
評
価

評価できる又は評価できない理由を
具体的に記入してください

・区が所有する土地・建物があれば情報提供して、有
効活用の方法を検討していくことが望まれる。

・区の所有する土地・建物については、住民説明会等を通じて情報提供を行い、地域の特
性やニーズ等に対応した活用の方法を検討します。本格活用にあたっては、現下の施設需
要への対応に加え、定期借地権方式など多様な手法を視野に入れた検討を行います。

・具体的な空き家対策として、例えばアイデアあふれ
る若者、芸術家、技術者を呼び込むために、安い家賃
でシェアできる（仮称）麻布創造の家を設立し、NPO法
人が主体的に管理するなどが考えられる。麻布地区に
芸術や技術のイノベーションを生み出すための施設づ
くりを提案したい。

・空き家の有効活用等については、具体的な対応方法を反映することが困難です。
・区では、麻布地区ではありませんが浜松町に整備する文化芸術ホールや区民センター等
を活用し、区民やアーティストが創造・発表の場として利用できるホールや練習場等を提
供し、活動の拠点として利用の促進を図っていきます。

・空き地・空き家については、有効活用を検討・実施
していくために、区として（仮称）空き地・空き家調
査事業を実施し、情報提供していくことが望まれる。
・空き家については、防犯面や衛生面の課題もあるの
で、何か整理が必要である。例えば、パトロールを増
やす、空き家の管理を専門家にアウトソーシングする
など。徳島県が高速情報通信網を整備し、過疎町村の
古民家を活用することで、IT企業のサテライトオフィ
ス誘致に成功している例もある。

・民有地のあき地・空き家の調査事業は実施いたしませんが、空き家対策については、苦
情や問合せに対し、現地の状況を調査し、所有者に適正な管理を求める対応を強化しま
す。
・あき地・空き家の対策は、防災・防犯面上重要であり、青色パトロールの巡回を強化し
ます。

高齢者と子どもが交流できる場所として空き家を活用
してほしい。

・高齢者と子どもの交流の場としての空き家の活用については、具体的な対応策を反映す
ることは困難です。
・区では、児童の社会性を養うとともに、高齢者の社会参加を促し、児童の健やかな成長
と高齢者の生きがいづくりのため、各いきいきプラザや福祉施設において、施設の特性に
応じて、児童と高齢者の交流の場を提供します。

・再開発については、区民からの意見収集、合意形成
のルール化、制度化が必要ではないか。
・人口の空洞化を防ぐ対策として、地域の行事には参
加するということで、空きマンション等を貸している
地域もあるようだ。高度利用や再開発というハード面
での整備ではなく、ソフト面を醸成していくことが必
要ではないか。

・再開発事業の計画にあたっては、地権者の自らの発意と活動により進められ、地権者が
保有する資産・権利を礎として個別の再建計画や将来設計が検討され、関係機関との調整
を重ねながら、地区内地権者の大方の合意形成が図られた上で再開発計画が取りまとめら
れていきます。この再開発計画を踏まえ、都市計画案として都市計画法に基づく説明会、
環境影響評価や建築に関わる条例に基づく説明会が周辺地区の方を対象に開催され、意見
収集の仕組みが採られています。また、地域における課題や様々な意向は総合支所を通じ
て状況を把握するとともに、再開発を計画する準備組合等へ伝えていきます。
・再開発事業においては、周辺地区及び事業地区内での新旧住民間の良好なコミュニティ
形成を図るため、防災訓練や文化的活動などを通じた地域コミュニティ活動への参加を促
進するよう再開発組合へ依頼します。

・再開発の影響で家賃が上がり入居できない人のため
に、借り上げ住宅のようなものを考えてほしい。ま
た、高齢者向けマンションも、その中に含めてほし
い。

・高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、平成29年度に六本木に
サービス付き高齢者向け住宅等を整備します。また、民間住宅などのストックの活用や大
規模開発の際の付置要請により、多様な住まいを確保します。

再開発に住民
の意見を反映
させるため、
区民からの意
見を収集し、
取り入れるこ
とができるよ
うな仕組みを
検討する必要
がある。

反映内容等【平成26年11月時点】具体的な事業提言
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通
番
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空き地・空き
家の適正な管
理を促すこと
が必要

空き地・空き
家は、防犯
面、衛生面の
課題に対応す
るため、所有
者又は管理者
に適正な管理
を求めていく
必要がある。

1
区有地の有効
活用が必要

区が所有する
土地・建物に
ついては、地
域のニーズに
対応し、有効
に活用してい
くことが必要
である。

3

再開発に区民
意見を反映さ
せる仕組みが
必要

麻布地区版計画書への区民参画組織提言の反映状況の評価について 

【評価及び評価内容を記載するにあたって】 
 
 ◆ 「 反映内容等 」は、昨年度計画書を作成する際、記載した内容です（平成26年11月時点）。 
 

 ◆ 評価を受けて「反映内容等」を修正等するのではなく、平成28年度、平成29年度に向けて、 
   どのように改善していけばよいかを区が検討する際の参考とするものです。 
 
 ◆ 記載方法は、各項目の右側、太枠部分に、下記「○・△・×」の区分で評価を記入してください。 
   また、具体的な評価理由がある場合は記載してください。 
 
   ○ ・・ 反映内容について評価できる 
   △ ・・ 反映内容の一部について評価できる 
   × ・・ 反映内容について評価できない    

資料 ２ 

【 評価表の提出期限 】 

  

平成27年５月22日（金） 

 
 
【 評価の流れ （案）】 
 
 
 ①各分科会メンバーによる個別評価 （平成27年５月22日〆切） 
  
 ②事務局で①の集約を行う（平成27年６月） 
 
 ③2回目の分科会でグループ討議（3班程度） 
 
○ 集約した個別評価をもとに、評価内容の検討 
 
 ④3回目の分科会でグループ討議 ⇒ 全体討議 （まとめ）  
 
 

【 評価及び評価内容を記載するにあたって 】 
【 評価の流れ （案）】 
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通
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・麻布のまちを堪能できる安全で快適な交通網を整備
することを目標としてほしい。
・「ちぃばす」については、様々なニーズ・意見・要
望が出ている。実現するためには区民から意見を取り
上げていく必要があると思う。｢ちぃばす｣利用者であ
る一般の区民を含め、ルートや運行形態等について、
改善策を検討する必要がある。
・利用者がより利用しやすいルートを検討するために
は、一般利用者を含めた話し合いを進めていったほう
がいいのではないか。
・競合路線との調整、需要予測、道路幅員、交通上の
安全等の課題をクリアするとともに、区民の意見を取
り入れて、「ちぃばす」の新ルートの創設や既存ルー
トの改善が必要。また、区民参画による(仮称）ちぃば
すルート策定委員会の設置が必要である。

・ちぃばすのルート選定等にあたっては、区民等の移動実態調査やアンケート調査結果を
参考とし、「道路運送法施行規則」に基づき、交通管理者、道路管理者、国土交通省運輸
局、バス事業者、区民代表などをメンバーとした「港区地域公共交通会議」を開催し、他
路線との競合回避、採算性とサービスのバランスなどを考慮し実施します。
・特にルート等改善にあたっては、区民要望、運行時間定時性の確保、収支のバランスを
考慮し実現可能なものから改善を図ります。

 

・麻布地区外との連携として、六本木駅と品川駅間と
の間を往復するシャトルバス等の新設を望む。

・六本木駅と品川駅間との間を往復するシャトルバス等の新設について計画への反映は困
難です。

・公共施設等への公共交通手段を確保してほしい。
・区内の公共施設等をちぃばすのルートに組み入れることについては、概ね実施していま
す。ただし、運行にあたって、車道の幅員が狭い、運行時間の定時性確保、交通規制など
の理由によりルートに組み入れることが困難な公共施設等があります。

5

歩行者、自転
車、自動車を
分離させるこ
とが必要

道路を歩行
者、自転車、
自動車の専用
レーンに分離
させることに
より安全を確
保する方法を
試行してはど
うか。

・歩行者、自転車、自動車を分離することはできない
か。一部の横断歩道等は線引きがされているが、さら
に徹底して線引きをしたらいいと思う。
・歩行者の安全性向上のため、(仮称）歩車分離事業を
実施できる場所で試行してはどうか。都道や国道で区
が試行するというのは不可能であると思うが、例えば
広尾駅から有栖川宮記念公園周辺までの区道であれば
(仮称）歩車分離事業の試行実施が可能ではないか。
・道路上の安全確保のために、歩道、自転車道、車道
の分離を検討していく必要があるのではないか。
・六本木通り等の幅の広い歩道を歩行者通行帯、自転
車通行帯に二分して色分けし、自転車通行帯を明確に
設定したらどうか。歩行者の安全を守るために、自転
車用道路を分離させ、分かりやすく明確にする必要が
ある。
・全ての歩道には、ガードレール又はガードパイプを
設置したほうがよい。
・車道を片側一車線にしてでも、区が自転車専用道路
を整備したほうがよい。危険度が高い地点を優先的に
整備し、また道路形態にあわせて多様な取組を行う必
要がある。

・学識経験者、国、東京都、交通管理者等で構成する検討委員会を組織し、平成25年3月に
港区自転車利用環境整備方針を策定いたしました。現在は、この方針に基づき、国や東京
都、交通管理者と連携して、自転車は車道を走行することを原則とし、歩行者・自転車・
自動車を分離した自転車走行空間の整備を行います。
・道路の幅員が狭く、歩道の整備が困難な歩行者交通の多い道路においては、歩行者など
の安全を確保するために、自動車の通行を抑制し、歩行者の通行を優先した道路の整備を
行います。整備する道路については、周辺地域の交通状況を踏まえ、地域の方々や交通管
理者との協議を行い、合意形成が図られた道路について歩車共存道路として位置付け、整
備を行います。なお、段差については沿道建物への振動、坂道等においては危険となる等
の問題もあり、また、蛇行については交通量と道路状況との関係もあり、条件が整った場
所等で整備を検討します。整備が困難な場所については、現場状況に合わせた安全対策を
講じます。
・自動車と歩行者の通行空間を分離し、誰もが安全で安心して移動できる、ゆとりある歩
道の整備を進めています。道路の利用状況などを踏まえ、可能な限りガードレールやガー
ドパイプを設置します。

4

コミュニティ
バスのルート
や運行の検討
に関して、区
民意見を取り
入れる仕組み
が必要

「ちぃばす」
の新ルートの
創設、既存
ルートの改
善、運行形態
の改善につい
ては、実際の
利用客である
区民の意見を
取り入れて検
討する必要が
ある。
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通
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・自動車がスピードを出せないよう、道路に段差をつ
ける又は蛇行させる等の対応してはどうか。
・仙台坂のような細い道には、歩行者の安全確保のた
め、自動車の速度を減速させるための段差の設置が必
要。
・仙台坂のように狭い坂道には、安心して歩行できる
ようにガードレールを設置することが必要。また、自
転車専用道路があるとよい。
・運転者の目にとまる看板(標語や子どもの絵）を設置
されているとよい。
・道路標識等には、英語を入れてほしい。道路標識だ
けでなく、様々なお知らせについては、日本語と英語
を併記し、さらに絵などを入れて分かりやすくしては
どうか。

