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１

開会

副座長

ただ いま から 、第 ６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。 令和 元年 ５ 月から 、新 たな メン バ ーで今 年度 の活 動を ス タート し
たこの分科会も、本日から後半戦です。皆様、どうぞよろしくお願いします。
台風の影響で日程が延期になったこともあり、本日は参加人数が少ないので、
全体での検討・議論をしてはどうかという提案を座長からいただいています。

座長

従来 どお りグ ルー プで 議論 を進 める か、 それ とも 全体 で議 論を 進め るか 、
どちらがよいか、皆様のご意見をお願いします

委員Ａ

これ まで 各グ ルー プの 議論 、発 表を 聞い てい て、 自分 が検 討し てい る分 野
以外にも意見を言える機会になるのであればよいと思います。

副座長

各地 域事 業に つい て検 討を 進め る中 で、 他の 分野 との 連携 とい う話 も出 て
きているので、全体で話を進めるのもいいのではないかと感じています。

委員Ｂ

全体 で議 論を 進め るこ とは かま いま せん が、 分野 Ⅲは ３つ の地 域事 業の う
ち、「 地方 交流 事業 」 と「地 域サ ロン ～ち ょ こっと 立ち 寄り カフ ェ ～」の ２
つしか 検討 を進 めて い ません 。「 麻布 の魅 力 探訪事 業～ あざ ぶ達 人 ラボ～ 」
の検討が終われば全体での議論に移ってもいいかと思います。

委員Ｃ

分野 Ⅰは 、本 日、 一番 分か りに くい 防災 につ いて 議論 をし よう と思 って い
ます。 今回 、全 体で 議 論して しま うと 、前 に 進める こと がで きま せ ん。分 科
会自体 を通 常と は違 う という 位置 づけ で開 催 するの であ れば いい が 、そう で
ないなら今回グループ討議で予定していたことができなくなります。

副座長

グル ープ 別で 議論 した いこ とが ある とい うこ とな ので 、通 常ど おり グル ー
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プ討議 を行 い、 その 後 に全体 討議 を行 うこ と にしま す。 ただ し、 人 数が少 な
いので グル ープ 討議 の 時間は 少し 短め にし て 、各グ ルー プの 発表 後 に30分 程
度、全体での議論をします。
この 分科 会活 動は 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、
全ての発言は挙手、指名を原則とします。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、 座長 が発 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。
まず、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
事務局

配布 資料 確認 の前 に、 先日 の台 風19号に 関連 して ご報 告で す。 麻布 地区 で
は大き な被 害は あり ま せんで した 。台 風接 近 に伴い 10月 11日 金曜 日 の午後 ５
時から 自主 避難 所を ２ か所設 置、 協働 推進 課 も避難 所運 営に 加わ る ため、 当
分科会 を延 期と させ て いただ きま した 。自 主 避難所 は最 終的 に、 避 難所と し
て麻布地区では４つのいきいきプラザに設置し約60名が避難をしました。
（配布資料の確認）
２

提言作成に向けたスケジュールについて

副座長

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。

事務局

資料 １を ご覧 くだ さい 。前 回以 降の 変更 点に つい てお 知ら せし ます 。リ ー
ダー・ サブ リー ダー と の打合 せに つい ては 、 提言書 完成 まで に３ 回 程度を 予
定し、 直近 では 、今 回 の分科 会終 了後 から 次 回まで の間 、10月最 終 週に予 定
しています。また、提言式の日程が令和２年３月27日金曜日に決定しました。
３

副座長

グループ討議（地域事業の改善点について）

事務 局か らの 説明 につ いて 、ご 質問 、ご 意見 等が ない よう でし たら 、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19時35分を 目 途に、 分
野Ⅱの 皆様 は、 こち ら のスペ ース １・ ２へ 再 度集合 でき るよ う進 め てくだ さ
い。そ の後 、各 分野 ご とに出 たご 意見 等を 発 表して いた だい て、 最 後に全 体
での議論の時間を30分程度取りたいので、よろしくお願いします。
「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

