
指摘・意見 項　　　目 指摘・意見の内容 改善内容 改善措置公表日

意見
観光振興に関する全庁的な意識
向上について

観光振興は、観光政策担当のみの力でなしうるものではなく、全庁的な取り組みが欠
かせないことから、観光政策担当以外の部門においても、観光振興の担い手としての
当事者意識をもち、全庁的な推進体制で取り組むことを期待したい。

第３次港区観光振興ビジョン（平成30年度～平成35年度）に基づき、
全庁横断的な連携を図った事業を展開し、効果的かつ継続性の高い観
光振興の実現に向けて取り組んでいます。

令和2年5月19日

指摘
港区観光振興連携会議の位置づ
けについて

区と港区観光協会が開催している港区観光振興連携会議は、区の観光施策に関する相
互協力や連携についての議論を行う場として重要な役割を担うものであるため、その
位置づけを明確にする必要がある。

第３次港区観光振興ビジョン（平成３０年度～平成３５年度）におい
て、「港区観光振興連携会議」を、港区観光協会、港区商店街連合
会、東京商工会議所港支部等と港区の観光振興に関する意見交換及び
情報交換を行う場として位置づけ、連携を強化する旨明記しました。

令和元年5月20日

指摘
観光振興連携会議打合せ記録の
作成について

港区観光振興連携会議では、区の観光振興に関する役割のあり方など、今後の観光施
策・事業展開にとって有用な議論がなされているため、議論した内容を有効に活用で
きるよう、打合せ記録を作成する必要がある。

平成２９年４月の平成２９年度第１回会議から、毎回打合せ記録を作
成し、共有するなど改善を図っています。

令和元年5月20日

意見 観光情報の整理集約について
区では多種多様な観光情報を発信しているが、観光情報が重複あるいは分散してお
り、観光客にとってわかりづらい。情報発信の入り口は一元化するなど、情報を整理
集約し、観光客にとって有用な情報発信を行う必要がある。

平成30年度の(一社)港区観光協会ホームページのリニューアルに伴
い、区ホームページ上の観光情報と区観光アプリのデータを、観光協
会ホームページに移行・統合し、情報の一元化を図りました。また、
複数ある観光冊子のうち、他冊子と情報が重複する「観光ガイドブッ
ク」と「港区商店街まち歩きＭＡＰ」は、平成30年度をもって事業を
廃止しました。

令和2年5月19日

意見
観光情報誌のそれぞれの役割の
明確化について

「港区観光マップ」、「港区観光ガイドブック」、「港区歴史観光ガイドブック」を
作成しているが、それぞれの目的や役割の違い、ターゲットとする観光客などが明確
でないため、明確化する必要がある。

「港区観光マップ」は、観光客に対して周遊に役立つ地図情報を発信
することを目的とすることを平成３０年度から仕様書に明記しまし
た。
また、「港区歴史観光ガイドブック」は、観光客のみならず区民も対
象とし、幅広い対象に対して史跡・旧跡の歴史的経緯や成り立ちにつ
いての情報を発信することを目的とすることを仕様書に平成３０年度
から明記し、対象者を明確化しました。
「港区観光ガイドブック」については、観光情報の整理集約の観点か
ら、平成３０年度をもって事業を廃止しました。

令和3年5月17日

意見 各観光情報誌の配布先について
各観光情報誌を、地域住民が主たる利用者である区有施設に一定数配布しているが、
国内外に観光情報を発信するためには、観光インフォメーションセンターなど、観光
客が訪れ入手しやすい場所により多く配布する必要がある。

平成３０年度から、観光情報冊子は、浜松町駅構内の港区観光イン
フォメーションセンターや区と連携している民間のインフォメーショ
ンセンター、羽田空港をはじめとした東京都観光案内所など、観光客
が訪れ入手しやすい場所に、より多く配布しています。また、令和２
年度には新たな配布先の開拓として、旅行代理店を通じて中国の旅行
会社へ送付したほか、修学旅行計画の参考資料としてもらうべく各道
府県の教育委員会へも送付しました。

令和3年5月17日

意見
観光情報提供用メールマガジン
の登録状況の改善について

観光情報提供用メールマガジン（港区メルマガ）の登録者数が伸び悩んでいるが、ア
クセス方法にもその一因があると思われるため、アクセスがより容易になるよう方法
を検討し、登録者数が増加するような方策を講じる必要がある。

これまでは、中小企業向けのサイトとして定着している「ＭＩＮＡＴ
Ｏあらかると」内での登録画面公開を中心に、メールマガジン登録を
呼びかけていました。登録者数の増加を促すため、区ホームページ上
での情報掲載に加え、平成３０年度末にリニューアルする港区観光協
会ホームページ内にメールマガジンへの登録導入画面を表示し、より
観光客の目に留まるよう改善を図ります。