・道路の幅員が狭く、歩道の整備が困難な歩行者交通の多い道路においては、歩行者など
の安全を確保するために、自動車の通行を抑制し、歩行者の通行を優先した道路の整備を
行います。整備する道路については、周辺地域の交通状況を踏まえ、地域の方々や交通管
理者との協議を行い、合意形成が図られた道路について歩車共存道路として位置付け、整
備を行います。なお、段差については沿道建物への振動、坂道等においては危険となる等
の問題もあり、また、蛇行については交通量と道路状況との関係もあり、条件が整った場
所等で整備を検討します。整備が困難な場所については、現場状況に合わせた安全対策を
講じます。
・自動車と歩行者の通行空間を分離し、誰もが安全で安心して移動できる、ゆとりある歩
道の整備を進めています。道路の利用状況などを踏まえ、可能な限りガードレールやガー
ドパイプを設置します。
・学識経験者、国、東京都、交通管理者等で構成する検討委員会を組織し、平成25年3月に
港区自転車利用環境整備方針を策定いたしました。現在は、この方針に基づき、国や東京
都、交通管理者と連携して、自転車は車道を走行することを原則とし、歩行者・自転車・
自動車を分離した自転車走行空間の整備を行います。
・観光街区案内標識などの歩行者用案内サインは東京都の指針に基づき、多言語表記、ピ
クトグラム（絵文字）の活用など旅行者等がまち歩きの際にわかりやすいサインの設置及
び更新をしています。道路標識についても、読みやすさ、判別しやすさの観点、多言語対
応をはじめ、広域的な表示方法等の統一化により、更新や機能の充実を図ります。
・現在、設置されている案内標識類については、多言語対応をはじめ、広域的な表示方法
等の統一化により、更新や機能の充実を図っていきます。なお、交通状況によって必要な
場所については、ドライバーに注意を喚起するよう安全対策等を適宜実施します。

・自転車のマナー教室、自転車の乗り方指導、区内小
中学校での指導を要求したい。

・区内小中学校では東京都教育委員会の「安全教育プログラム」に基き、交通ルールなど
の安全指導を行うとともに、安全教室を実施し、自転車のマナー、乗り方等の指導を警察
署やＰＴＡと連携し、今後も実施します。

・自転車走行に関する危険回避のため、改正された自
転車走行ルールの周知、蛍光板や反射板の配布が必要
である。
・道路拡張は物理的に難しいが、個人の知識・常識・
意識で対応できる課題もある。行政の仕事はコミュニ
ティづくり、情報発信による啓発ではないか。

・自転車走行に関する道路交通法改正が、順次施行されてきておりますが、そのルールの
周知のため、区は「港区交通安全計画」に基づき、警視庁と連携してパンフレットやチラ
シを作成・配布し、継続してルールの徹底の周知、及び各種の安全講習を実施、推進して
いきます。
・区では自転車ドライバーを対象に「安全利用五則」を記した、「自転車運転ルールブッ
ク」を配布し、自転車安全対策グッズとして反射材を添付し、今後も啓発を図っていきま
す。
・歩行者、自転車、自動車のそれぞれを分離した自転車利用環境の整備については、車道
の自転車の安全及び歩道の歩行者の安全の双方を確保するハード整備（自転車専用通行帯
や自転車ナビマーク等）を進めます。同時に自転車利用者の安全運転に対する意識を高め
るため、これまで地域の年少者や高齢者を中心に安全教室や講習を実施してきましたが、
地域の理解や協力も得ながら、区内事業者・学生への幅広い周知・啓発にも取り組みま
す。

・六本木駅から100～500ｍ圏内に適正価格の駐車場を
設置し、強制的に駐車させる。

・四輪車駐車場は、都条例で一定規模以上の建築物に附置が義務付けられています。ま
た、民間のパーキングを含めた駐車場有効利用を促進するため、東京都道路整備保全公社
の支援制度の活用とともに駐車スペースの削減、環境負荷への低減にも繋がるカーシェア
リングを推奨していきます。

・路上に規制事項（搬入、駐停車など）と時間を色違
いの囲みで表示するなど、駐停車のルールづくりを行
う。

・道路整備を実施する際には、自動車や歩行者の交通状況を踏まえ、地元や交通管理者と
の協議を重ねながら進めています。その協議の中で、地元から要望などに応じ、交通管理
者と連携し、交通規制の見直しや自動車通行のルールなど検討し、道路整備に反映してい
きます。

・六本木近辺の駐車違反に対し、高額の違反切符を発
行するなど、警察と協働プロジェクトで取締りを徹底
する。
・区民に対しては、周辺駐車場の格安駐車券を発行す
るなど、海外の事例を参考にした駐停車のルールづく
りが必要である。
・夜間の住宅街を車が通らないよう通行制限を設けら
れないか（例えば、住宅街においては午前2時以降の車
両通行を禁止するなど）。

・駐車違反を取り締まる権限は警察（交通管理者）の権限ですが、区は道路管理者とし
て、違法駐車対策工事を行うなど警察署と協力していきます。
・駐車場料金の特典については、麻布十番公共駐車場のように商店街とタイアップして商
品購入者への駐車料金割引チケットを発行するなど地域の活性化に繋がる方法が好ましい
と考えています。
・警察署に確認しましたが、現行では、特定の道路の時間帯での通行規制(スクールゾーン
や商店街)を設定しています。

道路の安全性については、各道路を管轄している区、
都、国など関係機関と協議していく必要がある。特に
都道・国道については、住民意見を区からの要望とし
て意見をしていくことも必要になる。

・区は、地域の身近な意見・要望により、安全対策が必要な道路については、国道や都道
であっても所轄警察とも連携して協議や申し入れなどの対応を今後も行います。

7

危険な駐停車
や通り抜けを
無くすための
ルールづくり
が必要

道路上の安全
性を向上させ
るため、地元
住民にとって
迷惑となって
いる危険な駐
停車や通り抜
けを無くすた
めのルールづ
くり等を検討
する必要があ
る。

6

安全な歩行・
通行空間を確
保することが
必要

歩行者が安全
に通行できる
ような整備が
必要。また、
自動車のドラ
イバーに注意
を促すような
対策が必要で
ある。



評
価

評価できる又は評価できない理由を
具体的に記入してください

反映内容等【平成26年11月時点】具体的な事業提言

分 科 会　各 委 員 の 記 入 欄
施策へ
の提言

提言理由
（趣旨）

通
番

・麻布十番駅、広尾駅、六本木駅周辺に駐輪場の設置
が必要である。料金が100～200円なら利用したいと思
う。

・放置自転車問題が深刻な駅周辺では、暫定駐車場や本格駐車場の整備を随時進めていま
す。提言に挙げられている３駅について、広尾駅、麻布十番駅は平成27年度、六本木駅は
平成29年度に本格的駐車場の整備を計画しています。

・撤去した放置自転車を、区民等でシェアする等の活
用をしてはどうか。まち巡りができるようになり、地
域の活性化にもつながるものではないか。

・区は放置自転車対策の一環として撤去後に引き取り手のない自転車について、区民への
リサイクル販売や海外発展途上国への供与などを行っており、今後も有効活用していきま
す。

・従業員、来街者及び事業所の周辺地域における住民の安全確保のため、事業者・防災住
民組織等との共助体制を構築することにより、防災対策を充実させていきます。

・防災に関する事項を審議する港区防災会議では、自主防災組織を代表される委員にご参
加いただいています。これと別に、区民の皆様から寄せられる意見・要望は、これまでも
外国人等様々な立場の方の背景等を踏まえ個別に対応しておりますが、今後とも皆様の意
見が区の取組みに反映されるよう適正に実施します。
・地域防災協議会を通して、総合支所が地域の課題を検討する場を設置しています。
・区では、総合支所が5地区7箇所で「総合防災訓練」を実施しており、外国人の方も参加
しやすいように英語の通訳者を配置する等の工夫をしています。また、広報も英語版のポ
スター、区ホームページ、みなとマンスリーを通して広く周知しており、総合防災訓練の
ほか、各地域防災協議会が行う訓練には、多くの地元事業者の皆様にご参加いただいてい
ます。
・今後とも地域の防災力向上のため、企業や外国人を含めた様々な方の防災訓練への積極
的な参加を呼びかけるとともに、主体となる総合支所とも協力して訓練に参加しやすい工
夫を検討します。

・防災訓練の実施方法については、毎年見直しを行っていますが、地域住民をはじめ、企
業の参画を促進できるよう、取組内容の充実を図っていきます。
・地域事業「麻布国際ふれあい事業」を活用し、防災訓練への外国人の参加を促す取組を
行います。

10

防災情報の内
容充実及び情
報提供の充実
が必要

防災情報の内
容を充実さ
せ、様々な手
段を用いて多
くの人に防災
情報を届ける
ことが必要で
ある。

・港区公式ツイッター（災害・緊急対策関連情報）の
情報カバレッジ（情報の範囲）を広げて更新頻度を上
げてはどうか。また、ケーブルテレビ、フェイスブッ
ク等の活用により、様々なチャンネルでの発信型の情
報提供が必要ではないか。
・防災情報に様々な地域情報を盛り込むなど、閲覧者
を増やす取組を進めてはどうか。その際には、紙面を
より魅力的に構成する等の工夫をしていく必要があ
る。
・マンホールトイレ設置場所、設置予定場所にサイン
を常時出してほしい。
・麻布地区全体に緊急の情報等が行き渡るような掲示
板の整備をしてほしい。また、緊急時のアナウンスを
分かりやすくしてほしい。
・災害時の通信を確保するために、企業とのタイアッ
プによる Wi-Fi のフリースポットの整備を検討できな
いか。 Wi-Fiの推進にあたっては、IT犯罪の拠点化も
懸念されるので管理の委託や利用方法（ツイッターに
よる港区の地域イべント情報を発信し、その情報の
フォローと引き換えに無料で利用可能にする等）の検
討が必要である。

・区では、災害時における区民の皆様への情報伝達手段としてtwitter、Facebook及び区
ホームページを活用しています。また、ケーブルテレビを用いた情報伝達についても運営
事業者（株式会社ジェイコム港新宿）の協力のもと、今後も実施します。
・より多くの方に防災に関する情報を発信するために必要な情報範囲や更新頻度を高める
取組を進め、発信する情報の内容を充実させていきます。
・広報みなとや区ホームページにおける防災情報の発信にあたっては、地域情報の活用等
魅力的な構成を幅広く検討し、閲覧者を増やす取組を推進します。
・区では災害時のトイレ対策として公園や避難所となる学校等にマンホールトイレを整備
しています。整備の際に、わかりやすい標示を併せて設置するよう検討します。
・災害時の情報伝達手段として、ご提案の掲示板を含め幅広く検討します。
・区では、災害時の通信確保を目的として、各通信事業者の協力を求めながらWi-Fi環境の
整備を進めています。今後も、各通信事業者に働きかけ、ご提言いただいた内容も含めよ
り円滑な運用を検討します。

9

区民意見を取
り入れた防災
対策を行うこ
とが必要

地域や企業と
の連携が取れ
るように、外
国人を含めた
区民意見を取
り入れた防災
対策が必要で
ある。

・防災についても多くの意見・要望があるので、区民
参加型の検討委員会等を設置し、防災対策を充実させ
ていくことが望まれる。
・マンション同士、ビル同士の連携・協力をさらに強
化する、踊り場のパブリックスペース化を検討するな
どの対策が必要である。
・地域の防災力向上のため、防災訓練への積極的な参
加を呼びかける必要がある。特に企業や外国人に参加
してもらいたい。

8
放置自転車を
無くす取組が
必要

放置自転車を
無くすため
に、地下鉄駅
周辺における
駐輪場の整備
や撤去した放
置自転車の有
効活用を検討
する必要があ
る。



評
価

評価できる又は評価できない理由を
具体的に記入してください

反映内容等【平成26年11月時点】具体的な事業提言

分 科 会　各 委 員 の 記 入 欄
施策へ
の提言

提言理由
（趣旨）

通
番

・港区地域防災計画（平成24年修正）では、災害時の同行避難動物（ペット）の避難場所
の確保や、区民避難所での飼養について記載しています。今後、区民避難所の開設・運営
訓練等を実施していく中で、ペットへの対応も検討していきます。

