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みなとタウンフォーラム 

産業・国際化・文化グループ（第４グループ） 

会議録（第１０回） 

■開催日時・場所・出席者 

日 時：平成 26 年 11 月 13 日（木）19時 00 分～21 時 00 分 

会 場：港区役所 7階 会議室 

メンバー参加者：7名（12 名欠席） 

事務局：5名（企画課長、国際化・文化芸術担当課長、産業振興課長、企画課長、企画担

当）、委託事業者 1名 

■会議次第 

  （開 会） 

1 次期基本計画（素案）の概要について 

 2 次期基本計画（素案）について 

 3 第 4グループにかかわる事業計画化事業と反映状況について 

 4 その他 

  （閉 会） 

■配付資料 

資料番号 資料名 

1 港区基本計画【平成 27年度～平成 32 年度】（素案）の策定について 

2 ５つの重点課題と事業計画化事業 

3 港区基本計画の策定に係る日程について 

4 港区基本計画・港区実施計画（素案）概要版＜閲覧用＞ 

5 港区基本計画・港区実施計画（素案）   ＜閲覧用＞ 

6 みなとタウンフォーラム提言の港区基本計画（素案）への反映について 

7 11 月 11 日付 広報みなと「港区基本計画（素案）特集号」 

■貸与資料 

 資料番号 資料名 

1 港区基本計画（現行） 
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■会議要旨 

（開会） 

事務局より、第 10 回グループ会議開催にあたっての挨拶及び開会宣言が行われた。 

1 次期基本計画（素案）の概要について 

企画課長より、資料 1～3に基づき、これまでの計画策定の経緯や今後の区民説明会、

パブリックコメント等のスケジュールについて説明が行われた。また、基本計画のポ

イントとして分野別の体系をまたいで優先的・重点的に取り組むべき５つの重点課題

を設定し、対応する事業計画化事業を明示して、全庁横断的に集中して取り組む点を

明らかにしたことや、基本計画の全体像として分野別計画と５地区の地区版計画書（別

冊）から構成されること等について説明が行われた。 

2 次期基本計画（素案）について 

企画課担当より、資料 4～5に基づき、前計画は字が多く、見にくいという区民等の

意見を考慮し、グラフや写真などを加え、分かりやすい計画になるように構成したこ

とを説明した。また、計画全体の構成や分野別計画の内容と特徴、個別の事業等につ

いて説明が行われた。 

3 第 4 グループにかかわる事業計画化事業と反映状況について 

企画課担当より、資料 5 の参考資料にて、みなとタウンフォーラム各グループの提

言のまとめや提言を反映させた主な事業、活動風景を掲載することが説明された。ま

た、資料 6 に基づき、第 4 グループに関わる事業計画化事業を中心に提言の反映状況

について説明が行われた。 

第 4グループに関わる「産業・国際化・文化」の事業は、「にぎわうまち」と「はぐ

くむまち」に分類されており、国際化の提言が資料 5 の 185 頁の 1)「行政情報の多言

語化の推進及び提供手段の充実」や、179頁の 1）「観光案内活動の促進」、186 頁の 2）

「外国人の地域社会への参加の促進」などに反映されていること、文化芸術の提言が

281 頁の 1）「多様な主体とのネットワークの構築と協働」、282 頁の 1）「文化芸術振興

の拠点となる（仮称）文化芸術ホールの整備」、産業の提言が 161頁の 1）「港区が有す

るポテンシャルを活かした企業活動の支援」、172 頁の 1）「商店街地域コミュニティ拠

点づくりと活性化への支援」、観光の提言が 178 頁の 1）「インターネットなどを活用し

た観光情報の発信」、187 頁の 1）「シティプロモーション推進事業」等に反映されてい

ることが説明された。 

また、国際化・文化芸術担当課長より 183 頁の施策の体系をそのまま「国際化推進

プラン」に反映させ具体的な取組を推進していくことや、先行して実施しているもの

として、区民まつりで大使館のブース「国際友好広場」を設け、各国の紹介などを行

ったこと、オリンピックの文化プログラムに合わせて、国際文化交流プログラムを実

施することを計画していることなどが紹介された。 
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（主な意見等） 

ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：資料 2の事業費について、ボックス事業が 80 有り、事業費が 1,118 億円と

いうことだが、これは単年度の金額なのか、また、港区全体の予算におけ

るどれくらいの割合を占めているのかが知りたい。 

事 務 局：本編の 335 頁に、6 年間かけて 80 事業を 1,118 億円で推進して取り組んで

いくことを記載している。また、1,118 億円に対する港区の財政規模は、港

区全体で 7,105 億円である。そのうちの 1,118 億円が区民の方に約束して

進めていく事業費となっている。その他の分については、人件費、維持管

理費、その他に進める事業費などが約 6,000 億円あることになっている。 

ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：大体 7 分の 1 が事業費ということか。もうひとつ、提言の反映状況で、◎

と○の違いはご説明いただいたが、全体を見直すために分けられた基準を

再度はっきりつかんでおきたい。 

事 務 局：◎は、区民の方に大きな影響を及ぼす課題に対して、複数年に渡って財源

を確保する事業計画化事業ということで、ボックス事業と言われている。6

年間しっかりと年次計画を定めて、どんなものを毎年行っていくのか、財

源を確保して推進していくものとしている。○は、年次的には示していな

いが、区としても重要な事業として捉え、「その他の主な取組」として、文

章のみで書かれているものである。例えば、188 頁の「その他の主な取組」

にある「大使館との連携による国際交流」は先ほど説明があったように、

重要視し取り組んでいくことを基本計画に書いているものである。財源的

な措置は書いていないが、毎年予算要求する中で取り組んでいく事業にな

る。△の事業については、基本計画上に記載はされていないが、基本計画

の 6年間で実施していくというよりは、既に行われているものである。187

頁にある「現状と課題」のように区として、課題であると認識して考えて

いるものに関しても△となっている。なるべく皆さんからいただいた提言

は、◎や○で計画に載せ、しっかりと 6 年間取り組んでいくことを掲げて

いる。 

ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：例えば、資料 6の「6 多言語による発信」を◎にした理由は何か。 

事 務 局：一つは、重点課題を設定し、オリンピック・パラリンピックを見据えて、

ボランティアスタッフに取り組んでいかなければいけないと考えている。

それには、財源を確保して重点的に取り組んでいかなければならない事業

であり、いつ、何を実施していくかを明示するため◎としている。 

ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：オリンピック・パラリンピックが先にあるので、これを好機と捉えて必要

であると考えているということか。 

リーダー：オリンピックの文化プログラムを見据えた話があり、資料 6 の「26 身近

な場所で文化芸術に触れる場と機会の提供」が該当すると思う。今の話で、

逆にボックス化して事業計画を 3 年ずつの前後期で分けて財源を確保して

いるものというのは、フレキシブルでなくなることもあるのかと思った。
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先ほどの話で先行して始めているという話もあったので、年次で区切って