令和元年5月20日
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指摘・意見 項　　　目 指摘・意見の内容 改善内容 改善措置公表日

意見
広報紙・地域情報紙（誌）にお
ける港区メルマガの周知につい
て

港区メルマガでは、観光モデルルートの紹介において、商店街情報など区民にとって
も興味深い内容も含まれているため、広報紙・地域情報（紙）誌においても周知する
必要がある。

区民等への周知のため、令和２年６月に、メルマガ登録を促進するポ
スター及びチラシを作成し、区民が多く訪れる区有施設のロビーなど
で配布しました。
メールマガジンによる観光情報の発信は令和２年度で終了し、今後
は、区や観光協会のＳＮＳ等を活用して、より効果的かつ迅速な情報
発信を進めます。

令和3年5月17日

意見
港区メルマガの配信内容につい
て

港区メルマガの情報量が多く、読み飛ばされるなど、有用な情報が十分に伝わらない
可能性も高まると思われるため、ボリューム（字数）のあり方など配信内容を検討す
る必要がある。

平成３０年４月のメルマガから、記事のボリュームを減らすととも
に、情報量に合わせ適度に写真を挿入するなど、文字と画像のバラン
スに配慮した読みやすいメールマガジンへと構成を工夫することで改
善を図りました。

令和元年5月20日

意見
「東京AR」の今後のあり方につ
いて

「港区観光マップ」にスマートフォンをかざすと観光施設等の情報を動画で見ること
ができる「東京AR」の利用状況が低迷しているが、改善するにも限界があると考えら
れるため、継続の有無も含め、事業のあり方を検討する必要がある。

利用状況等を検討した結果、「東京AR」のサービス提供は平成３１年
３月末に終了しました。「東京AR」により提供していた観光スポット
等を紹介する動画機能については、港区観光協会ホームページへ引継
ぎ、活用しています。

令和2年5月19日

意見
「港区まち歩きナビ」の利用拡
大について

GPS機能を活用した「港区まち歩きナビ」の利用状況も低迷しているが、アプリをダウ
ンロードするだけで利用可能であるため、周知の拡大に努め、利用状況を改善する必
要がある。

利用状況等を検討した結果、「港区まち歩きナビ」アプリは平成31年
３月末に廃止しました。アプリで提供していた、観光スポット等を
GPS機能により紹介する機能、オリジナルの散策ルートを設定できる
機能については、港区観光協会ホームページへ引継ぎ、活用していま
す。ホームページで利用することが可能となり、利便性が向上しまし
た。

令和2年5月19日

意見
ワールドプロモーションの効果
検証について

「港区ワールドプロモーション映像」をより効果的なプロモーション素材として活用
できるよう、視聴人数などの目標値を設定し、効果を検証し、改善を繰り返していく
ことで、根拠をもって継続できるプロモーションを進めていく必要がある。

第３次港区観光振興ビジョン（平成３０年度～平成３５年度）におい
て、港区ワールドプロモーション映像の発信に関する活動指標として
YouTube動画視聴回数を年度ごとに設定しています。また、「港区
ワールドプロモーション映像発信業務委託」では、配信を行う国ごと
に時期や活用する配信媒体等、より詳細な視聴ターゲット層や目標視
聴回数を設定するとともに、その都度それぞれのターゲットや期間ご
との効果検証を踏まえ、映像プロモーションを最も効果的に展開でき
るよう平成３０年度に改善を行いました。

令和元年5月20日

意見 フェアのあり方の検討について
フェアは、港区内の伝統工芸やものづくり産業の紹介にとどまっている状況にあるた
め、伝統工芸やものづくり産業の技術を観光資源として捉えてもらい、観光による産
業の発掘・振興に結びつくよう、フェアのあり方を検討する必要がある。

平成30年11月９日、10日に「第７回港区ものづくり・商業観光フェ
ア」を開催しました。港区の匠の技術、商店街や観光資源などの魅力
を展示、実演及び体験を通して発信することで、区内のものづくり、
商業及び観光の振興と地域の活性化を図ることを目的としたイベント
として展開しました。

令和元年5月20日

意見
港区の観光施策における港区観
光協会の位置づけの明確化につ
いて

港区観光協会は、港区の観光施策の一翼を担う主体であり、その役割は重要である。
区の補助事業及び委託事業や区が直接実施している事業との整理等を行うためにも、
港区及び港区観光協会が担う役割を明確化する必要がある。

第３次港区観光振興ビジョン（平成30年度～平成35年度）において、
ビジョンの実現に向けた推進体制として港区と港区観光協会の連携を
掲げ、区が実施する観光施策に基づき観光協会が事業を実施するな
ど、それぞれが担う役割を明確化しました。

