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開会
ただ いま から 、第 ７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。 この 分科 会 活動は 、記 録の ため 、 写真撮 影や 録音 を行 い ます。 写
真に写 りた くな い方 は 事務局 へ申 し出 てく だ さい。 また 、提 言書 へ 掲載す る
ため、 グル ープ での 議 論の様 子な ども 、皆 さ んの近 くで 撮影 しま す ので、 よ
ろしくお願いします。
令和 元年 ５月 から スタ ート した 当分 科会 も、 今年 度の 活動 は残 り４ 回と な
りまし た。 グル ープ に わかれ て議 論し てい た だくの は、 本日 を含 め て残り ２
回です 。前 回は 、分 科 会が急 遽延 期に なり 、 欠席者 が多 かっ たの で 、グル ー
プリーダーは、欠席者がとまどうことないよう配慮しつつ進めてください。
また 、前 回の 分科 会で 、提 言式 の日 程が 、令 和２ 年３ 月２ ７日 金曜 日に 決
まった と説 明が あり ま した。 当分 科会 活動 の 今年度 の成 果発 表の 場 となり ま
す。メンバーの皆様には、ぜひ出席していただきたいと考えています。
会議 中の 全て の発 言は 挙手 、指 名を 原則 とし 、議 事進 行の 妨げ とな る発 言
等は制止することもありますので、円滑な議事運営にご協力をお願いします。
では、事務局から、本日の配布資料の確認をお願いします。
（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。
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資料１をご覧ください。今後のグループ討議に向け、正副 座長、リ ーダー ・
サブリ ーダ ーの 皆様 と 、10月 30日 水曜 日に 打 合せを 行い まし た。 通 称リー ダ
ー会と 呼び ます が、 提 言書完 成ま でに あと ２ 回程度 予定 して いま す 。提言 式
の日程 につ いて は、 冒 頭、座 長か らの 説明 の とおり 、３ 月27日金 曜 日に決 定
しまし た。 当日 の集 合 時間等 につ いて は、 詳 細が決 まり 次第 、ご 連 絡いた し
ます。
３

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20時を目途に、分野Ⅱ、
分野Ⅲ の皆 様は 、こ ち らの会 議室 へ再 度お 集 まりく ださ い。 その 後 、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 議論 をし ま すので 、
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
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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）
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。
分野 Ⅰで は、 防災 が 一番理 解し にく く、 本 日も疑 問点 の確 認を 行 いつつ 検
討を進 めて 、な んと か 提言が でき ると ころ ま で達し たと ころ です 。 今回の 検
討では、継続・統合・廃止の判定、意見の確認を行いました。
防災 とい うテ ーマ は、 地域 事業 では 扱い にく いと いう こと で、 「地 域と 事
業所」防災連携プロジェクトは発展的な展開での廃止と判断しました。
六本 木安 全安 心プ ロジ ェク トは 、細 かな 点を 改善 しつ つ継 続し 、み んな で
エコっ とプ ロジ ェク ト は、多 様な 環境 への 啓 発を意 識し た取 組と し て拡充 を
してい くこ とと しま し た。よ うや く次 回、 提 言をま とめ ると いう と ころま で
到達しました。
みんなでまちをよくする「ミナヨク」は、目的が明確にされていないため、
事業内 容も 明確 にな っ てこな いと いう こと で 、目的 を見 直し て、 ミ ナヨク の
修了生 が地 域の 橋渡 し になれ るこ とを 主眼 に 置いて 、事 業の 内容 を 見直す 方