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）

副座長

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
から順にお願いします。

Ｃ委員

今回 は防 災に 特化 して 集中 的に 議論 をし まし たが 、区 でも この 事業 につ い
て試行 錯誤 して いる 部 分があ ると いう こと で 提言を 出し にく い状 況 にあり ま
す。防 災に 関心 が高 い のは、 地区 の防 災協 議 会や事 業所 など の一 部 であり 、
麻布地 区全 体に は浸 透 してい ない ので 、防 災 協議会 と事 業所 の連 携 を強化 す
ること を中 心に 提言 を つくっ てい くこ とを 考 えてい ます 。ま た、 震 災が起 き
た際に 、関 心の 高い 区 民はす ぐに 行動 に移 す ことが でき るが 、関 心 のない 区
民に対して防災の必要性をどう啓発していくかが課題となります。
参加する事業所を増やすには何らかのインセンティブが必要だと考えま
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す。一 例と して 、防 災 ネット ワー クに 加入 す ると区 で取 扱う 防災 用 品が安 く
支給さ れる など があ げ られま す。 区民 に対 し ての啓 発に つい ては 、 防災マ ッ
プ（麻 布地 区） の裏 面 を活用 し、 防災 ネッ ト ワーク のＰ Ｒや 、麻 布 地区に 転
入して くる 人に 対し て は、防 災や 港区 のル ー ルを伝 える 転入 時講 習 を行う の
はどうかという意見がありました。
Ｄ委員

きょうは事業のＰＲ、周知について、どうしたら効果的か話し合いました。
基本的 には 、ち らし を 無駄な 場所 に置 かず 、 対象者 を見 極め て効 果 的な場 所
に配布 して いく こと が 望まし いと の結 論で す 。また 、掲 示板 への ポ スター 掲
示は意 外と 有効 なの で はない か等 の意 見が 出 ました 。「 ミナ ヨク 」 は、対 象
者を20代～ 40代 とし て いるの で、 麻布 地区 の 幼稚園 、小 学校 、中 学 校など に
通う児 童・ 生徒 にち ら しを配 布し たそ うで す が、「 ミナ ヨク 」の 講 座が毎 回
土曜日 の午 後の ため 、 子ども がい る親 にと っ ては都 合が つき にく い 時間設 定
だったようで、効果的な周知ではなかったのではないかとの意見も出ました。
また、 「ミ ナヨ ク」 の 目的と 内容 につ いて は 、これ まで の意 見を 参 考に今 後
の改善 策を 検討 、１ 年 間のプ ログ ラム で地 域 のリー ダー を育 成す る のは困 難
である こと 、町 会・ 自 治会等 のイ ベン トに 参 加する とい うプ ログ ラ ムの方 が
直接的でわかりやすいなどの意見がでました。

Ｅ委員

「麻 布の 魅力 探訪 事業 ～ あざ ぶ達 人ラ ボ～ 」に つい て話 し合 いま した 。
色々な 方へ 麻布 の歴 史 や文化 につ いて 伝え て いくと いう こと を目 的 に「連 携
部会」、「まち歩き部会」、「研究部会」の各部会がそれぞれ活動しており、
その活動内容について事務局から説明を受けました。今後の展望については、
今は歴 史や 文化 にス ポ ットを あて てい るが 、 麻布の 魅力 探訪 事業 の 「魅力 」
という 点で 、今 の麻 布 の良い とこ ろ、 一例 と しては 生活 関連 の役 立 つ情報 を
集め伝 える こと を追 加 したら いい ので はな い か等の 意見 がで まし た 。また 、
現在活 動し てい る方 々 が比較 的高 齢な ので 、 新しく 若手 の人 が加 わ りこの 事
業を展 開し てい くこ と が理想 的だ と考 えま し た。「 麻布 の魅 力探 訪 事業」 と
いう名 称に は、 麻布 地 区の地 域事 業の 中で 柱 にして いく べき 事業 で 、他事 業
との連 携の 軸に なる の ではな いか と感 じさ せ るとの 意見 があ りま し た。事 業
の内容に合わせ、名称を分かりやすく変えるのもひとつの方法だと思います。
また 、こ の事 業だ けで はな く、 他の 地域 事業 にも 言え るこ とで すが 、各 広
報媒体 での 周知 の際 に 、この 事業 は麻 布地 区 の地域 事業 だと いう こ とが分 か
るよう何か工夫をすることが望ましいと考えます。