令和2年5月19日

意見
港区観光協会の組織体制の強化
について

港区観光協会は、組織・人事・財務面が脆弱であるため、今まで以上の役割や機能を
担うことを求めるのであれば、常勤役職員の配置や事務局職員の強化等を含む組織体
制の充実や会員企業の積極的な協力が必要である。

港区観光協会は平成３０年６月の法人化を契機に、自主的な事業立案
を目的とした会員主体の新たな部会を設置し、区も参画しています。
今後の将来的な事業展開等を踏まえ、観光協会と意見交換を行いなが
ら、区として必要な支援を行います。

令和3年5月17日

2



指摘・意見 項　　　目 指摘・意見の内容 改善内容 改善措置公表日

意見
港区の観光情報の一元的な発信
について

港区の観光情報の発信元が一元化されておらず、観光客にとっての利便性が低いた
め、今後、観光情報を集約し、港区観光協会のホームページから発信する枠組みとす
るなど、情報発信の一元化を図ることが望ましい。

平成30年度の(一社)港区観光協会ホームページのリニューアルに伴
い、区ホームページ上の観光情報と区観光アプリのデータを、観光協
会ホームページに移行・統合し、情報の一元化を図りました。また、
複数ある観光冊子のうち、他冊子と情報が重複する「観光ガイドブッ
ク」と「港区商店街まち歩きＭＡＰ」は、平成30年度をもって事業を
廃止しました。

令和2年5月19日

指摘
「とっておきの港区」の回収冊
数の把握について

シティプロモーションツール「とっておきの港区」は、新号発刊の際に旧号を回収し
ているが、回収冊数が把握されておらず、観光客が持ち出した冊数や廃棄冊数も把握
できないため、適切に回収冊数を把握する必要がある。

2017年冬号分から（平成３０年３月から）ホテルに残数の回答または
回収を依頼するようしました。

令和元年5月20日

意見
「とっておきの港区」の持ち出
し促進について

「とっておきの港区」は、宿泊者が実際に手に取り、区内を周遊することで、区の魅
力を感じてもらうことが重要であるため、「Take Free」の文字を明瞭にするなど、持
ち出し活用してもらえる方法を検討する必要がある。

「とっておきの港区2018夏号」より、表紙の「Take Free」の表記を
大きくしました。その結果、「Take Free」の表記が小さかったとき
よりもホテルへの補充数が増加しました。

令和元年5月20日

意見
「とっておきの港区」の有効活
用について

「とっておきの港区」は多数の残部が出ているため、ターゲットを区内のホテル宿泊
者のみに限定する必要性はなく、国際交流イベントなど、区の魅力を国内外に発信で
きる場を利用して、有効活用する必要がある。

平成30年度からホテル客室への配置の他、世界最大級の旅の祭典
「ツーリズムEXPOジャパン」への港区ブース出展時、区内の民泊事業
者への配布、MINATOシティプロモーションクルー認定事業者への配
布、「いわき市在京・地元各界交流の夕べ」港区ブースでの配布など
活用の幅を広げ、今まで以上に国内外から訪れる来街者へ区の魅力を
発信することとしました。

令和元年5月20日

意見 修了要件の見直しについて
港区観光ボランティアガイド育成講座については、座学講座だけでなく、実践的な講
座（受講生自らが考えたコースを実際に巡るモニターツアーなど）への参加を修了要
件とすることも検討する必要がある。

平成３０年度のボランティアガイド育成講座より、受講生自らが考え
たコースを実際に巡るモニターツアーなどの実践的な講座の参加を必
須として、修了者を決定しました。

令和元年5月20日

意見
未修了者からの受講を断念した
理由の聴取について

観光ボランティア育成講座は、毎年2割前後の未修了者が発生しているため、未修了者
から受講が継続できなかった理由を聴取し、講座運営方法等の改善に役立て、未修了
者を少なくする必要がある。

平成３０年度から、受講を継続できなくなった受講者に理由を聴取し
ています。未修了の理由は、異動や介護、体調不良等のやむを得ない
理由によるものが多く、講座の日程・継続可能な環境の整備が問題で
はないと考えますが、引き続き受講生が継続しやすい環境づくりを工
夫します。

令和3年5月17日

意見
受講者選定方法の見直しについ
て

観光ボランティアガイド育成講座の受講者を抽選で決定しているが、未修了者が生じ
ていることを考慮すると、受講希望者とのミスマッチを解消するため、面談を実施す
るなどの選定方法を検討する必要がある。

ボランティア育成講座については、平成３０年度から抽選ではなく、
書類選考として応募者に志望理由や設問項目を記載いただいた申込用
紙から判断しています。申込用紙内に設問項目を含めているため、面
談の代替手段になっています。

令和元年5月20日

意見
プロポーザル方式による事業者
選定及び複数年度契約の検討に
ついて

観光ボランティアガイド育成支援業務委託は、講座カリキュラムなどの質的面も重要
であるため、プロポーザル方式が望ましい。また、育成講座の経験等を次年度カリ
キュラム等に反映させるため、複数年度契約も検討する必要がある。

