流が 必要 なの では な いかと いう 意見 もあ り ました 。
サマー スク ール です と それだ けで 終わ って し まうの で、 その 後、 ど のよう に
つながりを深めていくのかが課題だと考えています。
まと めと して 、広 報に つい ての アイ ディ アは 先ほ ども 話し たと おり です 。
温度差 の解 消と して は 舟形町 から のフ ィー ド バック が必 要に なる と いうこ と
と、参 加者 は、 包括 的 な協定 を結 んで いる の であれ ば、 親子 だけ で なく他 の
形も考 える 必要 があ る と思い ます 。個 々人 の つなが りと いう だけ で なく、 お
隣同士 な感 覚の つな が りにな るた めに はど の ような こと が必 要か と いうこ と
を意識して、今後、提言を作成していきたいと思います。
「地 域サ ロン ～ち ょこ っと 立ち 寄り カフ ェ～ 」は 、参 加者 も伸 びて いる と
のこと です 。実 際に 参 加して きて 感じ たこ と を一言 で表 すと 「シ ニ アの方 が
こんな に楽 しめ る場 が こんな とこ ろに あっ た のか!!」と いう こと で す。私 が
見学し た時 は約 16人 の 参加者 の中 、男 性は １ 人。70歳代 から 80歳 代 の方々 が
参加し てお り、 いき い きと楽 しん でい まし た 。この 事業 を運 営し て いる事 業
者は、 麻布 子ど も中 高 生プラ ザと も連 携し つ つイベ ント を企 画し て います 。
実際に 参加 する まで は 、どの よう なこ とを や ってい るの だろ うと い う疑問 も
多くあ りま した が、 い ろいろ な点 でよ くや っ ている とい う印 象で 、 この事 業
については今後も伸ばしていく必要があると感じました。
また 、地 域で 孤立 して いる 高齢 者を いか に呼 び集 める かと いう こと も目 的
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として いる 中で 、麻 布 地区に 多く いる 孤立 し ている 高齢 者の 数に 対 して、 現
在使用 して いる 部屋 の 大きさ が限 られ てい る 点は課 題か と思 うの で 、今後 の
規模感や数値目標も拡大して考えていくほうがいいと考えています。
今回 、こ の事 業の 運営 事業 者の 事務 局長 さん にも 詳し くお 話を 伺い 、地 域
のNPOとの連携による企画を立てる等、いろいろよくやられていると感じまし
た。ま た、 企画 をさ ら に工夫 すれ ば男 性の 参 加者は 増え るだ ろう し 、参加 者
間のコ ミュ ニケ ーシ ョ ンも活 性化 され ると い うこと も実 感し まし た 。男性 の
参加者 が少 ない こと の 改善案 とし て、 図書 館 で開催 する 等、 場所 の 問題も 含
め、男 性が 参加 しや す い企画 があ れば 、私 自 身も子 ども と一 緒に 参 加した い
という 雰囲 気が あり ま したの で、 この 事業 に ついて はと ても 可能 性 を感じ る
というのが、分野Ⅲのメンバー全員の一致した意見です。
最後 に、 高齢 者に 限ら ず、 誰で も参 加で きる 事業 とし て、 分野 を越 境し て
連携、 拡大 して いく と いう展 開も ある ので は ないで しょ うか 。ま た 、行政 で
このよ うな 企画 をし て 、民間 も巻 き込 んで 拡 大して いく とい うこ と に意味 が
あると思いますので、それがうまく機能していけばと考えています。
実際 に事 業に 参加 して 見方 が変 わる 面も あり ます ので 、皆 さん も事 業に 参
加してみることで、いろいろな連携のアイディアが出てくると思います。
あり がと うご ざい まし た。 各分 野の 発表 につ いて ご質 問等 ござ いま すか 。
質問等なければ、事務局から連絡事項等をお願いします。
５

事務局

座長
委員Ｅ

座長

副座長

座長

その他
①次回（第６回分科会）の日時及び内容の確認
・日時 10月11日（金）18：30から20：30まで
・場所 麻布地区総合支所２階第３会議室
・内容：事業の提案、進捗によって引き続き事業の評価と検証
②直近の地域事業等
・後日配布の参考資料のとおり
事務連絡について、ご不明な点、ご質問等はございますか。
直近 の地 域事 業等 のス ケジ ュー ルは 、口 頭で の説 明で はメ モし きれ なか っ
たので 、事 業名 と開 催 日時等 をま とめ 、参 考 資料と して 示し てい た だけま す
か。我々の参画意識もより一層高まるのではないかと思います。
直近の地域事業の開催予定は、後日事務局から参考資料として送付します。
皆さ んの 中で 、グ ルー プ討 議で のご 意見 のほ かに 、別 途提 案し たい アイ デ
ィアが ある 方は いら っ しゃい ます か。 個別 の ご提案 に対 して も検 討 をして い
きたいと考えておりますので、私に申し出ていただければと思います。
最後に副座長から総括をお願いします。
回を 重ね るご とに 議論 が活 発に なっ てお り、 最後 のプ レゼ ンテ ーシ ョン も
とても 分か りや すく 、 良い分 科会 活動 にな っ てきて いる と思 いま す 。他の 事
業との 統合 的な 協力 体 制につ いて も各 グル ー プでご 意見 が出 てき て いるよ う
なので 、他 分野 ・他 事 業との 連携 につ いて 議 論をで きる 場も 持て れ ばいい と
思っています。引き続きよろしくお願いします。
第５回麻布地区政策分科会を終了します。本日はお疲れさまでした。
以上
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