
産業・国際化・文化グループ（第４グループ） 

第３回グループ会議 次第 

 

平成 25 年 7 月 18 日（木曜日）午後 7 時 00 分 

港区役所 11 階 会議室 

 

（ 開 会 ） 

 

１ テーマ「文化芸術」について【ワールド・カフェ方式にて】 

２ その他 

 

（ 閉 会 ） 

 

 

 

● 配付資料 

１ 港区文化芸術振興プラン 

２ 港区文化芸術振興プラン（概要版） 

３ 産業・国際化・文化グループ（第４グループ）会議録（第２回） 

 



■第４グループ　アイデア抽出用紙（テーマ分析フレーム）

テーマ（議題） 「～文化芸術～文化芸術の薫るまち・港区」にするために

テーマに関して課題だと思うところ、足りないところ
（港区の弱み）

テーマに関して港区の良いところ、好きなところ
（港区の強み）

別紙 1

良いところ、好きなところをさらに伸ばすアイデア
（活用・発展）

課題解決に向けたアイデア
（改善・整理）
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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３回） 

 

■開催日時・場所・出席者 

 日 時：平成 25年 7月 18 日（木）19：00～21:05 

 場 所：港区役所 11階 会議室 

 メンバー参加者：19名中 12名出席、7 名欠席 

 事務局：4 名（国際化・文化芸術担当課長、国際推進担当、産業振興係、企画経営部企画

課グループ担当）、委託事業者 1名 

 

■会議次第 

 （開会） 

 1 テーマ「文化芸術」について【ワールド・カフェ方式にて】 

 2 その他 

（閉会） 

 

 

 

■配付資料 

 資料番号 資料名 

1 第 4 グループ アイデア抽出用紙（テーマ別フレーム） 

2 産業・国際化・文化グループ（第 4グループ）会議録（第 2回） 

 

■配付冊子 

 資料番号 資料名 

1 港区文化芸術振興プラン 

2 港区文化芸術振興プラン（概要版）－事前配布済（郵送） 

参考資料 文化芸術のみなと「ミナコレ」パンフレット 

 

■貸与資料 

 資料番号 資料名 

1 港区基本計画 
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■会議要旨 

 

（開会） 

 事務局より、第 2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 テーマ「文化芸術について」【ワールド・カフェ方式にて】 

事務局より、「港区文化芸術振興プラン」および「港区文化芸術振興プラン（概要版）」

に基づいて、港区の文化芸術についての説明が行われた。 

まず、文化芸術振興施策の主要事業である「ミナコレ」では、港区内の 31の美術館、

博物館をミュージアムネットワークとして夏休み期間に様々なイベントを集中して行

うことが紹介された。 

「港区文化芸術振興プラン」は、文化芸術に関する資源が多く、国際色が豊かであ

る港区の恵まれた環境において、文化芸術振興をより一層効果的・効率的かつ総合的

に推進し、心豊かな区民生活と、魅力ある地域社会を実現するという目的で策定して

いる。主な内容として、平成 18 年「港区文化芸術振興条例」を制定し、文化芸術振興

を進めていること、プランには文化芸術に関わる庁内の 200 以上の事業が記載されて

いること、プランの期間やプランにおける文化芸術の範囲、多様な文化芸術を担う活

動主体が存在することを認識したうえで、区役所はこれらの主体間の連携・協力のた

めのつなぎ手としての役割を重要と考えていること、①活動主体と情報、②地域の文

化、③国際化、④まちづくり、⑤人材育成と環境整備の５つの視点で施策を展開して

いくことなどが説明された。 

 