・区民や事業所等を対象とする講習会の開催や、災害時の行動に役立つパンフレットの配
布などにより、防災意識の普及・啓発に努めます。また、ペット同行避難に必要な物品に
ついて飼い主に、セミナー等を通じ周知します。

・飼い主が日頃から準備しておくものなどを周知して
はどうか。

・災害時における飼い主の準備については広報みなとへの記事の掲載や環境省のパンフ
レット等により今後も周知します。また、犬のしつけセミナー等においても啓発を行いま
す。

・ペットへのマイクロチップ装着を促進させてはどう
か（助成金など）。

・マイクロチップの装着については広報みなとへの記事の掲載や動物ＩＤ普及推進会議の
パンフレット等で周知に努めています。また、助成金については慎重な検討が必要と考え
ます。

・既存のパトロール活動を強化していくことが望まし
い。

・青色パトロールを委託により実施しています。通常の巡回のほか必要に応じて、巡回を
強化するなどの対応を行います。

・小型街路灯の水銀灯から蛍光管への省エネ対策は平成20年度に完了させております。そ
の後、大型街路灯についても省エネ対策を進めてきましたが、LED照明の導入が可能となっ
たため、まだ省エネ対策が終わっていない水銀灯照明については、ＬＥＤ照明に順次取り
替えていきます。

・暗い場所に関しては、照度の確認等を行った上で、随時対応していきます。

・まちの危険に関する情報をスマートフオン等で撮影
した画像に位置情報を付加し、情報を収集・公開する
システムを試験運用している自治体もあるので、この
ようなシステムを港区でも検討・試行してはどうか。

・提言に示された防犯対策ツールについて関係自治体の運用状況等も参考にして、効果
性、有用性等を見極めながら来年度以降の生活安全行動計画における事業に「地域安全
マップづくり」講習会を実施することにより防犯力の向上に努めます。

・新規開発に対する緑化ルールづくりが必要。既存の
ルールはあるが更に実効性のある制度に見直す検討も
必要。
・様々な緑化の取組がなされているが、建物からの熱
放射を抑えるために建築工法を変えていく等の対応が
必要になるのではないか。

・区では、港区みどりを守る条例において緑化基準を定め、敷地面積250㎡以上の建築計画
に対して、緑化を義務付ける港区独自の緑化計画書制度を運用しています。この制度は、
新規開発においても緑化面積を確保する効果をあげていますが、都市環境の改善に役立つ
質の高い緑地を拡大するため、計画的に緑化計画書制度の充実を図ります。
・地区計画や総合設計制度など、都市計画諸制度を用いた建築計画や開発行為では、緑地
の確保が、都市計画決定や、開発許可の条件として定められています。このため、大規模
マンション開発などにおける、緑地の配置や周辺の緑との連続性の確保について、緑化指
導の中で建築主に、より効果的な緑地の確保を誘導します。

・大規模マンション開発の個別の緑を連結。都市計
画、デザインの強制によって緑地を確保することはで
きないか。

・現在の都市計画諸制度の中では、緑地を確保するために建物のデザインや配置を強制す
ることはできません。

・ペット同行避難訓練を実施する必要がある。

・暗い場所には、街灯を計画的に設置する必要があ
る。LED照明を導入すればランニングコストを抑えるこ
とができるのではないか。
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12
体感治安を向
上させる対策
が必要

体感治安を向
上させるた
め、地域の防
犯力の向上、
防犯に配慮し
た環境の整
備、地域の取
組を支援する
体制づくりが
必要である。

再開発におけ
る緑化に関す
るルールづく
りが必要

ヒートアイラ
ンド現象の抑
制や緑地の確
保など、再開
発の際の緑化
に関するルー
ルづくり等を
検討する必要
がある。

11

災害時のペッ
ト対策につい
て見当・周知
することが必
要

災害時のペッ
ト対策につい
て、訓練の実
施、情報の周
知、意識啓発
をする必要で
ある。



評
価

評価できる又は評価できない理由を
具体的に記入してください

反映内容等【平成26年11月時点】具体的な事業提言

分 科 会　各 委 員 の 記 入 欄
施策へ
の提言

提言理由
（趣旨）

通
番

・「環境」については、区の計画・指針があるので、
それがどのように実施されているのか周知する必要が
ある。
・（仮称）緑の条例を策定し、緑化を義務化する必要
がある。

・区は、緑に関する基本計画である「港区緑と水の総合計画」に基づき区民協働で様々な
緑化施策に取り組んでいます。この総合計画の進捗状況を、広報みなとや区ホームページ
などで公表しておりますが、緑に関する施策とその実施状況の効果的な周知を今後も行い
ます。
・区では、昭和49年に港区みどりを守る条例を制定し、緑化基準を定めて緑の確保を義務
付けています。緑化の基準は、昭和54年以降5回改正し、現在では、敷地面積250㎡以上の
建築計画に対して、緑化指導を行い、緑の量の拡大と質の向上を進めています。

・ヒートアイランド現象の解消のために壁面緑化を義
務付ける。
・屋上緑化を義務化する。

・区では、港区みどりを守る条例に基づき緑化基準を定め、敷地面積250㎡以上の建築計画
に対して緑化を義務付け、地上部の緑地の確保と屋上や壁面への緑化を誘導する緑化指導
を行っています。また、一定の要件のもとに、新たにつくる壁面緑化への助成制度を設け
壁面緑化への誘引策を設けています。
・敷地や建物等の形状により、壁面緑化の設置が困難な建物もあり義務付ける考えはあり
ません。
・区では、港区みどりを守る条例に基づき、地上部の緑地の確保と屋上・壁面への緑化指
導を行い、都市環境の改善に効果のある緑地の創出を進めています。また、一定の要件の
もとに、新たにつくる屋上緑化への助成制度も行っています。これらのことから、屋上緑
化を義務付ける計画はありません。

・芝生による緑化は、樹木による緑化に比べ気温の低下や二酸化炭素の吸収などの環境改
善効果が少ないため、芝生化への誘引策はありません。

・都市環境の改善に役立つ質の高い緑地を拡大するため、より効果的な緑化計画書制度の
充実を図ります。

・ビル前スペースの緑化・芝生化への補助が必要。都
心でありながら緑が多い状況を計画的に造り出す。緑
化はヒートアイランド解消にも繋がる。

・区では、港区みどりを守る条例に基づき接道部に緑地を確保することを義務付けていま
す。また、一定の要件の元に、敷地の道路から見えやすい場所に樹木を植える際には、生
け垣造成の助成制度により、緑化に対する助成が受けられます。今後は、ビルの前など道
路沿いの質の高い緑化に対する補助制度の充実を図るとともに、ヒートアイランド現象の
緩和に役立つ緑地環境を創出します。

・パブリックスペース、空きスペース、住宅街等への
植樹を行う。また、なるべく公園をつくるようにす
る。

・共有の空間や空きスペース、住宅街等、既存の建物敷地に植樹を行うためには、土地の
所有者や管理者の方の理解と協力が必要です。区では、屋上・壁面の緑化や生け垣をつく
る際の助成制度を設け、区民・事業者の緑化活動を支援します。

・公園の芝生化を進めてはどうか。

・公園の整備に際しては、実際に公園を利用する地域の方々に、計画段階から参画いただ
き、公園の整備計画を策定しており、子どもから高齢者まで、幅広い年代層が楽しめる公
園作りを行っています。その中で、多様な遊びや災害時の避難スペースとしても利用でき
る多目的な広場を設ける際には、立地条件や地域の要望に応じ、芝生の他に踏圧に強い草
が混じった草っ原の広場を、順次、計画します。

・新築マンションには緑を多く入れてもらう規則をつ
くるといいのではないか。
・ヒートアイランドはコンクリートからの熱放射が原
因の一つであるため、ある容積を超える建物はヒート
アイランド負荷に対応して壁面緑化を義務付けてはど
うか。また、水場、ビオトープ、池の設置義務化も検
討してはどうか。

・区では、港区みどりを守る条例に基づき、敷地面積250㎡以上の建築計画に対して、自然
と共生できる質の高い緑地の確保を指導しています。また、緑化計画書制度では、公平性
の観点から建物種類に関わらず、敷地面積と延べ床面積に応じて緑地の確保量を定めてい
ます。今後も都市環境の改善に効果の有る様々な緑化を建築主の理解と協力により進めま
す。
・区では、港区みどりを守る条例に基づき、敷地面積250㎡以上の建築計画に対して、ヒー
トアイランド現象の緩和に効果のある地上部や屋上の緑化、壁面緑化の指導を引き続き行
います。
・壁面緑化については、ヒートアイランド現象の緩和や景観上の効果が見込まれるものに
ついては、今後も積極的に指導・誘導します。また、水場、ビオトープ、池などについて
は、緑化面積に算入できる規定とし、建築主や開発事業者を指導・誘導します。

・麻布らしい建物、統一的な看板など、特徴的なまち
づくりをしてはどうか。また、麻布地区独自のピクト
グラム（絵文字・象形文字）を地区内のデザイナー等
に依頼して作成し、景観形成に活用してはどうか。

・麻布地区として特色のある景観や国際都市である港区として外国人にも分かりやすい案
内表示を行うことは必要です。しかし、JIS規格で定められているピクトグラムについて
は、独自のものを作成することは困難です。

・芝生による緑化に対するインセンティブの付与、新
規開発に対する緑化のルールづくりが必要である。

14
緑化や良好な
景観形成の推
進が必要

緑化に関する
ルールづくり
や義務づけが
必要である。
また、麻布地
区らしい良好
な景観形成を
推進するため
の検討も必要
である。



評
価

評価できる又は評価できない理由を
具体的に記入してください

反映内容等【平成26年11月時点】具体的な事業提言

分 科 会　各 委 員 の 記 入 欄
施策へ
の提言

提言理由
（趣旨）

通
番

・公園をもう少し使いやすくする。例えば、休日には
親子で一緒に遊べる場所をつくる。檜町公園にあるよ
うなバスケットゴールなどを設置してはどうか。

・公園の整備に際しては、実際に公園を利用する地域の方々に、計画段階から参画いただ
き、公園の整備計画を策定しており、子どもから高齢者まで、幅広い年代層が楽しめる公
園作りを行っています。広場においては、他の利用者に迷惑をかけないことを前提として
ボール遊びが出来ることはもちろん、立地条件に応じ、バスケットゴールの設置も行いま
す。

・公園内の芝生の張り替え、トイレの改装などを検討
していくことが望まれる。
・災害等の非常時に備えた日常からの交流、コミュニ
ティ活動の活性化のために公園が有効利用されること
が望ましい。

・日常の清掃業務、定期的な巡回による遊具、トイレ等の不具合箇所のメンテナンスを実
施していますが、今後も引き続き巡回を強化し、維持管理水準の向上を図ります。
・災害発生時の対応に備え、コミュニティ活動の活性化は重要と考えています。防災課で
は、防災アプリの配信により公園にある防災設備の紹介などを行っています。今後も地域
事業等により公園をコミュニティ形成の場として有効に活用します。

・公園内で一休みしたいがカフェが無い。有栖川宮記
念公園カフェプロジェクトをつくる等、公園を活用し
たソフトづくりを検討してはどうか。
・有栖川宮記念公園を麻布地区のランドマークとし
て、周辺施設との連携、イベントでの活用などを検討
する。

