恵比寿 0代 官山地域 はt住 宅、商店、業務オ フイスが複合
的に集積 し、洗 練 された独 特 の魅力を発 しているエ リア￨です。
￨‐
今後 の望 ま しい姿 について意 見 が交わ され ま した。
●恵比寿地 区は物販店 が 少なく な り飲食店街化 しつつ ある。
チ ェーン店 の増加、後継者難 が進 むな か、 商店会 の力が 落
ちるのがノ
い配。商店 を営む ことに生 き甲斐 を感 じるよ うな
方向で育 てていかなければな らない。
●代 官山駅前商店会 もt会 の運 営はうま くい うて いるが、組
織力 は落ちてきて いる。 ゴミ出 しのル ールを守 らないな ど、
会員 でな くマナ ー の悪 いテナン トの店舗が少な くな いのが
問題。それを、町会 のみんなで毎 日清掃を し、 きれ いな街
を守 って いる ところだ。
●戦後、恵比寿 :代 官山は住宅だけではない、 とても活気 の
ある街 にな った。今後、 どういう街 に して い くかみんなで
考 え、話 し合 うて い くべ きだ。
●住宅地で の高層 ビル 開発が問題 にな って いる。活性化 に向
けた開発 は望 ま しいが、みなの議論 と協力 が必 要 である。
●街 にとって長 く住み続 けて いる人が多 いの は、素晴 らしい。

区からの助成金も活用し、多くの行事を実施 していきたい。

座談会の締め くくりを桑原区長 にお願 い しま した。 区長 は、
「
急激 な変化 を促 す場所、 多様 な価値観 が生 まれて くる場所
としての都市 では、 いるいるな価値観 を摺 り合わせる ことが
課題 だ。そ こでもっとも大切 なのが コミュニケ ー シ ョンであ
る。行政 は都市施設の整備 な どで配慮するが、 新 しい手法 を
わが まちル
考 え、 また手法 を多様化 してい く必要が ある。 『
ニル 』 を つ くるために地 区協議会 をつ くり、 コンセ ンサス形
成 に向けて区も地域 と一 緒 にな って考 えていきた い」 と総括
され ま した。
(この座談会 は、2005年 9月 17日 に、代 スキ会 の 「
オ ー ラル ヒス トリー ・サ ロ ン」 と して開催 され、代 官山ア ドレス 5周 年 を記念す る形 で 行なわ
れ ま した。 出席 された恵比寿 ・代 官山地 区を代 表す る松下義男恵比寿地 区町会連合会会長 は じめ 11人 の町会長、 山下廣光渋谷 区町会連合会会長、
桑原敏武渋谷 区長、小倉基前区長、村上英子都議会議員、松 岡定俊渋谷 区議会副議長、そ して街 の参加者 の皆 さま方 に深 く感謝 いた します。)
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