いない分、○の事業は先行して走りやすいこともあるのかと感じたが、お

金がないと動けないので、○の事業をフレキシブルに行うために財源はあ

るのか。 

事 務 局：ある意味、◎のボックス事業というものは、足腰を強くして、社会経済情

勢の変動があっても、きちんと実施する事業である。ただ、○の事業につ

いては、まさにフレキシビリティがあり、経費を固定していない。例えば、

文化プログラムに対しては、都が全く方針を出していない状況で先行して

検討を始めているが、都の動きを見ながら、区の動きを変えていく必要が

あるため、◎にするのは非常に難しいことである。オリンピックを見据え

て、世の中全体で国際化の機運が高まってきており、テレビでも地域で外

国人観光客を受け入れる取組を行っているようである。予算が付いていな

いからといって不安定なものではなく、基本計画に載せて、この下位計画

である「国際化推進プラン」にもきちんと事業ベースに書き込んでいる。

予算を毎年要求していく行為が発生することは否めないが、状況に応じて、

しっかりと、対応していきたい。 

リーダー：逆にボックス事業の硬直化も問題になる可能性があると思う。前期・後期

で分けている理由というのも、需要がなくなった場合など、前期に振るわ

なかった事業を後期で中止することもあり得るのか。  

事 務 局：見直しということはあり得る。ただ、社会経済情勢の変動に右左と動くも

のではなく、確実に実施していくものなので向こう 3 年間はお約束してい

る。 

リーダー：その中でなぜ前期・後期で分けているのか。3年ごとに行ってもいいのでは

ないか。 

事 務 局：まず、このような計画を各自治体は作っているが、23 区を見ると 10年間の

計画としているものが多く、6年間という非常に短いスパンで策定し、3年

間で見直しをしているのも港区だけである。区民の皆様に 3 年間の約束を

しているが、社会情勢は変化が激しく、民間が活発的に取り組むような事

業があると、区として見直しが必要になることもある。3年の見直しは社会

情勢の変化に素早く対応できると考えている。今年、基本計画を策定する

が、3年後となると、既に来年から見直し作業に入らなければならないので、

港区は早い回転で計画を策定しているのが実情である。 

リーダー：情勢に対応するとなると、みなとタウンフォーラムのような会議体で意見

をつくり、相互コミュニケーションが必要になってくると思うが、みなと

タウンフォーラムの関係者は、区と区民のインタラクションの間にいたの

で立場的な違いが分かっていると思う。ボランティアをするにしても情報

が必要であり、意見を吸い上げるにしても継続的に行わないと意味がない

側面もあると思うので、こういうつながりを維持するような仕組みづくり

として、タウンフォーラムの同窓会を開くようなハブ的な要素を持たせる
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ことは考えていないのか。 

事 務 局：今のタウンフォーラムでは行っていないが、同じような区民参加組織とし

て、5地区の総合支所では継続的に行っているグループもある。この会議体

は 2 年間という期間があり、現状だと再度集めるということよりも、人口

増加により新しい区民の方が増えている中で、新しい区民の方の意見も聞

かなければいけないという視点がある。今回のタウンフォーラムでは、始

めて無作為で声かけをしており、港区が行っている取組を知らなかったと

いう意見もたくさんいただいている。 

リーダー：161 頁の「企業間連携の促進によるネットワークづくり」のボックス事業で

「新製品・新技術開発支援」の件数について目標値が書いてあるが、どの

ようにカウントするものなのか。 

事 務 局：「新製品・新技術開発支援」というのは、基本的にすべてに対して支援する

のではなく、年に 1 回募集し、申し込まれた方々を専門の方や学識経験者

の方々で構成する審査会で審査をして順位付けしたトップ 3 件を助成する

ものである。基本的に上限 500 万円として 3 件分の 1,500 万円、残りの 41

万円については、学識経験者の方々の報償等が含まれている。例えば、3件

のうち事業費が 500 万円未満のものであれば金額は下がるが、上位 3 件に

対して助成することとしている。 

リーダー：募集はどのように行っているのか。 

事 務 局：広報や、港区産業観光ネットワーク「MINATO あらかると」、メールマガジン

などに掲載し、募集している。また関連団体などの窓口などにチラシを置

いたりする形で毎年実施している。 

リーダー：ビジネスコンテストのようなものか。分野はまちづくりやコミュニティづ

くりに特化したものになるのか。 

事 務 局：環境などいくつかの部門を設けて申し込みをするようになっているが、ど

ちらにしても上位 3件に対して決定をしている。 

リーダー：年度によってテーマを変えるということか。 

事 務 局：一般枠として「製品、技術開発」と」「ソフトウエア情報関連技術」、単独

枠として「資源・環境・エネルギー関連新製品・新技術開発」を設けてい

て、その中で申し込んでもらう。なお、該当する技術として省力化、新物

質の開発、生産、加工処理、新システムの開発、福祉関連があげられる。

基本的には枠を変える予定はないが、今後、国際化など優先するべきもの

があれば増やしたいと思っている。 

ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：今後の港区の国際化を推進していく中で、今まで以上に国際交流協会の役