・麻布地区総合支所が実施する地域事業「麻布で“地域のちから”活性化事業」「みんな
でエコっとプロジェクト」にて有栖川宮記念公園を活用したイベントを実施します。

・公園以外でも区民がくつろげる場として、商店街や
パブリックスペースに休憩しながら買い物や散策がで
きるように、ベンチが設置されているといいのではな
いか。商店街やパブリックスペースにベンチを設置す
るのは実現性が高いのではないか。
・商店街や区道にベンチがあると、休憩や憩いの場と
なるのではないか。

・道路及びパブリックスペースへのベンチの設置については、歩道の広さや道路線形など
に問題がありベンチの設置は困難です。

・犬のフン対策として、看板表記の統一、スイスのよ
うな汚物袋や汚物ポストを設置する。また、特色のあ
るデザイン性の高いサインを考案する（多言語のも
の）。単純な罰金導入では区民の協働意識は醸成でき
ないが、一方で、ルールが守られていない現状がある
ので、まずは罰金制を導入してはどうか。

・犬のフン対策には地道な啓発が必要との考えから、広報みなとへの記事の掲載やドッグ
パスポートの発行、エチケット袋の作成などを行っています。なお、啓発の方法について
は今後も工夫します。
・罰金の導入については慎重な検討が必要と考えます。

・ドッグランをまずは既存の公園に試験的に設置し、
３年ぐらい利用状況を確認する等してほしい。

・平成23年3月「区立公園等におけるドッグラン設置の基本的考え方」をまとめ、今後の
ドッグラン設置については、区民要望のもとに、区のドッグランの設置条件（ドッグラン
の標準面積を確保できること・公園利用者の理解が得られること・近隣住民の理解が得ら
れること）を踏まえて、検討します。

・既存の公園を使い易く、親子一緒に遊べる水辺など
のスペースづくりが必要。また、バスケットコートが
設置されてもよい。

・既存の公園に設置する場合は、設置スペースの確保及び近隣住民の同意が必要であり、
器具設置後に撤去した事例もあります。公園の大規模改修時に設置を検討することが望ま
しいと考えています。
・子どもがのびのびと、思い切り遊べるように禁止事項を少なくし、「自分の責任で自由
に遊ぶ」ことを大切にして、子どもが遊び場にある道具や廃材、自然素材を使って、自分
のしたいことに挑戦し、実現していく。遊びを通じて豊かに育つことを支えるプレーパー
クを引き続き実施します。

・公園での喫煙については、「みなとタバコルール」
の徹底化と必要に応じた罰則規定の制定が望まれる。

・平成26年3月に「港区を清潔できれいにする条例」を改正した「港区環境美化の推進及び
喫煙による迷惑の防止に関する条例」（平成26年7月1日施行）で、指定喫煙場所を除く公
園は禁煙と明確に定めました。
・区は、たばこを吸う人、吸わない人がお互いに配慮した取組みを進め、条例で罰則を設
けることは考えておりませんが、みなとタバコルールが守られていない場合は、職員や区
が委託している巡回啓発員が指導・啓発を行ない、みなとタバコルールの一層の推進と徹
底を図ります。

・公園は禁煙というルール策定が望まれる。また、罰
金等の条例を作る必要がある。

・条例で規定した「みなとタバコルール」に基づき、公共の場所での喫煙による迷惑の防
止の取組を推進するとともに、喫煙者のマナーやモラルが定着するよう周知・啓発を行な
い、ルールの徹底を図ります。

・クールミストについては、設置主体、設置場所、導入・運転に係る費用負担、導入後の
維持管理の問題など、課題が多いことから、その導入の推進を計画に反映することは考え
ていません。
なお、区は、エコ対策として、省エネルギー機器類等の設置費の助成や緑のカーテンの推
進、省エネセミナーの開催など、様々な取組を行っています。取組内容が区民の方に、よ
り普及するよう、周知の方法などを工夫します。

・麻布地区総合支所では、エコ対策の地域事業「みんなでエコっとプロジェクト」を実施
し、エコ対策を機器設置ではなくソフト面から実施いたします。

新橋や丸の内のような、屋外の霧吹き（クールミスト
シャワー）は暑い季節には効果があると思われる。六
本木にもあった方が良い。

17
エコ対策の推
進が必要

他自治体等で
実施され、効
果的と思われ
る対応を積極
的に取り入
れ、エコ対策
を推進する必
要がある。

15

公園等の有効
活用、維持管
理水準の改
善、簡易な改
修が必要

16
公園の利用に
関して抜本的
な対策が必要

公園利用に関
するルールの
策定や罰則規
定の導入、
ニーズに対応
した施設整備
等を検討する
必要がある。

公園等が区民
の憩いの場と
なるよう、施
設の維持管理
水準の改善や
簡易な改修、
ソフトづくり
を検討する必
要がある。ま
た、公園以外
でも区民の憩
いの場となる
設備等の設置
も望まれる。



評
価

評価できる又は評価できない理由を
具体的に記入してください

反映内容等【平成26年11月時点】具体的な事業提言

分 科 会　各 委 員 の 記 入 欄
施策へ
の提言

提言理由
（趣旨）

通
番

・ごみ集積所に英語・中国語・韓国語の表示がほし
い。細かく書いても、字が小さいので、｢何時までに出
せ」とか「収集された後は出すな」、「曜日別分別｣
等々、分かりやすく記載することが望ましい。

・集積所には、日本語と英語で表示した集積所看板（だすとステーション）を設置してい
ますが、近年では不法投棄を防止するため、集積所を利用する皆さんの意向に基づき、あ
えて看板をはずしている集積所もあります。
・区が全戸配布している「資源とごみの分別ガイドブック」は、日本語版のほかに、英語
版、中国語版、韓国語版も作成しており、外国人の方には転入手続きの際に必ずお渡しす
るとともに、ご本人や集合住宅の管理会社からの要望があれば随時お届けしています。外
国人の方が関係する集積所のトラブルについては、集積所を利用する皆さんやその地域の
町会長等と話し合い、外国語の看板を設置したり、改めて個別にガイドブックをお渡して
説明するなど状況に合わせて対応し、解決に努めています。今後につきましても、集積所
に一律に英語・中国語・韓国語の表示の看板を設置することではなく、個々の状況に合わ
せ、きめ細かく対応します。

・ごみ出しのルールについては、集積所に設置した看板や全戸配布の「資源とごみの分別
ガイドブック」等によりご案内しています。集積所に出されたごみが分別されていなかっ
たり、収集日と異なる日に出されていた場合は、みなとリサイクル清掃事務所の職員が内
容物を調査して排出者を特定し、訪問して直接指導を行っています。罰則の制定について
は、現在のところ考えておりません。なお、集積所以外にごみを投棄された場合は、廃棄
物処理法により罰せられることとなります。

・区は、たばこを吸う人、吸わない人がお互いに配慮した取組を進め、条例で罰則を設け
ることは考えておりませんが、路上喫煙等みなとタバコルールが守られていない場合は、
職員や区が委託している巡回啓発員が指導・啓発を行ない、みなとタバコルールの一層の
推進と徹底を図ります。

・「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」では、犬のふんは持ち
帰るよう努めることと定めていますが、罰則規定はありません。
・罰則を設け適用する場合、現場を把握する必要がありますが、常に見張っていることは
困難であり、費用対効果の面からも効率的ではありません。ふんの持ち帰りは飼い主のマ
ナーに起因するところが大きいため、区では犬の登録時にリーフレットを配布しているほ
か、広報みなとに適正飼養の記事を掲載したり、犬のしつけ方教室を開催するなど、飼い
主へマナー啓発を進めています。今後も飼い主のマナー向上を図るよう、普及啓発に努め
ます。

・「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」（平成26年7月1日施
行）ではみなとタバコルールとして、指定喫煙場所を除く公共の場所での喫煙を禁止して
います。区は、たばこを吸う人、吸わない人がお互いに配慮した取組を進めていることか
ら、条例で罰則を設けることは考えておりませんが、みなとタバコルールが守られていな
い場合は、職員や区が委託している巡回啓発員が指導・啓発を行ない、みなとタバコルー
ルの一層の推進と徹底を図ります。
・繁華街につきましても、区や地域の町会・自治会・商店会・事業者等で協働して、より
効果的な条例の周知や啓発活動を検討しながらまちの環境美化活動を推進します。

・条例で規定した「みなとタバコルール」に基づき、公共の場所での喫煙による迷惑の防
止の取組を推進するとともに、喫煙者のマナーやモラルが定着するよう周知・啓発を行な
い、ルールの徹底を図ります。

・「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」に基づき、「みなとタ
バコルール」の周知・浸透を図り、港区内で暮らす人、働く人、訪れる人など全ての人が
守るべきルールとしてたばこ対策を推進します。また、地区内の巡回指導の強化、地域の
町会・自治会、事業者などとの協働による啓発キャンペーンの継続、新たな指定喫煙場所
の整備に向けた検討を進め、タバコを吸う人も吸わない人もお互いに配慮しあうことので
きる快適な生活環境の確保に向けた取組を進めます。

19
「みなとタバ
コルール」の
推進が必要

「みなとタバ
コルール」を
周知し、推進
する必要があ
る。

18

ごみ出しの
ルールやペッ
トのフンに関
するマナーの
周知が必要

ごみ出しの
ルールやペッ
トのフンに関
するマナーを
周知するため
に、公共の場
所における周
知方法を検討
する必要があ
る。

・住民の日常生活に密接した部分(ゴミだし、ペットの
フン及び路上での喫煙）については、必要に応じた罰
則化を検討していくことが望まれる。

・千代田区では罰則がある。港区ももう少し踏み込ん
だ対策が必要。「みなとタバコルール」の徹底が望ま
れる。
・路上での喫煙については、「みなとタバコルール」
の徹底化と必要に応じた罰則規定の制定が望まれる。
・六本木という繁華街を抱えている港区で路上喫煙を
禁止するすることは、非常にハードルが高いことだと
思うが、「みなとタバコルール」はしっかり推進して
いってほしい。



評
価

評価できる又は評価できない理由を
具体的に記入してください

反映内容等【平成26年11月時点】具体的な事業提言

分 科 会　各 委 員 の 記 入 欄
施策へ
の提言

提言理由
（趣旨）

通
番

・地域事業「麻布未来写真館」「あざぶ達人倶楽部」などで、麻布の魅力を発信していく
など、麻布のまちの地元意識が醸成されるように、事業名を決定する際は「麻布」という
名称を活用します。

・地域の人々や多様な団体等との協働により交流を深め、ふれあいの「場」の環境を整備
することにより地域の人びとの連帯感を高め、麻布の「地域力」を引き出し、地域の連携
を強化します。

・民間で行われているイベントにも、｢麻布｣という冠
をつけたネーミングをしてもらうなど、｢麻布」を発信
してもらえるよう、働きかけをしていく必要がある。

・民間事業者、商店街が実施しているイベントに、支所が積極的に関わりを持つ中で、
「麻布」というネーミングがついたイベントをより多く開催できるように働きかけていき
ます。

・麻布の歴史的資源や旧町名を活用し、麻布の歴史や
魅力を知ってもらうことにより麻布への愛着やふるさ
と意識を醸成する。

・地域事業の「麻布未来写真館」、「あざぶ達人倶楽部」や地域情報紙「ザ・AZABU」など
の事業を通じて、麻布地区の歴史や魅力を知ってもらう取組を実施します。

・小学校や中学校等を対象とし、旧町名の由来等を含
めた、麻布のまちの歴史を学ぶ機会を創出する。

・すでに社会科副読本『わたしたちの港区』『わたしたちの郷土 港区』を作成し、身近な
まちの歴史を学ぶ機会を創出しています。旧町名の由来については、副読本の改訂時に掲
載を検討します。