副座長

各グループの発表について、何かご質問はありますか。

Ａ委員

「あ ざぶ 達人 ラボ 」の 「連 携部 会」 です が、 ラボ の参 加者 は「 サロ ンチ ー
ム」と 言っ てい ます 。 「地域 サロ ン～ ちょ こ っと立 ち寄 りカ フェ ～ 」との 連
携自体 は、 平成 30年 度 から始 まっ たも ので 、 サロン チー ムと して は 、麻布 地
区の学 童ク ラブ や放 課 GO→等 と連 携を する 等 、いろ いろ なア イデ ア を出し て
検討を して いま す。 今 回、分 かり にく い「 連 携部会 」と いう 表現 を 事務局 が
使ったのか疑問です。

副座長

あり がと うご ざい まし た。 本日 は人 数が 少な いこ とも あり 、変 則的 です が
全体での議論にも時間を取りたいと思っておりますがよろしいでしょうか。

座長

急遽 日程 が変 更に なり 、本 日の 出席 者が 少な いの で、 せっ かく です から 全
体で意 見共 有を した い と思い ます 。ま ず初 め に、私 が長 く参 加し て いて感 じ
たこと、今年度ここまで座長を務めて思ったことを述べたいと思います。
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最近 思う こと は、 すべ ては 「ミ ナヨ ク」 だと いう こと です 。ど うい うこ と
かとい うと 、「 ミナ ヨ ク」は 現在 イベ ント に 注力し てい ます が、 麻 布の住 民
みんな が「 ミナ ヨク 」 になる こと が最 終的 な 目標で 理想 的な ゴー ル だと思 い
ます。 麻布 のス ペシ ャ リスト は各 事業 のこ と を分か って いる プロ フ ェッシ ョ
ナルな 区民 、そ のよ う な人を どれ だけ 麻布 地 区の中 に増 やし てい け るかと い
うこと が「 ミナ ヨク 」 を進め てい く目 的で は ないか と思 って おり 、 果たし て
この事 業が スペ シャ リ ストを 養成 する 事業 に なって いる かど うか と いうこ と
が、検証の視点だと考えています。
事業 を目 的で 分類 する と、 啓発 型の 事業 と達 成型 の事 業と ２つ のタ イプ に
分かれ ます 。啓 発型 の 事業に はゴ ール がな く 、身近 な例 でい えば 防 災のよ う
に啓発 を続 ける 必要 が あるも の。 一方 で、 達 成型は 、例 えば 集客 数 や売り 上
げなど 数値 目標 を掲 げ て実施 する もの です 。 達成型 でや るべ き事 業 と、啓 発
型でや るべ き事 業は 分 けて考 える 必要 があ り 、数値 目標 が達 成さ れ ていな い
からこ の事 業は 不要 と いう判 断が でき ない 事 業もあ りま す。 防災 の ように 、
結果は 出な いが 、ず っ と啓発 を続 けな くて は ならな い事 業も ある の で、そ の
辺も念頭に置き討論していただけると、よい議論になると思います。
Ａ委員

まさ しく そう だと 思い まし た。 防災 は、 自分 達の 生活 に密 着し たこ とだ と
いう意 識を 持っ て欲 し いと思 って いま す。 い つ何時 、災 害が 起き る かわか ら
ないの でみ んな 知識 を 持つよ うに しま しょ う 、わか らな い人 には わ かる人 が
アドバ イス をし まし ょ うとい うよ うに なっ て 欲しい と思 いま す。 ま た、防 災
士とい う資 格が あり 、 皆さん 受講 する チャ ン スがあ るの に学 ぶ機 会 を逃し て
います。全ての人が防災士の知識を会得して欲しいとも思っています。

Ｆ委員

「ミ ナヨ ク」 の第 １期 に参 加を して 、そ れ以 降、 まち に入 って 活動 をす る
ために 色々 とや って き ました が、 今ま でず っ と見て いる と、 これ は やって い
て意味 があ るの かな と 思えて きま した 。こ れ までの 「ミ ナヨ ク」 の 活動を 見
ていると、町会・自治会に入りリーダー的な役割で何か運営支援をするとか、
町会・ 自治 会を リー ド する担 い手 をつ くる と いうと ころ まで 全く 行 き着い て
おらず 、講 座の 内容 と 中身が マッ チし てい ま せん。 単純 に「 町会 の 手伝い へ
みんな で行 こう !!」 と 呼びか けた 方が わか り やすい と感 じて いま す 。おそ ら
く、そ うい う方 たち を 町会・ 自治 会の 方々 は 欲しが って いる し、 進 めてい く
中では 、そ うい った 若 い担い 手の 人た ちに バ トンタ ッチ して いく 時 期がく る
と思いますので、こういう進め方の方が良いのかなと感じています。
私は 「ミ ナヨ ク」 を通 して 、ま ちづ くり の中 身も 、麻 布地 区の 地域 事業 の
内容も 知る こと がで き ました 。ま た、 のち ほ ど事務 局か ら説 明は あ ると思 い
ますが 、地 域の 防災 訓 練へ参 加す るこ とは 、 場を変 えて 色々 な視 点 から地 域
を見る こと がで きる 、 また自 分の 持っ てい る スキル の確 認に もつ な がるこ と
もあるので、非常に良いことだと思います。