（主な意見等） 

リーダー：港区タウンフォーラムで提言を出させていただく内容は、来年からの基本 5

か年計画に反映をしていただく認識だが、今年から 29年までの計画となっ

ている「港区文化芸術振興プラン」には反映されないのか。 

事 務 局：「港区文化芸術振興プラン」P6 のプランの期間において、26 年度と 27年度

の間に改定（見直し）を行うことを示している。計画全体を改定するか否

かについては未だ検討してないが、今回の提言を反映できる余地は残して

いる。 

リーダー：以前「国立新美術館」に行った際に、施設内で無料のコンサートが行われ

ていて、入場は無料ということもあり、非常に良い機会だった。あのよう

な取組みは、美術館の運営ということで区は関係していないのか。 

事 務 局：「国立新美術館」で行われているロビーコンサートに区は直接関わっていな

いが、あのようなスタイルは大事だと思っている。今年から「文化芸術ネ

ットワーク」ということで、文化芸術に携わる美術館、博物館、音楽ホー

ルなどとの連携を促進するため会議を立ち上げる予定である。そのような

ところで異業種交流のようなことが出来ないかと思っている。 
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参 加 者：区の役割として、様々な分野を“つなぐ”ということが重要であるという

ことだったが、区内だけでなく外部の組織とつなぐ役割ということも考え

ているのか。 

事 務 局：確かに外部との関係をつなぐことも大事なことだと思うが、区内で足元を

つながないうちに区外へ広げるのはよろしくないと感じている。まずは区

内をつなぐということで、「文化芸術ネットワーク」も区内にある様々な組

織と手をつなぎたいと考えているものである。 

参 加 者：「港区文化芸術振興プラン」は 5年間の計画だということだったが、単年度

で行われる事業と継続して行われる事業の違いはどのようなことなのか。

例えば、2～3 年程前に区民とともにつくるオペラ公演「椿姫」に自分の妻

が応募し、一生懸命覚えて、歌って、友人も出来たりと非常に喜んでいた。

それが毎年あるわけではないので、非常に残念がっている。 

事 務 局：｢椿姫｣の公演は「文化事業フェスティバル」という事業の一環で行ったも

のであり、「文化事業フェスティバル」自体は継続して実施し、本年度で 5

年目を迎えている。しかし、毎年同じ出し物だと、参加する方が限られる

ということがあり、また、観客側の区民もいるので、演目もオペラ、オペ

レッタ、ダンス、和楽器と洋楽器のコラボレーションなどと毎年分野を変

えて実施している。今年も和楽器と洋楽器のコラボレーションを行う予定

で、琴や三味線、日本舞踊、合唱などを入れて、150 名の区民の方に練習に

参加してもらい、サントリーホールの小ホールで大々的に公演することに

なっている。よろしければ、奥様にもご参加頂ければと思う。 

参 加 者：このような情報はどこにＰＲしているのか。どのように外国人も分かるよ

うに広報しているのか。 

事 務 局：一つは区のホームページにおいて日本語と英語等の多言語で公表している。 

参 加 者：ホームページで自動翻訳されている英語は、英語とは言えない。 

事 務 局：港区のホームページの自動翻訳が分かりにくいというご指摘は、他の会議

でも指摘されている。翻訳精度を上げるために、担当課で現在検討中であ

ると聞いている。他の情報媒体としては、英字広報紙「Minato Monthly（ミ

ナトマンスリー）」を配布し、様々な情報を掲載している。 

参 加 者：外国人でも参加したいと考える人はいると思うが、自分の場合、南麻布に

住んでいて、港区よりも渋谷区の方が近く、広報紙も英字広報紙「Minato 

Monthly（ミナトマンスリー）」も手に入らない。 

事 務 局：様々な会議で、外国人の方に対して情報が行きわたっていないとご指摘を

いただく。会議で事業についての説明をすると「初めて聞いた、そんな有

益な情報をなぜ教えてくれないのか。」という意見はいつも言われているこ

とである。今後どうしていくべきかを今回の会議も踏まえて検討していき

たいと考えている。今回は「文化芸術」がテーマだが、「国際化」について

は、またこのグループ会議で 11 月に議論する機会があるので、そこでまた

色々とご意見を頂いて、港区の施策が外国人の方々に本当に届くためにど
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うしたら良いかを考えていきたい。 