令和元年度の観光ボランティアガイド育成支援業務については、プロ
ポーザル方式による事業者選定方式にて委託先を決定しました。これ
により、原則として５年間は同事業者への委託となるため、継続的で
質の高い講座カリキュラムの構築が可能となりました。

令和2年5月19日
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指摘・意見 項　　　目 指摘・意見の内容 改善内容 改善措置公表日

意見
港区・品川区・大田区合同の情
報発信の促進について

3区合同インフォメーションコーナーが設置されているが、パンフレットの配架にとど
まらせるのではなく、3区合同イベントを開催するなど、より積極的な活用を行い、港
区の魅力を向上させるような情報発信方法を検討する必要がある。

平成３０年度には、３区合同の情報交換会（観光部門所属の区職員や
観光協会スタッフによる意見・情報交換の場）を開催するなど、３区
での更なる連携に向けたネットワーク構築を推進しました。また、イ
ンフォメーションセンターにて、共通の観光資源を生かしたパネルの
展示やポスターの掲示等を行いました。

令和3年5月17日

意見
世界貿易センタービルの建て替
えに対する対応について

世界貿易センタービルの建て替え期間中及び建て替え後の観光インフォメーションセ
ンターの設置場所については、東京モノレールとの協議を進めるとともに、適切な設
置場所が確保できない場合の対策等を検討しておく必要がある。

世界貿易センタービルの建て替えに向けて、東京モノレールとの協議
を継続的に進めています。令和２年度については、現状の設置を継続
できることを確認しています。今後も東京モノレールと密に連携を図
りながら、工事の進捗に注視し、適切な設置場所の確保に向けて、協
議を進めます。

令和3年5月17日

意見
利用者へのアフターフォローに
ついて

英語での説明が難しい商品についてオーダーメイドの英語対応マニュアルを作成し、
上手く使いこなせるようアフターフォローも実施しているが、事業効果を広げるため
にも、多くの店舗が利用できるような方法を検討する必要がある。

各年度当初に港区商店街連合会を通じて案内し、令和元年度から外国
人の来訪が多い店舗の情報を集めダイレクトメールを送るとともに、
個別に店舗を訪問し案内しました。また、マニュアルを作成した店舗
に対して、他の店舗にも情報共有を依頼するなど１店舗でも多く利用
いただけるように取り組みました。なお、本事業は、店舗のニーズの
変化や他事業で多言語対応の環境が整ったことから、令和２年度を
もって事業を廃止します。

令和3年5月17日

意見
伝統工芸青山スクエアとの連携
について

伝統工芸青山スクエアは、港区内の施設であるが、港区の伝統工芸に関する紹介はな
されていない。港区の伝統工芸に関する情報発信を強化するためにも、伝統工芸青山
スクエアとのより一層の連携を図る必要がある。

冊子「港区の伝統工芸」を、平成30年1月から伝統工芸青山スクエア
で配布を始めました。また、伝統工芸青山スクエアに関する情報を、
港区観光情報メールマガジンや観光冊子「とっておきの港区」で紹介
するなど、相互に連携を図りながら、港区の伝統工芸に関する情報を
発信する体制が整いました。

令和2年5月19日

意見 伝統工芸継承者の育成について
近年、伝統工芸士の高齢化により、伝統工芸の見学や体験等の実施が困難な状況に
なってきているが、港区の伝統工芸を保護・育成していくため、他区の取り組みを参
考に、伝統工芸継承者を育成する取り組みを検討する必要がある。

平成３０年度に、港区郷土歴史館での「港区伝統工芸展示」と、日本
最大級の観光イベント「ツーリズムEXPO」内での伝統工芸実演を実施
しました。また、令和元年度には、伝統文化交流館で「伝統工芸パネ
ル展」を実施しました。
令和２年度は東京メトロと連携し、地下鉄池袋駅や地下鉄博物館での
展示を実施しました。若い世代が伝統工芸に興味を持ち、将来の職を
考えるきっかけとなるよう、今後も伝統工芸を紹介する様々な場を提
供していきます。

令和3年5月17日

意見
冊子「港区の伝統工芸」の在庫
管理について

冊子「港区の伝統工芸」について、今後の必要部数を客観的に把握することで追加印
刷が必要か否かの判断材料とするため、定期的な在庫数量の確認と在庫数量を記録し
た管理簿を作成する必要がある。

必要部数の把握のため、平成30年１月から配布実績表を作成し、毎月
在庫の確認を行うようにしました。

令和2年5月19日

意見 変身計画の対象について
商店街変身戦略プログラム事業計画では、単に多くの人を商店街に呼び込むというこ
とを漠然と訴えているような内容となっているが、事業の有効性を高めるため、取り
組みの対象を明確にする必要がある。