・麻布地区内の歴史・文化的資源をホームページや広
報誌等を活用し、これまで以上に麻布地区の魅力を伝
えていく必要がある。また、「ちぃばす」の停留所
に、まちの歴史・文化的資源や旧町名等についての情
報が入ったマップを設置する等の検討も行う。

・麻布地区内の歴史・文化資源について、地域事業の「麻布未来写真館」、「あざぶ達人
倶楽部」や地域情報紙「ザ・AZABU」などと連携し、総合支所ホームページ等により、麻布
地区の魅力を伝えていきます。
・ちぃばす停留所への情報マップの設置等については、QRコードの掲示等多様な発信方法
の検討を進めていきます。

・(仮称）麻布歴史読本を作成して、管内小中学校に配
布したり、地元の人が講師をしたりする展開を検討す
る。

・社会科副読本「わたしたちの港区」「わたしたちの郷土　港区」の中で、区内の歴史に
ついても扱っています。魅力ある学校づくりの一環として、地域の人をゲストティー
チャーとして招き、日本の伝統文化について指導していただいたり昔の体験を語っていた
だいたりしている学校もあります。今後も実施する学校を増やす等の取組を進めます。

・港区ホームページでの観光情報の充実や麻布地区で
の既存地域事業（麻布未来写真館等）での成果を活用
し、民間施設等も活用して周知を図る必要がある。
・麻布の歴史を周知するために地域事業（「麻布未来
写真館」・「あざぶ達人倶楽部」等）や地域情報紙等
と連携し、また、シルバー人材センターに声をかけ、
情報収集をする。
・インターネットを通じて、企業イメージの向上など
何らかの利益になるプログラムを用意してスポンサー
を募り、お金をかけて麻布に関する情報や古い写真を
収集する。
・ボランティア募集等で麻布の歴史に関する情報・古
い写真を収集するためのプロジェクトチームをつく
り、そこを主体として活動する。

・麻布未来写真館事業では、パネル展示を区役所、麻布地区総合支所のみならず、東洋英
和女学院、フジフイルムスクエア、ありすの杜にてパネル展を実施し、事業の周知を図っ
ています。さらに展示できる施設の拡大を図ります。
・麻布の歴史を周知するため、地域事業の「麻布未来写真館」、「あざぶ達人倶楽部」や
地域情報紙「ザ・AZABU」などと連携し、地域の情報を収集し、また、麻布地域の情報を発
信します。
・麻布未来写真館では、地域の学校、寺社、区民の方などより古い写真の提供を受け、事
業を実施しています。今後はさらに写真の提供の呼びかけを強化します。

・産業振興課ホームページ「ＭＩＮＡＴＯあらかると」にて区の観光情報や伝統工芸士を
紹介していますが、今後も内容の充実を進めます。

・総合支所ホームページの更新頻度を上げ、より一層、地域情報を集約していきます。ま
た、自動配信については今後の課題とし、検討を進めます。

・区の観光情報の発信策として区の歴史に係る観光情報を纏めた「歴史ガイドブック」を
作成しています。また、今年度は英語版を作成し、今後についても情報発信の拡充を図り
ます。

・地域事業「あざぶ達人倶楽部」、「麻布未来写真館」や総合支所ホームページなどを通
じて麻布地区の歴史や文化を発信します。

・麻布地区の未来を担う子ども達（区立・私立の小中
学校やインターナショナルスクールの児童・生徒等）
が、古くから麻布地区に住む人たちの話をまとめる。

・小学校の「生活科」や「総合的な学習の時間」における「まち探検」の中で実施してい
ます。また、夏休みの自由研究で取り組んでいる児童･生徒もいますが、今後も引続き実施
していきます。

・麻布地区の歴史・文化に関するマップを作成し、ま
た麻布地区の該当する地点には看板を立てる等の対応
も検討すべき。

・区内文化財を地域別に紹介する刊行物『港区文化財のしおり』を作成しています。ま
た、区の指定および登録文化財に標示板を設置するなどし、紹介をしています。今後も引
き続き取組を進めるとともに、周知策等も工夫します。
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麻布の歴史・
文化、観光に
関する情報の
拡充が必要

麻布の歴史や
文化、観光情
報等をイン
ターネット等
を活用して情
報提供してい
く必要があ
る。

・インターネットの利用、アーカイブ、ワークショッ
プ、移動展示室等の新たなアイデアを用いて、区が先
導して、分散化している情報を収集・一元化する。ま
た、収集・一元化した情報についてはデジタル化し、
インターネットで自動配信できるようにする。

・麻布の歴史・文化について冊子作成等を行い、積極
的にPRしていく必要がある。
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麻布の歴史・
文化資源等を
活用した地域
の魅力向上と
まちへの愛着
の醸成が必要

麻布の歴史・
文化資源等を
活用して、地
域住民のまち
への愛着やふ
るさと意識を
醸成するとと
もに、来街者
へも麻布の魅
力を発信して
いく必要があ
る。

20

｢麻布」とい
う名を発信す
る文化・芸術
イベントの創
設が必要

麻布地区で開
催される多く
の文化・芸術
イベントに
「麻布」とい
う名を冠し、
地域住民のふ
るさと意識を
醸成するとと
もに「麻布」
というブラン
ドの発信が必
要である。

・文化施設やホール等も多く、また多くのイベントが
行われている麻布地区で、｢麻布」という冠がつくイベ
ントを多く行っていくことにより、地域住民の「麻
布」という地元への意識を醸成するとともに、外へ向
けて｢麻布｣というブランドを発信する必要がある。



評
価

評価できる又は評価できない理由を
具体的に記入してください

反映内容等【平成26年11月時点】具体的な事業提言

分 科 会　各 委 員 の 記 入 欄
施策へ
の提言

提言理由
（趣旨）

通
番

・一般区民も参加できる大使館でのイベント等につい
ては、区や区民・地域から積極的にアプローチをし
て、情報提供を受ける取組が必要となる。また、提供
された情報については、祭りと同様に、インターネッ
トや紙媒体を活用し、広く地域の住民に情報提供して
いく手段を検討する。
・大使館オープンデーの後押しを進め、交流を深める
プロジェクト。
・外国人との普段着での食事、交流、パーティーの定
期的実施。

・区が協力支援を行っている大使館主催のイベント事業や各国の文化や歴史等を紹介する
国際文化紹介展示については、区の広報紙や区ホームページ、チラシ、ポスター等で広く
周知を図っております。大使館の独自の事業についても今後、積極的かつ効果的に情報提
供できるよう、大使館と連携した手法を検討し、取り組みます。
・大使館のオープンデーについては、大使館独自の事業であるとともに、すべての大使館
が実施していないのが実情です。その他、大使館によっては、小中学校での歴史や文化の
紹介、大使館内等での子ども向けの読み聞かせなど区民と交流する事業を展開していま
す。また、港区国際交流協会も大使館と連携した事業を展開しています。これらの事業に
ついて、今後、積極的かつ総合的に情報提供できるよう、大使館と連携した手法を検討し
ます。
・外国人との交流事業は港区国際交流協会が国別紹介デーやニューイヤーパーティ、交流
サロン等、各種事業を展開しています。外国人との交流については、まず、これら国際交
流協会の事業における区民の参加促進が肝要と考えます。このため今後、積極的かつ効果
的に情報提供できるよう、手法を検討し、取り組みます。

・外国人が参加できる協働事業の推進。
・地域事業「麻布国際ふれあい事業」において、外国人のボランティア活動への参加促進
や交流機会の場を提供する等の取組を充実させていくとともに、外国人に対する積極的か
つ効果的な広報を行っていきます。

・麻布地区にかかわりを持つ外国人の思っているこ
と、考えていることを聞いてみて、意見をまとめて、
できることを探す。

・区で平成25年度に実施した港区在住外国人意識調査結果や地域事業「麻布国際ふれあい
事業」に参加する外国人の意見を踏まえ、同地域事業の実施内容を工夫します。

・各国大使館の文化事業を区民に紹介する。

・区が協力支援を行っている大使館主催のイベント事業や各国の文化や歴史等を紹介する
国際文化紹介展示については、区の広報紙や区ホームページ、チラシ、ポスター等で広く
周知を図っております。大使館の独自の事業についても今後、積極的かつ効果的に情報提
供できるよう、大使館と連携した手法を検討し、取り組みます。

・既存の広報紙や地域情報紙での情報発信に加え、
ホームページの充実、メールマガジンの発行、新たな
コンテンツの開発と無料配布、フェイスブックやツ
イッター等インターネットを活用した情報発信やちぃ
ばすチャンネルの活用を検討していく必要がある。
・地域の最新情報をいち早く区民に届ける仕組みを考
える。また、一覧性の高いものにする。
・各地域で行われている祭りやイべントの情報を集約
する。インターネット等を活用して情報発信していく
必要がある。
・地域の行事、芸術・歴史情報、地域情報等をネット
上で共有し、意見交換することは、地域コミュニティ
の活性化、地域住民の融和につながる。
・ソーシャルメディア等のネット上だけのコミュニ
ティではなく、住民参加イベントの拡充、情報強化な
ど、実際の“地域交流”につながる仕組みをつくる。

・地域のイベントなどの情報は総合支所ホームページを活用して積極的に発信するととも
に、SNSの活用を検討します。また、地域に根ざしたイベントなどを開催することにより、
地域で顔の見える関係を構築し、地域コミュニティの活性化を推進します。

・情報が多くの人々に行き渡るようにすれば、ヨコの
繋がりや地域交流、既存の公共サービスの利用促進が
図れるのではないか。そのための港区ポータルサイト
のスマートフオン用アプリの開発、無料配布、その
他、新たなコンテンツの開発等が望まれる。

・区ホームページは、平成２４年３月、各地区別の情報発信ページや、新たにスマート
フォン専用ページを構築するなど、利用者・利用環境の変化に合わせた大幅なリニューア
ルを行いました。また、防災情報や観光情報に特化した専用のアプリを開発しました。今
後も利用しやすい環境の整備を進めます。

・情報が多くの人々に行き渡り、先進的で使いやすい
サービスを充実させる。その方法としては、麻布地区
に多く立地するIT企業、 NPO法人、ボランティアとの
提携による支援を受ける。また、企業にインセンティ
ブを付与することによるスポンサー契約等を検討す
る。

・企業へインセンティブを付与することによるスポンサー契約等は有益な意見ですが、計
画への反映は困難と考えます。地域情報をはじめ区から発信する情報については、掲示
板、広報みなとや総合支所ホームページだけで周知するのではなく、SNSの活用等、発信方
法の充実を図ります。

・地域情報の提供にあたり、掲示板を昼夜問わず分か
りやすいデザインに見直すことを検討する。
・多くの人が集まる公園等の区の公共施設に、地域の
情報や各地区総合支所での地域事業の情報等、コミュ
ニテイ活動の活性化に繋がる情報が流れる掲示板（デ
ジタルサイネージ）や案内板（外国語も併記したも
の）を設置する。

・地域情報の提供にあたっては、見やすさ、わかりやすさの視点を考慮した上で、掲示板
をはじめとしたさまざまな媒体を活用し、発信します。
・総合支所に設置が予定されているデジタルサイネージを活用し、区政に興味を持ってい
ただけるような区政情報を届ける仕組みを構築します。

・区役所の窓口や課の名称をわかりやすいものにする
必要がある。

・区では、区政を取り巻く環境の変化や、行政需要に対応するとともに、簡素で効率的な
執行体制を構築するため、毎年度、組織改正の見直しを行っており、課名についても必要
に応じて変更しています。今後も区民にとって分かりやすい名称となるよう、工夫しま
す。
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地域情報誌の
発信方法の検
討と拡充が必
要