割が非常に重要になると思うが、活動内容をもっと効果的に生かしていく

手法はあるのか。今日チラシをもらって初めて取組について知ったので、

既に実施しているのかもしれないが、メルマガなどの配信はあるのか。 

事 務 局：港区国際交流協会のホームページは、現在、まだ不足している状況である。

港区国際交流協会を知っていただく第一弾としてホームページの全面リニ
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ュアールに取組んでいるところである。そこから区内の外国人の方々の日

常生活に役立つ情報の発信、交流情報の発信、さらにそこで外国人の方々

がコミュニケーションをとれるような意見交換の広場を設けることを考え

ている。しかし、ホームページをリニュアールしても、その事実を知って

いただかなければならない。今もメールで区政の情報を多言語で配信する

サービスを行っているが、登録者の方は 300 人に満たない。情報配信する

システムとしてのものは良くても、その事実が知られていないことが課題

となっている。区民まつりには 23万人の方が来場するので、国際友好広場

を設けたことを紹介したが、そのブースで登録を促すチラシ配布を行うな

どのアナログな努力をしなければならないと考えている。国際交流協会も

ホームページのリニュアールを行うが、それを知っていただくアナログの

努力を、外国人の方だけでなく日本人の方も含めて、国際交流に関心のあ

る方が来る機会を捉えて PR する必要がある。 

リーダー：国際交流に興味のある若者は学生も多く、学生は紙媒体のメディアはほと

んど見ない。若い世代は Face book などのソーシャルネットワークサービ

スの情報しか信用していない節もあり、逆にマスメディアを信じていない

ようなところもある。ホームページのリニュアールにはお金もかかるので

無料で登録でき、内容にもよるが、作ろうと思えば告知も 200 人くらい 1

日でできる場合がある。いい写真を載せるだけでも 100～200 人が見る世界

である。同じお金をかけるのであれば、少しそちらにお金をかけるだけで

もいいものができるのではないか。 

事 務 局：ホームページのリニュアールを機に SNS も始めようと考えているが、Face 

book やツイッターをやってもなかなか広がっていかない部分がある。やは

りそこには、そのような媒介を使って広げていくために共感してくれる人

たちがいて、情報を拾ってくれて、そこからまた拡散していく世界だと思

う。SNS は非常に有効な手段ではあるが、ホームページをリニュアールする

だけはなく、汗をかく必要があるのだと思う。 

リーダー：SNS でも汗をかくことはあるし、言っていることは SNS でもできることだと

思う。 

事 務 局：SNS は道具なので、そこで発信したからよいというわけではなく、毎日配信

する必要があり、中身も工夫していかなければならない。 

リーダー：イベントの場合も Face book ではワンクリックで参加の意思表示ができる

ので、参加用紙よりも手間などもかからず、有効な手段だと思う。 

参 加 者：その問題はどちらかではなく、両方必要なものである。世代が違えば考え

も違うので、これだけでいい、こちらの方が効率的だという考えではうま

くいかない。 

事 務 局：さらに複雑なメディアミックスを駆使していかなければならないと思う。

紙も SNS も必要であり、できることであれば電波媒体に載せていくことも

必要であると思う。メディア媒体は難しくてもケーブルテレビなどでは既
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に様々な情報を配信している。あまりご覧になっていないかもしれないが、