副座長

「ミ ナヨ ク」 につ いて は、 連続 性が ない とな かな かや りた いこ とが 達成 で
きない し、 １年 で地 域 のリー ダー を育 成す る のは難 しい とも 感じ て います 。
「ミナ ヨク 」の 修了 者 が集ま って 、ミ ナヨ ク チーム とし て町 会・ 自 治会と 関
わりを 持ち 、サ ポー ト してい けた ら良 いと 思 います 。活 動が １年 限 りで終 わ
るので はな く、 修了 後 も「ミ ナヨ ク」 であ る ことで 、み んな が「 ミ ナヨク 」
になる とい うの が達 成 できる のか なと 思っ て います 。「 ミナ ヨク 」 につい て
は、目的を明確に、分かりやすくすることでＰＲもしやすくなると思います。
また、各グループで意見が出ているＰＲ、広報については、横串をさして、
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全体での意見交換で、検討を進めていきたいと思いました。
Ｇ委員

分野 Ⅲの 事業 につ いて の意 見に なり ます 。赤 坂地 区の 特別 養護 老人 ホー ム
サンサ ン赤 坂で は、 子 どもた ちと 高齢 者の 触 れ合い があ り、 とて も 楽しい と
の意見 を聞 きま した 。 そのよ うな 人と 人と が 行き来 でき る場 所が 麻 布地区 に
も増えるといいと思います。

Ｈ委員

目的 を達 成す るた めの ツー ル、 限ら れた 予算 のな かで どの よう なコ ンテ ン
ツを展 開し てい くか と いうこ とを 考え てい ま す。例 えば 「あ ざぶ 達 人ラボ 」
のよう に、 事業 の中 で 麻布地 区に つい ての 知 見を深 める 場も よい と 思いま す
が、一 方で 、多 くの 人 が体験 、参 加で きる 企 画、成 果を 見る こと が できる 仕
組みが でき てい けば 、 目的達 成に 近づ くの で はない かと 思い ます 。 そうい っ
た観点 で「 かが やく ま ち」「 にぎ わう まち 」 「はぐ くむ まち 」の ３ つの分 野
と各分 野の 地域 事業 の バラン ス、 多様 性を 見 直して いっ ても いい の ではな い
かと感じています。

Ｅ委員

今ま で住 んで いた とこ ろで は不 便さ もな く、 行政 との 関わ りも なく 過ご し
ていま した が、 現在 こ の分科 会に 参加 して い ること は、 自分 のた め にもい い
勉強に なっ てい ます 。 いろい ろな 世代 の方 が 過ごし やす いま ちに な るよう に
努めていきたいと思います。

Ｂ委員

本日 グル ープ で議 論し た「 あざ ぶ達 人ラ ボ」 は、 麻布 地区 の取 組と して 鍵
になる と思 って いま す 。この 事業 に参 加し て いる方 々が 固定 化、 高 齢化し て
いる原 因は 、切 り口 が 歴史と いう こと への 偏 りでは ない かと 思い ま す。こ の
切り口 を変 えて いく こ とで、 参加 する 人が 変 わって くる ので はな い か。「 ミ
ナヨク」ともかかわれる部分があるのではと考えています。
全体 にか かわ るこ とと して は、 どの よう にプ ロモ ーシ ョン すれ ばい いの か
という こと かと 思い ま すが、 私が 考え てい る のは、 麻布 地区 内だ け でなく 、
各地区 で参 画・ 協働 し ている 方々 との 連携 ・ 交流を して いく こと で 新しい 知
恵もいろいろ生まれるのではないかということです。
また 、現 行の 「か がや くま ち」 「に ぎわ うま ち」 「は ぐく むま ち」 とい う
区分けが変わってくると、この閉塞感も変わるのではないかと思います。