地域情報の新
たな発信方法
の検討、情報
の拡充が必要
である。また
地域で情報を
受けるための
インフラ整備
も必要となる

23

外国人との交
流できるイベ
ントの周知が
必要

麻布地区で実
施される外国
人との交流機
会が持てるイ
ベント等につ
いても情報提
供が必要であ
る。



評
価

評価できる又は評価できない理由を
具体的に記入してください

反映内容等【平成26年11月時点】具体的な事業提言

分 科 会　各 委 員 の 記 入 欄
施策へ
の提言

提言理由
（趣旨）

通
番

・地域事業「麻布で“地域のちから”活性化事業」等を活用し、ふるさと意識を醸成する
ような地域のイベント創出します。また、区民参画の手法も取り入れ、人と人とのつなが
りを増やす取組を進めます。

・地域住民が主体的に続けてきた地域連携活動を側面支援する事業を創出し、地域活動に
接点の少ない区民が地域に関わるきっかけづくりを促進していきます。

・（仮称）麻布マラソン等地域のイべントを活性化さ
せるための方策を検討する必要がある。さらに、ホテ
ル、駅、バス停、店舗など置ける場所全てにガイド
ブック等を配布する等の方策が考えられる。
・イベントの企画やまちの魅力を高める活動の運営な
どのボランティア活動を通じて、多様な活動への参加
の機会を増やし、人の横のつながりを形成してはどう
か。

・大規模なイベントの実施を計画に反映させることは困難ですが、地域のイベントを活性
化させるように、掲示板、広報みなとや総合支所ホームページを活用した情報の周知に努
めます。
・区では観光情報、区内産業、区の取組を紹介する「プロモーションツール」をホテルや
旅館等に配置し、港区の魅力を発信する取組を進めます。
・イベントを開催するにあたっては、区民をはじめとした地域の人々の事業運営への参画
を積極的に促し、区民との協働により実施します。

・区民の交流や地域へのコミュニティ意識を醸成する
ため、例えば学校施設は（公立中学校のプール等）の
一般開放、公共スポーツ施設の拡充、マラソン大会や
坂道競争の実施、他自治体の先進事例に倣った民間企
業との連携によるスケートボードパークやクライミン
グの施設整備、遊休地の暫定利用によるスポーツ施設
の整備等、地域の住民が集まりコミュニケーションを
とることができる場づくりを行ってはどうか。

・ 区では地域のスポーツを通じたコミュニティの強化を図るため総合型地域スポーツ・文
化クラブの設立及び運営支援を行なっています。総合型地域スポーツ・文化クラブは、地
域住民が主体となって運営し、多様な種目やレベルの地域スポーツ活動を推進する組織で
す。現在、平成19年度に設立した港区総合型地域スポーツ・文化クラブ「スポーカル六本
木」、平成25年度に設立した「スポーカル高松」の運営を支援するとともに、新たなクラ
ブの設立に取り組みます。

・地域コミュニティ活性化のために、多人数が参加で
きる　イベント等を実施する必要がある。例えば（仮
称）街Run大会、（仮称）街中美術展（各店舗等に展
示）、街でのスタンプラリー、まち歩き等。

・地域事業「麻布で”地域のちから”活性化事業」「麻布フェスタ」により地域コミュニ
ティを活性化させる各種イベントを実施します。また、地域イベントの実施の際は、掲示
板、総合支所ホームページや地域情報紙を積極的に活用して情報発信を行います。

・地域や住民のことを知るために、地域で行われてい
るイべント情報の共有、ホームページの活性化、情報
の活性化、ソーシャルメディアの活用、議会など公共
の活動への参加ができるとよい。
・地域の課題に積極的にかかわりを持つ、地域イベン
トや課題を共有する。

・総合支所ホームページの更新頻度をあげ、地域のできごと、イベント情報など地域情報
の発信を強化します。また、SNSなどのソーシャルネットワークの活用について検討しま
す。また、地域イベント開催にあたっては、掲示板、総合支所ホームページや地域情報紙
を積極的に活用して情報発信を行い、住民の方々との情報共有を図ります。

・一層まちとかかわることができ、継続的にコミュニ
ケーションをとることがきる仕組みをつくる。

・多様な人々が、自主的に地域活動に参加できるよう、町会・自治会をはじめ、ＮＰＯ等
の活動について知る機会の提供や、相互交流が図れる場の提供や機会を通じ、区民が活動
をしやすい環境を整えます。

・ボランティア等の活動を通じて、住んでいる人に有
益な情報を作り出す。

・地域の課題や区民の生活課題の解決につながるボランティア活動の活性化と活動内容の
周知PRを港区社会福祉協議会と連携して取り組みます。

・路地裏の情報、地域に住んでいる人しか分からない
情報を可視化してまちの魅力を高める。
・区の紹介、商店街の紹介、「あざぶ達人倶楽部」な
ど様々な情報を集約する。

・地域情報紙「ザ・AZABU」や地域事業「麻布未来写真館」により収集した情報を集約した
上で、総合支所ホームページを活用し、地域情報の発信機能を強化します。また、SNSやデ
ジタルサイネージの活用を検討します。

・情報を集約した場所には、海外のように統一された
インフオメーションマーク（ピクトグラム）を付置す
れば、来街者も住民も地域の行事や動きが分かるよう
になる。

・区民や来街者等が情報を気軽に入手できるよう、情報の集約を行うとともに、インフォ
メーションマークの付置、SNSやデジタルサイネージの活用などを検討します。

・地域事業「麻布で“地域のちから”活性化事業」「麻布フェスタ」で実施するイベント
の開催に際して、有栖川宮記念公園などを活用して麻布地区をふるさとと感じられるよう
なイベントを実施します。また、イベントの運営にも区民参画の手法を取り入れることに
より地域の方々が関わりを深められるような取組を行います。

・地域が歴史的に深めてきた地域間交流の歴史を核としたイベントを開催することによ
り、麻布地区の区民が、より自らの地域の歴史に関心を深めていくことを促します。

・地域の魅力を伝えるマップを防災マップ等に取組み
作製はできないか。また、既存マップの改訂をしてほ
しい。

・前回平成24年度に各地区防災マップの改訂を行い、今後も定期的に改訂を行っていきま
す。ただし、各地域の魅力をマップに取り入れることは、情報量が多くなり難しいと考え
ます。

・観光マップの作製や既存マップの改訂をしてほし
い。

・日本語、英語、ハングル、中国語の観光マップを計30,000部作成し、年度毎の改訂を引
き続き実施します。

・思い出深い麻布地区のイベントへの参加や運営を通
じ、時間をかけてふるさと意識を醸成する。

25
新たな地域イ
ベントの検討
が必要

コミュニティ
意識の強いイ
ベントの開催
やイベントを
活性化させる
仕組みづくり
を検討してい
く必要があ
る。

・みんなのふるさととなるような地域とのかかわりを
増やすきっかけ（祭り等）をつくる。

地域や住民の
ことを「知
る・参加す
る」仕組みづ
くりを検討す
る必要があ

る。

地域とのかか
わりを持つ
きっかけが必

要

26



評
価

評価できる又は評価できない理由を
具体的に記入してください

反映内容等【平成26年11月時点】具体的な事業提言

分 科 会　各 委 員 の 記 入 欄
施策へ
の提言

提言理由
（趣旨）

通
番

・ガイドブックには載っていない地域の情報等、地域
の魅力の可視化が必要。

・麻布地区の魅力をさらに高めていく活動を担う人材を発掘・養成する取組を実施してい
る「あざぶ達人倶楽部」や古い写真を収集する「麻布未来写真館」などの地域事業を活用
し、既存のガイドブックなどには載っていない情報を発掘し、提供します。

・（仮称）コミュニティセンターのような、人の集ま
る場が必要。

・「麻布フェスタ」として地域事業に計上し、地域住民が集まる場などでイベントを実施
し、ふれあう場づくりを進めます。なお、既存の区民協働スペースも区民が集い協働する
場として活用が用いられるよう、周知や運営方法を工夫し、より地域との関わりを持つ場
となるようにしていきます。

・地域交流・活性化の視点で、地元商業施設・商店街
の区民優待券等クーポンの導入を検討する。

・各商店街では、地域交流・活性化にも繋げるため、お祭りなどのイベントや、商店街へ
の誘客を目的にプレミアム付商品券の発売も行っています。さらに「地元がすすめる港区
のいいみせ120選」を作成するなど区民が地域と関わるきっかけとなる取組を進めていま
す。

・区民参画組織「麻布を語る会」のような、実際に行
政サービスを受ける区民（子育て中の父母、中高生、
単身者等のサービスを受ける区民等）から直接意見を
聞く機会を、休日の昼間に開催するなど時間帯を工夫
して設ける。

・昨年度無作為抽出により参加を募り、直接区民の方から意見やまちの課題を聞く場を設
けました。今後も継続的に実施することで、直接区民の意見を聞く機会を創出します。

・「麻布で”地域のちから”活性化事業」は、新たなコミュニティの形成を図るための取
組も実施します。具体的には、町会・自治会だけでなく、広く地域との関わりを深めたい
方の参画を促し、協働によりイベントを実施していきます。

・総合支所の地域事業を充実し、町会や自治会のみならず、多様なコミュニティの活性化
につながる事業を実施します。

・クリエイティブなコミュニティ社会をつくる。その
目的は「人創り」であり、人間生活の文明が麻布にあ
るかないかの試金石、将来の都市生活のあり方の方向
付けをすることになる。

・地域での協働事業の取組を進めるため、地域事業「麻布で”地域のちから”活性化事
業」「あざぶ達人倶楽部事業」などにより、地域で活躍する人材の養成を行います。

・まちづくり等に何らかの意見を持っている区民を港
区職員として中途採用してはどうか。

・地方公務員法に基づき、職員の採用に当たっては、人事委員会が採用の基準を定め競争
試験を実施しています。このため、まちづくり等に携わる職員を採用する場合には、人事
委員会が実施する採用試験を経る必要があります。

・空き家等を活用してくれるアーティストを募集し、
活動拠点としてもらうことで、麻布地区にクリエイ
ティブな文化のイメージを定着させるような（仮称）
麻布アーティストタウン事業を創設してはどうか。

・区民の文化芸術活動に対し、区は文化芸術活動サポート事業により、活動への支援を
行っています。今後も文化芸術活動への支援の充実に努めます。

・「グリーンアドバイザー」とは、花と緑に親しもうと
する地域の方々に幅広く指導・助言ができる人に対し、
日本家庭園芸普及協会が認定する資格である。ガーデニ
ングの魅力や環境問題について考える機会を創出するた
め、麻布地区においてもこのような制度として、（仮
称）麻布・グリーンアドバーザークラブ事業を実施して
はどうか。波及効果として、自家製の野菜料理、花と緑
と水を通したり絢、短歌、詩、絵画、音楽の活動等クリ
エイティブな生活をより楽しいものとすることが期待で
きる。
・高齢者の自分史作成を支援することで世代間交流を図
る協働事業として、（仮称）麻布自分史館を実施しては
どうか。自分史作成を通じた世代間交流の波及効果とし
ては、高齢者の知的ライフの充実、傾聴活動の推進、外
国人高齢者との交流、麻布子ども中高生プラザの利用促
進、アーカイブ化への検討が期待できる。

・（仮称）麻布・グリーンアドバーザークラブ事業は、実施いたしませんが、麻布地区の
地域事業として、環境やエコロジーに関する地域事業として「みんなでエコっとプロジェ
クト」を新たに実施いたします。また、（仮称）麻布自分史館事業については、地域事業
「麻布で”地域のちから”活性化事業」等の中で試行的に実施し、高齢者がコミュニティ
活動への参加を促す方法を検討し、区民との協働事業を進めます。