 

ワールド・カフェ方式で議論をした後に、ホスト役より小グループで議論された意

見についての紹介が行われた。 

 

（1）A グループ 

 港区の中でアート活動に利用できる場所が限られているのではないか。これにつ

いて 2つの視点があり、1つ目は、大学のような誰でも入れる立派な施設があるに

もかかわらず利用できていないこと、2 つ目は、アートの練習やパフォーマンスを

する人が、公会堂などの閉じた空間で行っているということである。中国等に行

くとその違いがすぐにわかるが、皆に見てもらいたいというメンタリティで、多

くの人が公園で歌っていたりする。日本人の場合は、恥ずかしいと思ってしまう

傾向があるが、オープンスペースを提供し、練習やパフォーマンスをやってもら

えれば、周りの人も見ることが出来るし、アーティストも自分のアイデアを外に

広げているという感覚になれると考える。増上寺のような開放的な空間で、イン

スタレーションのようなものを作って、アートがしやすい場づくりも出来ればい

いのでないか。 

 情報の不十分さには不満が多く、英字広報紙「Minato Monthly（ミナトマンスリ

ー）」には大きなイベントの情報が載っていると思うが、手に入りづらいというこ

とである。駅やコンビニにあればすぐに手に入るし、家に届けてもらうのがベス

トである。本当は隣近所でイベントの情報交換を行える関係が理想であり、現状

は挨拶でさえも希薄な関係でかなり根本的な改革が必要だが、そのような関係が

あれば、地域の情報交換が出来るのではないか。 

 お祭りが地域で小さくまとまってしまっている。外国人の視点からすると、情報

を知った時点で既にイベントが終わってしまったと感じるものが多いので、地域

ごとに分けず、神輿を出すなどのルート設定を行うなど、大規模に実施できると

良い。 

 日本人と外国人が同じことをすると親近感がわいて良いのではないか。例えば、

京都のＭＫタクシーで、着物着用による割引があり、皆が着物を着たくなるだろ

うし、みんなが着物を着ていることでお祭りだと認識できたり、同じ格好してい

ることで知らない人と話が出来たりと交流が生まれるのではないか。 

 大阪でイタリアンフラッグショーを呼んですごく盛り上がったという話があり、

東京都でも海外のアーティストを呼ぶことはあると思うが、港区だけでも出来る

だろうし、そのようなことも交流につながるのではないか。 

 港区は多国籍な文化があり、多彩なアイデアを持っている人が多い。しかし、そ

の港区において国際化が出来ていない、外国人の意見が取り入れられていないと

言っていること自体が問題である。最近の流れでＴＥＤｘ（テデックス）という

ＮＨＫでも特集されているプレゼンテーションがあり、広げるのに価値のあるア

イデアを教え合いましょうという趣旨で行われている。そこでは、地域性の強い
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テーマも多く、ＴＥＤｘ東北、ＴＥＤｘ大阪等が行われている。ライセンスをも

らえれば簡単に開くことが出来るものなので、「ＴＥＤｘ港区」を行い、各分野、

テクノロジー、エンジニアリング、デザインの色んな人を呼んで、アイデアをシ

ェアする場を作れば、色んな形で盛り上がることができ、交流することが出来る

のではないか。 

 