向性で提言をまとめていきます。
「AZABU WORLD FESTA」は、現在、カードラリー、スタンプラリーといった
形式で 、誰 もが 参加 で き、地 域を 知っ ても ら うイベ ント とし て実 施 されて い
ますが 、現 状で は評 価 できる 内容 がな く、 違 った形 式の イベ ント と して進 め
ていく のが いい ので は ないか との 意見 が出 ま した。 ただ し、 イベ ン トの開 催
にあた って は、 単独 で 区民ホ ール 等を 使用 し たイベ ント を開 催す る のか、 防
災訓練 等、 既に 開催 実 績があ って 来場 者が 多 く見込 まれ るイ ベン ト の一区 画
を借り てブ ース を出 す のがよ いの か、 それ と も、各 地域 事業 の活 動 発表の 場
として 開催 して はど う か等、 様々 な意 見が 出 ていま す。 そも そも 、 この事 業
自体を 継続 して いい の かどう かが 分か らな い 。イベ ント を実 施す る 意味に つ
いても しっ かり 検討 す ること も必 要で 、地 域 事業に 関わ る、 例え ば 、ミナ ヨ
クの修 了生 等が 活躍 す る場と して 、事 業の 内 容を構 築し てい くこ と も考え ら
れます 。一 応、 事業 は 継続と して 検討 して い るが、 見直 して いく 点 は非常 に
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多いと考えています。
麻布 未来 写真 館は 、事 業自 体は 継続 して いく が、 これ まで の古 い写 真を 収
集して 、古 い写 真と 今 の写真 の比 較と いう こ とにこ だわ らず 、麻 布 の今の 写
真もし っか りと 残し て いくと いう こと を主 な 目的と して 、見 直し て いって も
いいの では とい う意 見 も出ま した 。こ れま で も古い 写真 の収 集が 進 まない と
いう課 題に 対し て、 提 言をし てき まし たが 、 なかな か改 善さ れて い ないこ と
から、 実際 に活 動し て いる分 科会 メン バー の 負担な ども 考え 、自 分 たちが 実
際に動 くと した らと い うこと を考 えつ つ、 よ り具体 的な 提言 をし て いきた い
と考えています。
地域事業活性化シートにある「評価・検証・提案」のうち 、今回 は「評価 ・
検証」を主に行い、次回、提案を具体化していく予定です。
地方 交流 事業 は、 改善 ・拡 充を しつ つ継 続と 判断 しま した 。事 業の テー マ
を「コ ミュ ニテ ィ・ 青 少年育 成」 とし て実 施 してい ます が、 意図 が 伝わら な
いので 、事 業名 を工 夫 しては どう かと の意 見 があり まし た。 また 、 もう少 し
広報、 周知 の充 実を 行 う必要 があ るた め、 参 加者の 感想 をま とめ て 、ＰＲ に
活用し ては どう かと の 意見も あり まし た。 そ もそも 、地 方交 流事 業 は、自 治
体間の協定を基に構築されている事業なので、災害についての視点も加えて、
事業内 容を 拡充 して い く必要 があ ると 考え ま す。ま た、 サマ ース ク ールだ け
のイメ ージ が強 いの で 、違っ た内 容の イベ ン トも検 討し て、 参加 で きる人 数
を増やしてはどうかとの意見もありました。
ちょ こっ と立 ち寄 りカ フェ は、 全体 的に 評価 は高 く、 事業 とし て継 続し て
いくべ きだ と考 えて い ます。 さら によ りよ い 事業と して いく ため に は、一 つ
目に場 所を 変え て実 施 する、 例え ば国 際文 化 会館や 麻布 図書 館等 を 開催場 所
とすることで、これまでと違う参加者が見込まれるのではないかと思います。
また、 「麻 布」 とい う 名前、 ブラ ンド を冠 す ること によ り参 加者 を 増やす こ
とも可 能か と思 いま す 。二つ 目に 、麻 布の 地 域特性 とし て外 国人 が 多いこ と
が挙げ られ るの で、 テ ーマと して 「国 際交 流 」とい う視 点も 必要 に なるの で
はない でし ょう か。 最 後に、 ちょ こっ と立 ち 寄りカ フェ の内 容は 、 それぞ れ
１回限 りで 継続 性が な いもの とな って いる の で、そ れぞ れの 回に 実 施した 内