27

地域活動や地
域との協働事
業の推進が必
要

地域でのコ
ミュニティ活
動に取組むた
めに、協働事
業を充実させ
る必要があ
る。

・愛着を感じるまちの下地をつくるため、町会・自治
会活動によらない地域活性化事業も展開していく必要
がある。

26

(前ページ
の続き)

地域とのかか
わりを持つ
きっかけが必

要

(前ページ
の続き)

地域や住民の
ことを「知
る・参加す
る」仕組みづ
くりを検討す
る必要があ

る。



評
価

評価できる又は評価できない理由を
具体的に記入してください

反映内容等【平成26年11月時点】具体的な事業提言

分 科 会　各 委 員 の 記 入 欄
施策へ
の提言

提言理由
（趣旨）

通
番

・盛り場の外国人や来街者に対し「怖い」と思うことは、
双方がお互いを知らない、分かりにくいことに起因するも
のではないか。
・町会・自治会へ入る方法が分からない。街路灯を増やし
て欲しい場合にどうすればよいかなど、知らない、分かり
にくいことがあると、不安を覚えるのではないか。

・都内有数の繁華街である六本木地区においては、「六本木安全安心憲章」を制定し、ま
ちのルールを定めまちの安全・安心を推進しています。今後もそうした取組を広く周知
し、まちの安全・安心の取組を地域と一体となって推進してきます。
・国際色豊かな港区にふさわしいコミュニティを形成するため、多言語による地域の情報
を提供し、外国人のコミュニティ活動（地域の清掃・パトロール）への参加を促進しま
す。

・麻布地区の外国人へアンケートを実施し、不便や不
満に思っていること、要望を聞いてみてはどうか。

・平成25年度に区内在住8,000人の外国人を対象に意識調査を実施しました。この中で、約
４割の方が不便を感じていることはないとしていますが、一方で約２割の方が日本語につ
いて、約１．５割の方が病院・医療について不便と回答しています。今後とも外国人のご
意見を適時適切に把握します。

・潜在的に多くの人が持っている「地域貢献したい」
という気持ちを顕在化・活性化させる仕組みづくりが
必要。

・多様な人々が、自主的に地域活動に参加できるよう、町会・自治会をはじめ、ＮＰＯ等
の活動について知る機会の提供、相互交流が図れる場の提供や機会を通じ、区民が活動を
しやすい環境を整えます。

・住民が、まちづくりの根幹となるまちの哲学（フィ
ロソフィー）を持ち、共有した上でまちづくりを行っ
ていくことが必要である。

・地域の理念、まちのルールを共有できるように、日ごろから顔の見える関係を構築する
ように町会・自治会などの団体への加入促進を進め、まちの環境をより良くできるよう推
進していきます。
・都内有数の繁華街である六本木地区においては、「六本木安全安心憲章」を制定し、ま
ちのルールを定めまちの安全・安心を推進しています。今後もそうした取組を広く周知
し、まちの安全・安心の取組を地域と一体となって推進していきます。

・（仮称）繁華街・盛り場のリデザイン委員会を立ち
上げ、国際・文化都市の麻布地区にふさわしい将来像
を官民一体で検討する。第一段階で繁華街のリデザイ
ン（再計画）するために、フェイスブック、ツイッ
ター等で意見収集をして、広報紙に載せる。六本木を
中心とした繁華街のリデザインを推進していくべきで
ある。

・平成18年に「六本木地区安全安心まちづくり推進会議」という官・民協働の組織を設置
し、都内有数の繁華街である六本木地区を美しい・にぎわいのあるまちにするための取組
を進めています。平成25年7月には「六本木安全安心憲章」を制定し、まちのルールを定め
まちの安全・安心を推進しています。今後もそうした取組を広く周知していくとともに、
多様な意見を反映しながらまちの安全・安心の取組を地域と一体となって推進します。

・区内の医療機関については、港区医師会等と協働し、「みなと医療ブック」を作成し、
区民等へ配布し情報提供を行っています。

・介護老人保健施設などの介護施設については、港区が協力し、民間事業者が発行してい
る「介護サービス事業者ガイドブック」を配布するとともに、介護保険事業者説明会、各
種研修を通じてケアマネジャーへ必要な情報提供を引き続き行います。

・広報紙の紙面の最適化（一冊に集約、デジタル化、
お金をかけてでも読みたい気にさせる紙面づくりの工
夫など）を図る。

・平成26年5月1日号から、区民の皆さんが、手に取り、表紙を開きたくなるような、魅せ
る・読みやすい広報紙となるようデザイン・掲載内容等についてリニューアルしました。
・休日診療についてのご案内は、引き続き、毎号掲載します。

・区が医療情報を一元に管理・更新し、そこに行けば
紙媒体やデジタルデータで新しい情報が入手できる状
況をつくり周知させる。

・医療機関に関する情報につきましては、医療法に基づき都で集約されホームページ等で
公表されています。また電話で個別の問合せにも対応しています。区では、定期的に診療
所等の許可届出情報を提供しています。紙媒体としては、港区医師会作成の「みなと医療
ハンドブック」と「あったかいね介護保険」があります。今後もより広く知ってもらう取
組を進めます。

・希望者全員に配布されている救急医療情報キットの
存在を周知する。

・救急医療情報キットについては、広報誌・区ホームページへの掲載、リーフレットを配
布するなど、区民への周知を行っています。また、民生委員・児童委員などの地域の方々
や、各地区の高齢者相談センターに配置されているふれあい相談員と協力しながら、サー
ビス利用につながっていない高齢者等の自宅訪問時に案内するなど、サービス利用につな
げる支援をしています。今後は、高齢者のつどいなどの各種イベント開催時に広く紹介す
るなど、本事業の更なる啓発普及に努めます。

・民生委員・児童委員をカジュアルにしたような制度
を考えてみてはどうか。
・今後、高齢者サービスを受ける人を対象に、今から
組織づくり、ネットワークづくりをして運用していく
ことで、民生委員・児童委員の負担軽減につながるの
ではないか。
・民生委員・児童委員の仕組みについての周知が必要
である。

・地域で気軽に区民同士が支え合い、助け合えるような仕組みやネットワークづくりを検
討するとともに、民生委員・児童委員活動円滑化のためのPRや支援等を引き続き行い、負
担軽減に向けて取り組みます。
・毎年、広報紙に掲載し、各施設に配布しているが、今後も活動内容を積極的に周知しま
す。

・「ふれあい相談員」についても、周知をしていく必
要がある。

・広報みなと「高齢者サービス特集号」や高齢者サービス案内冊子「いきいき」に掲載す
るほか、区ホームページや施設等で配布するパンフレット等によりふれあい相談員の周知
に努めています。また、ふれあい相談員が各地区の民生委員・児童委員協議会に出席して
行っている活動の周知や情報交換を引き続き実施します。

・医療病棟・介護病棟を探している人のためのまと
まったリスト（最低限施設名の一覧表）の作成、情報
等についてケアマネージャーとの共有を図る。

民生委員・児
童委員制度に
よる見守り活
動について
は、様々な課
題があるの
で、地域での
新たな仕組み
づくりの検討
が必要であ
る。

30

民生委員・児
童委員制度に
関する課題の
解決策の検討
が必要

29

麻布地区内の
福祉・医療情
報の一元化が
必要

麻布地区内の
福祉や医療に
関する情報を
行政が集約、
一元管理し、
多くの住民に
情報提供して
いくことが必
要である。

28

区民、来街
者、区が地域
の課題を共有
し、積極的に
かかわりを持
つことが必要

「怖い」とい
うのは、知ら
ない、分かり
にくいことに
起因すると思
う。区民、来
街者、区は、
地域の課題を
共有し、解決
に向けて積極
的にかかわり
を持つことが
必要である。



評
価

評価できる又は評価できない理由を
具体的に記入してください

反映内容等【平成26年11月時点】具体的な事業提言

分 科 会　各 委 員 の 記 入 欄
施策へ
の提言

提言理由
（趣旨）

通
番

31

地域の企業や
住民等の参加
による地域貢
献活動が必要

地域の企業や
住民等、様々
な主体の参加
による地域貢
献活動が必要
である。

・企業の積極的な地域貢献活動やボランティア活動を
促すことが、地域の福祉の充実につながるのではない
か。
・社会福祉協議会が地域で支えあう仕組みづくりをめ
ざしている状況を積極的に周知する必要がある。
・区民活動に関心のない区民を振り向かせるために、
区民の中から、振り向かせることが「得意な人」によ
るボランティア組識をつくる。
・アウトソーシング（業務の外注）の中から、ボラン
ティアができることを検討するなど、新しい仕組みづ
くりが必要である。

・現行計画では、事業者等の地域貢献活動の参加促進として、港区社会福祉協議会と連携
して、地域貢献活動を行う企業の協議会である「みなとネット」活動を支援しています。
また、社会福祉協議会の様々な取組を、広くＰＲできるよう区として今後も支援します。
・港区社会福祉協議会が行っている「みなとボランティアセンター」事業を今後も支援す
ることを通じて、区民によるボランティア組織づくりや活動促進の支援に取り組みます。
・ボランティアとして活動できる場を増やすことにより、さらなる地域貢献活動を進めま
す。

・区や高齢者相談センター、社会福祉協議会などが連携し、適切に困っている高齢者等へ
の対応を行うとともに、区民によるボランティア活動を支援します。

・ふれあい相談員が区内のひとり暮らし高齢者等の居宅を訪問し、福祉サービス等の相談
を受けるひとり暮らし高齢者等見守り推進事業を実施し、在宅高齢者の福祉の増進を図り
ます。

・民間の高齢者医療総合センター（コールセンター、
健康相談など）の様な活動を港区で実施。

・高齢者や家族の総合的な相談･支援の窓口として高齢者相談センターを設置し、福祉・医
療の専門家を配置し、電話相談は２４時間受け付けており、高齢者の相談対応の充実に努
めます。

・（仮称）なかよし相談員制度として、気軽に利用で
きる電話相談窓口を設けることはできなか。相談員と
相談する人、それぞれを登録（会員）制として、高齢
者や子どもの相談を主に受け付ける制度を創出する。
・ひとり暮ら高齢者への声かけ見回り制度を創設す
る。

・専門の相談員を配置し、ひとり暮らしの高齢者等を対象として申込みを受け、個人情報
の管理に充分配慮しながら、相談員が定期的に電話して各種の相談に応じる「訪問電話」
事業など、様々な高齢者の相談対応を実施します。
・高齢者が住み慣れた地域で孤立することなく、安心して生活できるよう、地域の様々な
活動主体を生かした高齢者のセーフティネットワークを充実します。

・港区民が所有する資産は、価値が高いのでリバース
モーゲージによる福祉資金の貸出が可能と思われる。
銀行との連携によるリバースモーゲージ制度の活用に
よる長生きリスクの公的補完が考えられる。

・区が支援している社会福祉協議会において、リバースモーゲージによる福祉資金の貸し
出しを行っていますので、引き続き周知に努めます。

33
図書館等を活
用した拠点整
備が必要

図書館等を多
機能化するこ
とにより地域
の拠点となる
よう検討する
必要がある。

・麻布図書館をデジタル化、コミュニティ施設化し、
文化の拠点として特色を出して他の図書館との個別化
を図る。
・他の自治体が行っているように、カフェを併設する
等、お茶が飲めるような居心地の良い場所づくりが必
要。
・くつろげる、集える、談話できるなど居心地の良い
大人のための空間（カフェ、日当たりの良い椅子席な
ど）を附置。