平成30年度から、各取組がより効果的なものとなるよう、対象となり
得る客層が明確になるようにしました。平成31年２月に策定した計画
では、当該商店街を頻繁に訪れる客層（40代・50代、外国人が多いな
ど）を意識したイベント開催や情報発信、景観づくりなどの取組を計
画に盛り込みました。

令和2年5月19日

意見
区作成冊子における個別事業者
の紹介について

「まちあるきMAP」に個別事業者を掲載しているが、区が実施する事業で個別事業者を
紹介する場合には、公平性をもっと実質的に考慮することと、民業圧迫にならないよ
うにすることを念頭に明快な基準を設けて実施する必要がある。

商店街まちあるきMAPは、港区商店街連合会や一般社団法人港区観光
協会の協力を得て作成してきました。掲載店舗を選定する際には、ま
ちの環境美化など、区の取組に賛同・協力している点を基準に、各商
店会からの推薦をもらうことで、公平性を考慮しています。なお、本
冊子については、観光協会が作成する観光情報誌への情報集約に伴
い、平成30年度をもって事業を廃止しました。

令和2年5月19日
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指摘・意見 項　　　目 指摘・意見の内容 改善内容 改善措置公表日

意見
区作成冊子における個別事業者
の紹介について

「港区商店グランプリ受賞店舗ガイド」には個別事業者の紹介が欠かせないという背
景はあるが、区が発行するのであれば、個別事業者を紹介する場合には明確に基準を
設ける必要がある。

「港区商店グランプリ」は、地域のにぎわいと人々の暮らしを支える
商店街の店舗支援策の一環であり、「港区商店グランプリ受賞店舗ガ
イド」では、中小企業診断士や一般区民を含めた審査会において、商
品・サービス、外観、店内（内装）等の審査項目に基づき審査した結
果により受賞した店舗を紹介しています。加えて、令和元年度から審
査基準をより明確に示すため、受賞店舗の表彰式において審査委員か
ら審査項目を含め審査の経過を報告するようにしました。

令和2年5月19日

意見
外国人の意見等の積極的な取り
入れと情報発信について

観光ボランティアガイドの外国人利用の促進のためには、外国人の実際の意見等を積
極的に取り入れ、ガイドコース設定や説明方法等に反映するほか、外国人に外国語で
情報発信してもらうなどの方法を検討する必要がある。

外国人を含むツアー参加者にアンケートを実施するようにして、その
結果を踏まえ、令和元年度は、外国人が関心を持つ日本文化体験ツ
アーや夜の舟運ツアーなどの企画を立案しました。また、情報発信に
あたっては、（一社）港区観光協会が発信している多言語SNSや、平
成31年４月にリニューアルした（一社）港区観光協会のホームページ
を活用し、幅広く事業周知をするようにしました。

令和2年5月19日

意見
広域的なツアーコース設定の促
進及び地区の組織等との連携に
ついて

観光ボランティアガイドの利用促進のため、港区内だけでなく隣接地域も含めた広域
的なツアーコースを設定することや他区のボランティアガイド組織と連携しツアーを
共同開催することを検討する必要がある。

平成２９年度から、人気の高い舟運ツアーの中で、港区の魅力だけで
なく、隣接する品川区や江東区の観光スポット等を効果的に紹介して
います。また、港区観光ボランティアの会が主体となり、大田区、墨
田区の観光ボランティアとの交流ツアーの企画を調整しており、新型
コロナウイルス感染症の収束後に実施する予定です。

令和3年5月17日

意見
観光ボランティアガイドの組織
化について

「港区観光ボランティアガイドの会」の規模の拡大により、意思決定の明確性、責任
の明確性、会員の統制能力等の面で求められる水準が高くなることから、区は観光ボ
ランティアガイドの会の法人化等について検討する必要がある。

平成３０年度に「港区観光ボランティアの会」に確認したところ、会
の総意として、現状のボランティア団体としての活動を望んでいるこ
とから法人化はしない、という意思を示しています。任意団体ではあ
りますが、組織としての意思決定や責任を明確化するために会則を定
め、定例会や総会を行い、組織規模が拡大した場合でも効率的な組織
運営ができるよう幹事が中心となって取り組んでいます。区としても
会の意思を尊重しながら、必要な支援を行います。

令和3年5月17日

意見
観光ボランティアガイド紹介パ
ンフレットの配布先について

観光ボランティアガイド紹介パンフレットを配布する際には、協力先のホテルを区内
に限定することなく、外国人観光客の移動実態等を踏まえ、区外のホテルを含めて配
布先を選定する必要がある。