Ｄ委員

それ ぞれ の事 業内 容が 目的 にあ った もの にな って いる のか 、シ ンプ ルに 考
えると いう こと が大 事 だと思 いま す。 「ミ ナ ヨク」 につ いて は、 ３ 年前の 提
言書を 見る と、 今回 の 議論と 同じ よう なこ と が提言 され てい る。 今 回のグ ル
ープ討 議で は、 目的 を 明確に し、 内容 をす っ きりさ せて いく 方向 性 で議論 を
してい くこ とに なる か と思い ます 。「 ミナ ヨ ク」に つい ては 、ま ち おこし 、
まちづ くり 的リ ーダ ー を育成 する のか 、町 会 ・自治 会の 担い 手を 育 成する の
か、どちらも大事だとは思うが、どちらなのかなという疑問が残っています。

Ｉ委員

「ミ ナヨ ク」 の話 を中 心に 議論 を進 めて いる 中で 、リ ーダ ーを 育成 して い
っても 地域 全体 は良 く ならな い、 もし リー ダ ーがい ても 、そ の人 た ちが活 躍
できる 場が ない なと 感 じまし た。 みん なが コ ミュニ ティ に参 加し た くなる よ
うな仕 組み づく りを 考 えられ るよ うに した い と思っ てい て、 その 取 組が「 ミ
ナヨク」であり、「ミナヨク」をより良い取組にしていければと思います。
また 、こ の分 科会 での 検討 も早 く結 果が 見え てく ると いい なと 思っ てい ま
す。最 近は 、リ ーン ス タート アッ プと いっ た 理論に より 短期 間で 仮 説、検 証
を行い判断していくという事業が多く見られますが、提言した内容について、
自分た ちが 分科 会へ 参 加して いる 期間 に結 果 が見え てく ると 、そ の 気にな っ
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て、また提言してみようという気になれるかと思います。
コミ ュニ ティ は、 この 分科 会で 出会 った 皆さ んが 、ま た次 に違 うコ ミュ ニ
ティへ 展開 して いく こ とにな るか と思 いま す ので、 自分 でで きる こ とも考 え
ていきたいと思います。
Ｃ委員

「あ ざぶ 達人 ラボ 」の まち 歩き 部会 で活 動し てい ます 。こ れま では まち 歩
きは、 参加 者を 限定 し て実施 して いま した が 、現在 は申 込み が殺 到 してい る
状況に あり ます 。個 人 的には 一生 懸命 活動 し ており ます し、 人気 も ある事 業
ですの で、 次期 麻布 地 区版計 画書 の策 定で 事 業が廃 止に なら ない よ うに願 っ
ています。

副座長
座長

ありがとうございました。それでは、最後に座長からお願いします。
毎回 、周 知・ ＰＲ に関 する 課題 が出 てき ます が、 テレ ビの 視聴 率を 例に 出
すと約20％で大成功となります。ヒット曲は100万枚売れたらミリオンセラー
として大成功となりますが、日本の人口で考えると100人に１人しか買ってい
ない計 算で す。 どん な に売れ た商 品で も普 及 率を考 える とそ の程 度 なので 、
麻布地 区の 地域 事業 に ついて も２ 割程 度が 知 ってい れば 大成 功と 考 えてい い
のでは ない かと 思っ て います 。そ れ以 上に 周 知をす ると いう こと に なると 、
ウルト ラＣ 的な 、い ま までに ない やり 方が 必 要にな ると 思い ます の で、何 か
アイデアが思い浮かんだ方は12月までにご提案をお願いします。

副座長

それでは、事務局から連絡事項等をお願いします。
５

事務局

副座長

その他
①次回（第７回分科会）の日時及び内容の確認
・日時 11月12日（火）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：各地域事業の改善提案等
②直近の地域事業等
・参考資料のとおり

ご不明な点、ご質問等はございますか。
直近 の地 域事 業等 のご 紹介 があ りま した が、 子ど もを 連れ て楽 しめ そう な
イベン トが たく さん あ るので 、も っと もっ と 地元に 根付 いて 生活 を してい け
たらい いと 思い まし た 。それ では 、こ れを も ちまし て、 第６ 回麻 布 地区政 策
分科会を終了いたします。皆様、お疲れさまでした。
以上
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