（2）B グループ 

 港区の良いところとして、歴史的な建造物があるなど、増上寺、泉岳寺、サント

リー美術館など豊富なことが港区のひとつの特徴であり、文化芸術の資源が他の

自治体に比べても多い。 

 六本木ヒルズなどの新しい建物も一つのアートとして考えられるのではないか。 

 数多くあるアートの要素をプラスアルファで活かしていくという視点と、それが

伝わっていない現状もあるので伝えていかなければならないという視点がある。 

 今あるものをうまく組み合わせていく、プラスアルファをつくっていくという話

では、美術館でただ見るだけではなく、そこにミニコンサートを取り入れて楽し

むイベントを行ったり、フランスの絵を見た後にフレンチを食べるというアート

と食のコラボレーションなどを上手く取り入れていくことによって、どんどんア

ートのまちというイメージが高まっていくのではないか。 

 上手く情報が伝わっていないという問題がある。英字広報紙「Minato Monthly（ミ

ナトマンスリー）」があるとはいえ、アートの情報があまり載っていない、「出前

講座」に文化芸術分野のことが書いてあるにもかかわらず、これを手に入れる日

本人すら少ないという現状である。改善策として、メールマガジンで港区が情報

を発信していけば、これまでのように港区のウェブサイトに行かないと情報が得

られないのではなく、情報が入って来るので、そこから気になってウェブサイト

にアクセスできるようになり、効果的な発信が出来ると考える。また、情報紙も、

スーパーマーケットなどの人が多く集まる場所に置くことによって、手に取って

いく人が増えるのではないか。 

 色々な自治体に掲示板があるが、そこにイベントカレンダーを掲載することによ

ってウェブサイトで調べるきっかけをつくるようにすればいいのではないか。 

 旅行代理店が旅行者向けに様々な情報を発信している。外国人の旅行者はツアー

を組むというよりも、日本に来てからお勧めの場所を聞いてくることが多いので、

旅行代理店と上手く連携することにより、民間を通してアートの情報を港区から

も発信できるのではないか。 

 

（3）C グループ 

 情報を置く場所については区役所など限られているが、情報誌を発行日に取りに

来る人がどのくらいいるのかという視点もあり、新聞に入っていたりするからこ

そ、目に留めることが出来ると考える。例えば、シニアボランティアの方にお願

いして、郵便ポストに直接広報を入れるのはどうか。 
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 英字広報紙「Minato Monthly（ミナトマンスリー）」については、各家に配るのも

大変なので、外国人の利用者が多いスーパーやレストランなどに置いて効果的に

取ってもらう方法もあるのではないか。また、期間限定で駅等に置くことで、住

んでいる人はもちろん、住んでいない人に対しても情報発信が出来るので、より

イベントに人が集まりやすくなるのではないか。 

 紙面の場合は印刷代や人件費もかかるので、メールで配信し、詳しい内容はホー

ムページで見てもらえるようにアクセス先が載っているようにする。そうすれば 2

～3 行の紹介文だけで済む上に、人件費もそれほどかからず、今いる方の中で実施

できると考える。ただ、全ての人がＥメールを利用できるわけではないので、Ｅ

メールも広報も登録制にすることで、全体に上手く情報を伝えていけるのではな

いか。 

 博物館や美術館では、チケットをセットにすることで割引を設けたり、入場しや

すくしたりすれば、多くの人が来やすくなるのではないか。 

 神社仏閣で英語の表記が徹底されていないため分かりづらい。さらに、英語の表

記自体が正確ではないので、せっかく歴史を知りたくて来ているのにも関わらず、

見学に来た意味がないということになってしまう。日本人で出来ない部分は外国

の方にお願いする等の協力を求めることも方法である。 

 歴史に触れる入り口として、ウォーキングを今よりも他の区を含めて大々的に行

ったり、駅等場所を限定して観光イベントを行ったり、駅の場所を使ってオープ

ンスペースを使ったイベント等を行えば良いのではないか。 

 

4 その他 

次回の日程について、事務局より確認を行った。第 4回グループ会議は 9月 11日（水）

19 時～で、会場は今回と同じ 11 階会議室で開催する。次の小テーマは「産業」という

ことで商店街振興、中小企業振興などについて考えていただき、今回同様ワールド・

カフェ方式で実施をするので、改めて開催通知にてご連絡する予定である。 

文化芸術に関する資料として、ミュージアムネットワークの最新情報の冊子や Kiss

ポート財団の情報誌、ミナコレの英語版などを用意していただいたので参考にしてい

ただきたい。 

 

（閉会）リーダーが、第 3 回グループ会議の閉会を告げ、終了。 

 以上 