観光ボランティアガイド紹介パンフレット（まち歩きコースＭａｐ）
を区外にも広く発信できるよう、平成３０年度から電子データを観光
協会ホームページ等に掲載し、多言語で紹介するなど、幅広い情報発
信に努めています。また、令和２年度には、東京都庁内にある東京観
光情報センターや丸の内ＫＩＴＴＥ内にある観光案内所など、外国人
観光客の利用が多い場所を中心に、区外でも積極的に配布しました。

令和3年5月17日

意見
観光ボランティアガイド以外で
のボランティアの活用について

外国人観光客の増加に対応するためには、観光ボランティアガイドによるまち歩きガ
イドだけでなく、外国人観光客に対する通訳や道案内・乗換案内などの人的サポート
を行うボランティアの育成を検討することが必要である。

平成３０年度から、港区観光ボランティアガイド育成講座のカリキュ
ラムに通訳案内の視点を取り入れています。また、平成３０年度か
ら、外国人観光客に対する通訳や道案内・乗換案内などの人的サポー
トとして、港区観光ボランティアの会が観光スポットを基点としたま
ち歩きガイドを行い、外国人観光客に対し、通訳や道案内等の人的サ
ポートを行っています。

令和3年5月17日

意見
大使館等周遊スタンプラリーと
商店街ワールドカードラリーと
の連携について

大使館等周遊スタンプラリーと商店街ワールドカードラリーは、それぞれが独立して
いるが、更なる賑わいの創出をもたらすため、連携を図り、両方のイベントに参加し
てもらう方法を検討する必要がある。

大使館等周遊スタンプラリーと商店街ワールドカードラリー両方の連
携を図るため、平成30年度はワールドフェスティバルパスポートを増
刷し、カードラリー参加店舗にもパスポートを配布することで、限定
されていた配布場所も広範囲となり、またカードラリーへの参加も促
す取組を行いました。
また、スタンプラリーで集めたスタンプ数とカードラリーで集めた
カード数を合わせて抽選会に参加できるよう仕組みを改善しました。

令和元年5月20日
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指摘・意見 項　　　目 指摘・意見の内容 改善内容 改善措置公表日

意見
商店街ワールドカードの配布実
績等の把握について

商店街ワールドカードの各店舗への配布実績を把握するとともに、各店舗にアンケー
トを実施するなどして、用意すべき枚数等を検討し、商店街ワールドカードラリーを
効果的に実施する必要がある。

港区商店街連合会会議に参加して触接意見を聴取する等して効果的な
実施方法について検討を行いました。令和元年度からは、店舗でカー
ドを配布する方法から参加者が商店街を巡ってスタンプを収集するス
タンプラリーに変更し、スタンプラリーの台紙の残数から参加状況を
把握し、効果検証できるようにしました。

令和2年5月19日

意見
商店街ワールドカードラリーに
関する店舗への情報伝達の徹底
について

一部の店舗で詳細が伝えられないまま参画になっていた事例があったが、商店街が一
体となって商店街ワールドカードラリーを盛り上げていけるよう、イベント内容等に
関する情報伝達を徹底する必要がある。

平成30年度は参加店舗のエントリーシートに事業説明の要否について
項目を追加し、説明が必要な店舗には担当者が直接店舗に伺うなど説
明を行いました。また、参加店舗を増やすため、職員が実際に商店街
店舗へ足を運び、事業説明と参加をお願いしたところ、平成29年度と
比較して、前回不参加だった店舗から新たに23店舗増やすことができ
ました。

令和元年5月20日

意見
全国交流物産展の参加者へのア
ンケートの実施について

毎年開催している「全国交流物産展in新橋」の運営方法等を改善し、レベルアップを
図るため、実施結果の評価にあたっては、物産展来場者と地方都市等の参加団体の両
者に対して、アンケートを実施する必要がある。

平成30年度から従来のアンケートの対象者に来場者を加えて実施し、
多くのご意見をいただきました。アンケートで集約した意見は、次年
度以降の開催内容に適宜反映します。

令和元年5月20日

意見
全国交流物産展に広く区内外か
ら来場を促す工夫について

全国交流物産展は、オフィス街である新橋という土地柄から近隣に勤務する人が来場
者の大半を占めていると推測されるが、観光振興の観点からは、近隣だけでなく、広
く区内外から来場を促す工夫が必要である。

広く区内外から来場者を促すため、令和元年度から、区の事業に参画
している企業の店舗へのチラシ設置や、物産展参加の各自治体による
情報発信など、事業周知の強化をしました。また、会場近隣の駅への
ポスター掲示や各種イベント情報をまとめたWebサイト等への掲載に
より、さらなる周知を図りました。

令和2年5月19日

意見 区内温泉のPR推進について
区内温泉を「ハレノヒ」に掲載しているが、十分に周知されているとはいえないた
め、「とっておきの港区」など各観光情報誌への掲載も検討し、区内外へのPRを推進
していく必要がある。