・外国人居住者の多い麻布地域の特性に応じた資料収集、利用者サービスに努めていま
す。
・図書館サービス推進計画に基づき、利用者ニーズに応じた閲覧席や情報通信技術を活用
した情報サービスの充実に取り組みます。

・東京オリンピックにリンクして、みんなが参加でき
るスポーツイベント、例えば「麻布オリンピック」
を、有栖川宮記念公園等を利用して開催できたらいい
のではないか。

・地域の人々が様々なスポーツを体験するきっかけづくりの場を提供するために、中学校
区ごとに学校施設を拠点とした地域スポーツ教室を開催しています。また、スポーツセン
ターやお台場その他を会場として、様々な種目のスポーツイベントを実施しており、ス
ポーツ競技の楽しさを体感してもらいながら区民相互の交流を深め、スポーツに気軽に楽
しめる機会を創出します。

・大きなイべントでなくとも、麻布地区内にランニン
グコースを設置し、まち巡りができるようにする等、
日常に取り入れやすいことから始めることが必要では
ないか。

・地域の人々が様々なスポーツを体験するきっかけづくりの場を提供するために、中学校
区ごとに学校施設を拠点とした地域スポーツ教室を開催しています。地域スポーツ教室で
は、お台場海浜公園、芝公園などでノルディックウォーキング教室なども実施していま
す。また、誰もが気軽に楽しむことができるニュースポーツの普及に努めています。

・まちとしてスポーツ選手のサポートをしてはどう
か。

 港区には、都心区という立地から、大企業の本社機能が数多く存在するほか、プロスポー
ツチームなどのスポーツ資源もあり、トップアスリートが集まりやすいという特性があり
ます。こうした特性を生かして、スポーツ関係機関や企業チーム、プロスポーツチームな
どと連携し、取組を強化していきます。

34

・高齢者安否確認、生活相談コールセンターの事業
化、既にボランティアでは限界なので専門事業者に委
託する。

32
高齢者向けの
新たな取組の
検討が必要

ボランティア
だけでは対応
しきれない高
齢者や子ども
の生活相談、
高齢者の安否
確認、福祉資
金の貸出等に
ついて、新た
な取組を検討
する必要があ
る。

スポーツ活動
の支援やス
ポーツイベン
トの検討が必
要

地域住民の健
康のためにも
スポーツ活動
の支援やイベ
ントの実施に
ついての検討
が必要であ
る。



評
価

評価できる又は評価できない理由を
具体的に記入してください

反映内容等【平成26年11月時点】具体的な事業提言

分 科 会　各 委 員 の 記 入 欄
施策へ
の提言

提言理由
（趣旨）

通
番

・子どもの頃からスポーツ活動に親しむことは、子どもの体力・運動能力の向上を図ると
ともに、生涯を通じて、楽しみながらスポーツに取り組める意識の向上や運動習慣の確立
につながります。また、子どもたちがスポーツに取り組むきっかけづくりとして、子ども
たちの外遊びの機会が増えるよう、家庭への啓発を進めます。具体的な取組として、タグ
ラグビー教室を開催しています。タグラグビーはタックルなどの接触プレーがなく誰でも
楽しめるスポーツです。学校の校庭で親子が楽しくプレーできるような工夫をしながらさ
らに実施校を拡大していきます。

・総合支所の地域事業を充実し、町会や自治会のみならず、多様なコミュニティの活性化
につながる事業を実施します。

・インターナショナルスクールと地域間の交流促進と
して，地域の公立学校とインターナショナルスクール
が運動会や文化祭を共催する。

・運動会や学習発表会等は、学習指導要領に則った各学校の教育活動の発表の場として実
施しているため共催は困難です。ただし、インターナショナルスクールと区立学校は、日
ごろより計画的に交流活動を実施しています。

・既存のおもちゃライブラリーや民間の託児所で高齢
者のボランティア活動をサポートする必要がある。

・児童館で実施していた、地域の高齢者の方が将棋、ベーゴマ、お手玉等昔の遊びを児童
に教えるボランティア活動を子ども中高生プラザにおいても実施し、今後も引き続き支援
を行っていきます。

・核家族のための子育て、生活の知恵Q&Aサイトを立ち
上げ、高齢者がそれに答えることはできないか。

・子育てに関する悩みや相談のうち、一般的なものについてはインターネット等を通じて
容易に入手できるものが多いことから、Q&Aサイトを立ち上げることは考えておりません
が、港区で子育てをする多くの家庭が核家族であることから、子育て家庭全体への情報提
供を充実します。
・区ホームページの内容を迅速・的確に更新するとともに、必要な情報を検索しやすくし
たり、携帯メール等を利用した情報収集ができるようにするなど、子育て関連情報を簡易
に収集できるようにします。

・子育てひろば「あい・ぽーと」のような子育て・家
族支援者養成活動を推進する。

・子育てひろばや子ども中高生プラザ等において、乳幼児連れ親子が気軽に集える場所を
提供し、親子の交流活動を支援します。また、講座等の開催や子育てサークルの支援、子
育て相談などを行います。

・地域に立地する民間企業の協力・支援による社会見
学・職業体験の充実など、地域の企業による学校教育
の支援が望まれる。

・すでにたくさんの企業により出前授業が実施されており、さらに26年度に設置された学
校支援地域本部において、学校を支援する民間企業等の情報をまとめて学校に提供するこ
とになっています。また、中学生のキャリア教育のため職場体験の機会を商店会をはじめ
多くの民間企業が提供しています。引き続き取組内容の充実を図ります。

・小学校3年生が区内めぐりで区役所や議会棟を見学したり、4年生が清掃工場を見学した
りしています。

・小学生が区役所ウォークラリーに参加し、身近な区役所の仕事やしくみ、区役所が自分
たちの暮らしにどのように関係しているかについて学習する機会を設けています。

・国からの「教育課程特例校」の指定を生かし、区立
学校でインターナショナルコースを開設する。
・小学生時代から英語教育を実施する。
・公立インターナショナルスクールを開設する。

・外国籍児童と日本人児童がともに学び、ともに高め合う機会や場の充実を目途に、東町
小学校において平成２３年９月から試行的に、平成２４年４月からは本格的に国際学級を
開設しています。
・小学校では、全校に外国人講師を配置し「国際科」を全学年で週２時間、年間70時間
（ただし小学校1年生は68時間）実施しています。また、6年生の全校代表児童がオースト
ラリアへの海外派遣研修（9日間）に毎年参加しています。

国際文化交流に専念する公職として（仮称）国際教育
委員制度を新設する。社会教育委員のようなイメージ
で、国際交流や国際教育活動に関する業務を行う。

・今後の国や都の英語教育の推進方針についてその動向を見極めるとともに、区の国際化
推進担当等の関係機関とも調整を図りながら進めていく必要があります。

・社会科見学会、企業での職業体験の機会を増やす。
民間企業、区役所やNPO法人も含めた児童の受け入れ態
勢の構築が必要ではないか。
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37

地域の企業と
の連携による
学校教育の充
実が必要

教育面でも地
域の企業と連
携・協力を行
い、充実した
学校教育を推
進する必要が
ある。

国際教育の推
進が必要

「国際・文化
都市」という
麻布地区の将
来像を実現す
るために、国
際教育を推進
する必要があ
る。

・スポーツ、祭り、催し物、小・中学校の吹奏楽部等
による音楽会等の魅力あるイべントの実施と周知が必
要。

35
子どもが楽し
めるイベント
の創出が必要

子どもたちが
もっと楽しめ
るイベントを
創出していく
必要がある。
また外国人と
の交流機会を
増やしていく
ことも望まれ
る。

36
地域での子育
て環境の拡充
が必要

子育てに関す
る既存のサー
ビスの拡充と
新たなサービ
スを検討する
必要がある。



評
価

評価できる又は評価できない理由を
具体的に記入してください

反映内容等【平成26年11月時点】具体的な事業提言

分 科 会　各 委 員 の 記 入 欄
施策へ
の提言

提言理由
（趣旨）

通
番

・縦66ｃｍ、横12ｃｍの青い街区表示板につきましては、各街区の角に貼付することとさ
れています。現在は、詳細に規定された仕様に添った表示板を作成し、区内全域の各街区
に貼付しています。港区には、現在1983街区ありますので、約8000枚ほどの街区表示板が
貼付されていることになります。ご提案いただいた内容を街区表示板に掲載するために
は、表示板の大きさを変更する必要があります。
・街区表示板につきましては、貼付させていただいている建物等の所有者の方にも同意を
得ておりますので、その大きさを変更するには、その方々の同意を得る必要があり、ま
た、区内すべてに統一した表示板を適用することとなりますので、現時点では、街区表示
板への旧町名の併記は、困難であると認識しています。旧町名につきましては、町名由来
板の設置（各地区協働推進課等）や過去には冊子等の作成（地域振興課）により、ご案内
させていただいています。

・総合支所ホームページに旧町名の由来を掲示し、周知します。また、地域事業「あざぶ
達人倶楽部」の事業実施の中で、旧町名の由来を含めた麻布地区が持つまちの魅力を語り
伝える出前講座の企画等を検討していきます。

・現在の町名と旧町名の対照地図帳を制作してはどう
か。麻布地区の地域事業を活用し、制作が可能ではな
いか。
・「ちぃばす」の車内放送（ちぃばすチャンネル）
に、旧町名を含めた名所・名跡案内を入わることを検
討してはどうか。

・旧町名については、歴史と文化を受け継いでいるものであるので、既存の地域事業や総
合支所ホームページなどを通じて周知します。
・ちぃばすチャンネルに名所・旧跡案内を入れることはいたしませんが、観光情報誌「ハ
レノヒ」に、「ちぃばす」を利用して季節やテーマに応じた区内観光を楽しめる観光ルー
トを掲載するとともに、「ちぃばす」の車内でも「ハレノヒ」や観光マップを配布し、積
極的な情報発信を行います。

・麻布の文化大使として、積極的に後援やPR活動に出
向く、（仮称）麻布文化大使制度を新設してはどう
か。麻布地区内のランドマークで週末に活動し、来街
者に麻布の魅力をアピールしてはどうか。

・（仮称）麻布文化大使制度は創設いたしませんが、来街者へのPR活動含め、地域事業
「あざぶ達人倶楽部」「麻布未来写真館」、総合支所ホームページ、地域情報紙「ザ・
AZABU」などをより活用し、麻布地区の魅力をさらに広める取組を行います。

・訪れた観光客に対して様々な施設の利用を促進する
ために、クーポン券付きの観光パスポートを活用して
はどうか。

・港区観光協会や港区商店街連合会等と連携し、割引や特典等のお得な情報を観光情報
メールマガジンへ掲載することを検討します。

・石川県白山市では、俳句によるまちづくりを積極的
に進め、地域の魅力と活力の創出に努めている。麻布
地区においても、有名俳人の協力を得て（仮称）麻布
俳人クラブ事業を創出してはどうか。

・地域の実情に応じた地域事業「あざぶ達人倶楽部」「麻布未来写真館」などを通じて、
魅力あるまちづくりをより積極的に進めます。
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街の魅力をア
ピールする方
法の検討が必
要

まちの魅力を
積極的にア
ピールする方
法を検討する
必要がある。

39

まちの魅力を
語り伝えるた
めの具体的な
検討が必要

まちの魅力を
語り伝えるた
めに、「旧町
名」を活用し
た具体的な魅
力伝達の検討
が必要であ
る。

・旧町名には必ず理由がある。それを住居表示に併記
したらよいと思う。あわせて旧町名由来等を書いた小
冊子も作ると、住民に住んでる場所の愛着が湧くと思
う。町会・自治会名と小学校名の整合性が、現在の住
居表示だけでは合わないという問題もある。