容に関 連す るサ ービ ス の紹介 を行 う等 、カ フ ェの場 を有 効活 用し て いくこ と
が望まれます。
最後 に、 麻布 の魅 力探 訪事 業～ あざ ぶ達 人ラ ボ～ は、 継続 して いく 方向 で
検討を 進め てい ます 。 課題は 、高 齢者 の参 加 が多く 、活 動す るメ ン バーも 固
定化さ れて いる 点で す 。この 課題 を解 決す る ために は、 次世 代に バ トンタ ッ
チでき るよ うな テー マ を検討 し進 めて いく こ とが必 要で す。 歴史 や 文化だ け
ではな く、 若い 人が メ ンバー にな るき っか け につな がる よう なテ ー マ、例 え
ば、大 使館 を巡 る、 ビ ルだけ を見 て回 る、 ホ ラーや スピ リチ ュア ル などを テ
ーマに した り、 バー ド ウォッ チン グや 花を テ ーマに した りし て、 ま ち歩き に
親子の 参加 を募 るこ と が必要 かと 思い ます 。 どの事 業も 基本 的に は 継続と い
う方向で、次回は提言の詳細を検討できればと考えています。
あり がと うご ざい まし た。 各グ ルー プの 発表 につ いて 、何 かご 質問 はあ り
ますか。なければ、事務局から連絡事項等をお願いします。
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その他
提言 書の 目次 （案 ）に つい てを ご覧 くだ さい 。こ の案 は、 ３年 前と 構成 は
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大きく は変 わっ てい ま せん。 今回 は、 麻布 地 区版計 画書 の策 定に 対 して提 言
をいた だく とい うこ と で、大 見出 しの Ⅱで は 、分野 を越 境し て考 え ていく べ
き提案等を座長・副座長にまとめていただくことを検討しております。
前回 の提 言書 は港 区の ホー ムペ ージ にも 掲載 して いる ので 、参 考に しな が
ら、今 年度 皆様 がま と められ る提 言書 に対 す る意見 を、 次回 分科 会 までに メ
ール、 ファ ック ス等 で 事務局 へご 連絡 くだ さ い。ま た、 皆様 の中 で 、提言 書
のデザ イン 面、 ペー ジ の構成 や文 章の 読み や すさ、 校正 等に つい て 、座長 、
副座長 とご 一緒 に提 言 書をま とめ る作 業に 関 わりた いと いう 方は 、 次回分 科
会までにぜひ事務局へお申し出ください。
提言 書の 作成 にあ たっ ては 、表 紙や 各ペ ージ の絵 柄等 のデ ザイ ン面 は副 座
長、ペ ージ 構成 や文 章 の校正 等の 記載 内容 全 般は私 が担 当す ると い うこと で
役割分 担を して おり ま すが、 ご自 分の スキ ル 等を活 用し 、私 たち と ともに 提
言書をまとめる作業に関わりたい方は、ぜひ事務局へ申し出てください。
それでは、続けて事務局から連絡事項をお願いします。
①直近の地域事業等について
・参考資料２のとおり
②次回（第８回分科会）の日時及び内容の確認
・日時 12月11日（水）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
③区民アンケート調査報告書について
・ア ンケ ート 調 査の 結 果が まと まっ た ので 、 報告 書が 必要 な 方は ご 自由
にお持ち帰りください。
・内容については、個別に質問等を受け付けます。
次回 、第 ８回 がグ ルー プで の議 論の 最終 回と なり ます ので 、年 末の お忙 し
い中で はあ りま すが 、 多くの メン バー の方 に 参加し てい ただ きた く 、よろ し
くお願 いし ます 。全 体 を通し て何 かご 質問 は ありま すか 。な けれ ば 、副座 長
から、総括をお願いします。
活発 な議 論を あり がと うご ざい まし た。 次回 、グ ルー プで の議 論が 最終 回
になる ので 、分 科会 終 了後に 、有 志の 皆様 に よる忘 年会 を開 催し た いと思 っ
ております。
それ では 、冒 頭で 申し 上げ たと おり 全員 の集 合写 真を 撮影 して 、本 日の 分
科会を終了します。お疲れさまでした。
（記念撮影後、終了）
以上
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