区内の温泉について、「とっておきの港区」平成３０年秋号及び令和
２年夏号に掲載したほか、港区観光協会のＳＮＳ等にも掲載し、区内
外へ積極的に周知しました。

令和3年5月17日

意見
歴史フォーラム参加者の拡大に
ついて

抽選の結果、歴史フォーラムに参加できなかった応募者がいるが、可能な限り希望者
に参加してもらえるように、契約履行開始日を早くしたり、開催会場を区が自ら手配
したりするなどの方法を検討し、参加者を拡大する必要がある。

令和元年度は、委託契約前に区が手配して大きな会場を確保しまし
た。また、集客力の低い時間帯を避けて開催し、より多くの参加者を
受け入れられるようにしました。

令和2年5月19日

意見
観光客に対する災害情報等の発
信について

港区の観光アプリ内に防災情報コンテンツが未整備となっているため、観光庁が提供
している外国人旅行者向け災害時情報提供アプリ（Safety tips）の周知を図るなど、
観光客向け災害情報提供について検討する必要がある。

観光客に防災情報を発信していくため、観光冊子「とっておきの港
区」や「港区観光＆マナーブック」内に、災害時情報提供アプリ
「Safety tips」（観光庁提供）や港区防災アプリに関する情報を令
和元年度から掲載し、周知しました。

令和2年5月19日

意見 事業の波及効果について
にぎわい創出のため「芝の名店　探訪マップ」を作成したが、引き続き、新虎通り周
辺の老舗とともに新たな歴史を刻んでいく店舗の育成について、また経済活動支援の
側面を含めた地域の活性化について、取り組んでいく必要がある。

当地域事業は、芝地区版計画書の見直しに伴い、平成29年度末に終了
しましたが、しかし、当事業を契機に創業100年以上の老舗の皆様で
設立した団体「芝百年会」は、地域や老舗の文化等を広く発信する活
動により、芝地区の新しいまちと地域経済活動の活性化を目指してい
ます。
　　　平成29年度からは、「港区シティプロモーションクルー」に認
定され、「芝の名店探訪マップ」を活用したまちあるきツアー活動を
拡大し、芝地区全体の賑わい創出を進めています。

令和元年5月20日
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指摘・意見 項　　　目 指摘・意見の内容 改善内容 改善措置公表日

指摘
分科会終了後の物品購入につい
て

分科会の終了後に分科会用物品を購入しているが、分科会活動に真に必要な物品であ
り、特に毎年度実施している自主活動に必要な物品であれば、年度末付近に購入する
のではなく、計画的に購入する必要がある。

分科会活動の一環であるパネル展示会について、平成29年度は一時期
に集中させることなく様々な場所で開催することとし、必要物品の購
入も年間を通じて計画的に行いました。

令和元年5月20日

意見
「赤坂・青山まち歩きマップ」
の活用について

地域住民向けの情報として「赤坂・青山まち歩きマップ」を作成したが、観光のため
の情報としても活用度が高いため、港区の観光情報誌として活用できるよう、観光政
策担当へ情報提供を行うなど連携を図る必要がある。

平成３０年度から、日本語及び英語版を、観光政策担当へ情報提供
し、観光政策担当窓口でも配布を始めました。

令和元年5月20日

意見
赤坂地区所在大使館との連携拡
大について

交流イベントを通じて、赤坂地区所在大使館との良好な関係が構築されているため、
このつながりを活かして、大使館等周遊スタンプラリーへの参加を促すなど、連携を
拡大する必要がある。

平成３０年度にミクロネシア連邦大使館と、令和元年度にブラジル連
邦共和国大使館と地元町会との交流イベントを実施した際に、赤坂地
区総合支所の事業のほか、国際化推進に係る区主催事業に関する情報
提供を行いました。

令和3年5月17日

指摘
履行確認及び請求内容の確認の
徹底について

赤坂親善大使活動支援業務委託において、結果として請求内容に誤りはなかったが、
業務報告書と実績一覧表及び請求書の記載内容が整合していないものがあったため、
履行確認及び請求内容の確認を徹底する必要がある。

平成30年度から、業務報告書、実績一覧表及び請求書の記載内容が整
合しているか複数名で確認することで、履行確認及び請求内容の確認
を徹底することで改善しました。

令和元年5月20日

指摘
領収証書の空番の書損処理漏れ
について

赤坂親善大使キャラクター物品の有償配布で使用していた領収証書が使用できる状態
になっていたが、不適切に領収証書を発行できる状態にあるため、空番が生じた際に
は適切に書損の処理を行う必要がある。

平成29年９月に監査で指摘を受けた後、直ちに書損の処理を実施しま
した。
平成30年度から、係会等で定期的に処理方法について確認し、領収証
書に空番が生じた際は、適切に書損の処理を行うことを徹底するとと
もに、領収証書の表紙に書損処理を促す記載をして、毎回発行時に行
うべき処理を確認できるようにするなどして再発防止に取り組んでい
ます。