国際交流を進めるためにどうすべきかの議論について 110 人ほどが集まっ

た国際会議や国際友好広場など、取材を受けて配信している。 

参 加 者：ホテルに置いてある観光パンフレットというのは、基本的に観光に関する

ことだけなのか。港区に住んだ場合の情報などはないのか。 

事 務 局：シティプロモーションについて一言でいうのは難しい。人口、外国人の人

数、観光など、いろいろな意味で港区に興味のある人が知りたいものを選

んで、効率的に、効果的に伝えていくものがシティプロモーションである

と思う。それをきっかけに港区に訪れてもらう、住んでもらう、ブランド

価値が上がるなど様々である。その中でどのようにシティプロモーション

をしていくのか。現在色々な事業者から提案を受けて、来年設置する内容

は何がいいのかを検討している。その中では観光が重要なファクターであ

ることは間違いなく、港区のイメージを伝える表紙、ブランドを高めるも

のなど、その掲載の割合を含めて調整している状況である。現在ホテルに

設置しているものは、基本スペックと観光に関する情報であり、どのよう

な反応があるのかを見て、その声をもとに作成している。 

参 加 者：お店の情報などは掲載しているのか。 

事 務 局：区が出す情報で個店の情報を出すのが一番難しい。みんなが知っているお

いしい店などの特定の店だけを区が宣伝するわけにはいかない。ホテルの

方々が周辺のお勧めのお店の情報をセットで置くことによって、区が発行

するシティプロモーションの冊子が生きてくる。単体では情報が不足して

いるようでも、他のものと組み合わせることによって相乗効果が生まれる

ものがあると思う。作成の際にはどのような視点がいいのか、ホテルの客

室を担当している方も入って検討している。 

参 加 者：その中にメールアドレスや Face book の案内などを入れるのも方法である

と思う。何かしらの機会がないと見る機会、接する機会がない。偶然を生

かしていかに興味を持ってもらうか。観光に来た人にも港区がどういう所

なのかを知ってもらうためにパンフレットの中に情報を入れていくことが

必要だと思う。 

事 務 局：機を逃さずということだと思う。 

リーダー：先ほどの話でそれぞれの店を英語で紹介するフォーマットを区がつくると

いうイメージで聞いていたが、店に外国人が来たときに対応できるお店づ

くりを区がスパルタ的に促すことができないか。オーダーメイドという話

もあったが、英語で説明が必要な最低限の事柄などを小さな蕎麦屋などに

も進めていくことも機を逃さない一つの取組になるのではないか。 

事 務 局：区も強制的に全部そうするように進めるのではなく、個店ごとに自分の顧

客として外国人にも門戸を開きたいという方もいれば、日本人だけでやり

たいという店もあると思う。外国人の方が増えているためビジネスチャン

スとして反応するか、店の商品が外国人にうけるものなので区からお願い
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していくこともあると思う。その中で本当に外国人が必要とする情報を出

すためにいろいろな方法があると思う。特定の個店に行ってそこだけにお

願いすることはできないので商店街などの中で情報提供をする方がいいと

考えている。さらにその広がりを見つつ、情報提供の方法を考えていかな

ければならない。 

事 務 局：こちらが促すのではなく、内発的でないと続かないと思っている。一過性

として盛り上がるための方法もあるが、オリンピックの後にもレガシーを

残すことを考えると、この機を捉えて、10年、20年先を見据えるためには

自分たちでやろうという内発的な動きでなければ続かないと思う。 

ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：細かい話ではあるが、先ほど特定のお店は宣伝できないので相乗効果で宣

伝するしかないとのことだったが、区報の○○地区の紹介などであれば可

能なのか。 

事 務 局：商店街や観光協会に声かけをして、商店街等の推薦するお店を掲載するこ

とはあり得るが、区が選んで出すような形は難しい。団体に加盟している

推薦されたものから魅力的なものを入れるような場合が多いと思う。観光

でまわった時に美術館の後に一息できる場所など、合わせて魅力が発見で

きるなどの展開を考えながら伝えているつもりである。個店の情報に関し

ては、慎重に取り扱っている。 

ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：観光協会は別組織なのか。 

事 務 局：別組織で任意団体である。 

4 その他 

広報みなと「港区基本計画（素案）特集号」に基づいて、12月 12 日まで区民の方に

パブリックコメントを募集しており、修正のうえ写真などを掲載、カラーにしたもの

を 3月下旬にメンバー参加者に配布する予定であることを説明した。 

（閉会）リーダーが、第 10 回グループ会議の閉会を告げ、終了。 

以上