令和2年5月19日

意見
赤坂親善大使Facebookの有効活
用について

赤坂親善大使Facebookを検索エンジンで検索すると旧アカウントが表示されてしまう
など、現アカウントの情報発信力が低い状況となっているため、SEO対策や旧アカウン
トの閉鎖を検討する必要がある。

令和元年８月２４日に旧アカウントを削除しました。 令和2年5月19日

指摘
赤坂親善大使フェイスブック運
用基準の改訂について

「赤坂親善大使フェイスブック運用基準」では現行のアカウントが規定されておら
ず、旧アカウントのままとなっているため、旧アカウントの取り扱いを検討するとと
もに、運用基準を改訂し、現行のアカウントを規定する必要がある。

平成30年度に、「赤坂親善大使フェイスブック運用基準」を現行アカ
ウントについての運用基準に改定しました。

令和元年5月20日

意見
交流活動報告内容の周知・報告
について

交流事業に参加した郡上市中学生による交流活動報告内容には有用な意見もあるた
め、地域間交流事業を行っている部署など全庁的に活用できるよう、広く周知・報告
し、相互理解をより深め、地域間の交流促進を図る必要がある。

平成30年度から、郡上市中学生交流の報告書をファイルサーバーの閲
覧にアップすることとしました。令和元年度からは、電子掲示板で報
告書の内容や所在を紹介し、全庁的に共有・活用できるように周知す
ることとし、令和元年度は、8月30日に行いました。

令和2年5月19日

意見
デジタルアーカイブへのアクセ
ス方法について

高輪地区の変遷がわかる写真を「高輪地区歴史・文化資産デジタルアーカイブ」とし
て蓄積・保存しているが、アクセスが煩雑となっているため、アクセス方法の見直し
を検討する必要がある。

「高輪今昔物語」「高輪地区 歴史」等のキーワードからの検索流入
を狙ったチラシやポスターを作成し、窓口や高輪地区内の各イベント
で配布、掲示したほか、平成31年4月より、港区観光協会のホーム
ページにリンクを貼り、港区ホームページ経由以外のアクセス方法を
増やしました。

令和2年5月19日
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指摘・意見 項　　　目 指摘・意見の内容 改善内容 改善措置公表日

意見 AR動画の効果検証について
高輪今昔物語運営支援業務委託において、AR動画の作成を試みたが、ワークショップ
参加者にどのような効果をもたらしたのか明確でないため、今後の事業展開の判断材
料とするためにも、事業効果を検証する必要がある。

平成30年11月のあっぷリング高輪フェスティバルで、ＡＲ動画付の活
動紹介ポスターを掲示しました。ワークショップ参加者からも好評
で、引き続き、令和元年度のワークショップにもご参加いただいた方
もおり、アーカイブに保存するための新たな写真の収集につながって
います。

令和2年5月19日

意見
旧協働会館の観光面での活用に
ついて

まちづくりの一環として旧協働会館の活用が検討されているが、港区の観光資源とし
ての活用の観点からは、観光政策担当や港区観光協会がバックアップするような体制
を構築することも必要である。

伝統文化交流館を区の魅力的な観光資源として捉え、観光政策担当が
発行している、ホテル宿泊者向けのシティプロモーションツール
「とっておきの港区」令和２年度　Winter号で施設の紹介を行うとと
もに、国際線の機内誌広告に美しい施設のビジュアルを掲載してPRし
ました。
また、令和２年11月に、東京赤坂組合と観光政策担当が連携し、伝統
文化交流館を会場として実施した花柳界の伝統芸能継承のためのコン
テンツ造成事業では、施設の特性を生かした完成度の高い映像作品を
制作することができました。
今後の取組として、令和３年中に一般社団法人港区観光協会が実施を
予定している、区内観光スポットを巡るデジタルスタンプラリーにお
いて、伝統文化交流館がスポットの１つに設定されており、多くの方
が施設を訪れることが見込まれています。
引き続き、伝統文化交流館を観光資源として効果的に活用するため、
観光政策担当及び一般社団法人港区観光協会と連携を図ります。

令和3年5月17日

意見
観光振興の観点からの事業実施
の検討等について

芝浦港南地区の水辺エリアは港区全体の観光資源としても潜在力が高いため、観光政
策担当が主体となって、観光振興の観点からの事業実施について、具体的な検討を行
う必要がある。

芝浦港南地区総合支所が実施する、橋りょう等ライトアップによる夜
間景観を新たな観光資源と捉え、令和元年度から観光政策担当の「港
区観光ボランティアガイド事業」において、夜の水辺を楽しむ舟運ツ
アーを開始しました。

令和2年5月19日
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