横浜北部まちづくり交流会 2016
日時：2017 年 3 月 19 日（日） 10:00－12:30
場所：ビオラ市ケ尾地域ケアプラザ 4 階多目的室
幹事区：青葉区
主催：横浜北部まちづくり交流会：青葉区民会議、Tomodachi Club （港北くみんの会）、
まちづくりネットワーク緑、都筑魅力アップ協議会
参加者：35 名
青葉区
15
港北区 8
緑区 7
都筑区 5
司会 青葉区 小池由美
●開会の挨拶
嶋田敦雄代表
●各区報告
港北区－Tomodachi Club（港北くみんの会）の活動
緑区－プラントの災害と対策
青葉区－区民会議活動報告
都筑区－都筑魅力アップ協議会の活動報告
●ランチ交流
●閉会 次回への引き継ぎ
港北区代表 川井清さんへ

各区報告
港北区－Tomodachi Club（港北くみんの会）の活動
緑区 －プラントの災害と対策
青葉区－区民会議活動報告
都筑区－都筑魅力アップ協議会の活動報告
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誠
千津子 小池 由美
紀美江

Tomodachi Club 港北くみんの会
川井 清
港北区で有名なものは何かあるのでは？と、ともだちクラブの仲間に出してくださいと頼んだのに
しばらくの間何もでなかった、そんな港北区です。実はしばらくたって、ありました。日産スタジア
ム、ラクビーワールドカップ 2019 年開催、新幹線の停まる新横浜駅、大倉山梅園、ラーメン博物
館・・ときりがないほど出ました。慶応大学日吉校舎も港北区にあり、東横線沿線で人気のある町で
住みやすい町が港北区です。日本一きれいでない鶴見川が、最近では非常にきれいになりました。魚
を食ってもだいじょうぶです。港北区の区民会議は、港北まちづくり区民の会として 40 年前に誕生し
ました。港北区役所から区民会議は使命を果たしたので平成 24 年で終了しますとの通知があり、平成
25 から同じメンバーで同じような活動を行う現在の Tomodachi Club（港北区民の会）を設立しまし
た。このネーミングは東日本大震災の時のアメリカのともだち作戦の精神にのっとって付けたもので
す。この写真は、昨年の忘年会の写真です。一人ひとりの後ろに干支が表示されています。28 名がメ
ンバーです。
この会の趣旨は
(1) 「港北区をより住みよい町にしたい」
(2) 「自分の生きがいを見つけたい」
(3) 「自己成長の糧としたい」
(4) 「楽しく働き、良い友人を沢山つくりたい」
(5) 「自分たちの意見を行政に反映させたい 」
こういう精神の基に集まっています。
活動を紹介します。次の 4 つのクラブがあり、
各クラブにリーダーがいます。
・高齢者支援まちづくりクラブは、大貫リーダー
です。
・スマート駐輪・スマート走行クラブは、川中リーダーです。今日は欠席です。
・港北ものしり博士クラブは小出リーダーが担当しています。
・豪雨から身を守るクラブは清川リーダーが担当です。
大貫が各クラブの活動内容を説明します。
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１．高齢者支援まちづくりクラブ
新横浜駅の近くの特養ホームさわやか苑で、毎月一回の車椅子のク
リーニングを 7 年続けています。スタートした経緯は「よこはまシニ
アボランティアポイント事業」 の普及が目的でした。最近は水洗いや
パンク修理など技術も向上し、作業は午前中には終わるようにしてい
ます。先週１４日に都筑公会堂で「よこはまシニアボランティアポイ
ント講習会」があり
メンバー５人が受講しました。一回活動すると 200 ポイントもらえ年
間で 8000 ポイントまでもらえます。各人のこのポイントを会の運営に
寄付してもらうことが今月の総会で決まりました。
２．スマート駐輪・スマート走行クラブ
最近自転車走行のマナーが悪いことから親子自転車マナー教
室を開催しています。今年度は昨年１１月に新吉田小学校で実
施しました。主催はともだちクラブですが、港北警察署やヤマ
ト運輸が全面的に協力してくれています。内容は校庭での安全
走行実技や小学校の講堂で警察官によるビデオ教材を使用した
安全教室です。来年度も区内の小学校で親子自転車マナー教室
を開催する予定です。
３．港北ものしり博士クラブ
小学生に港北区の歴史等をクイズ形式で学んでもらうために
親子一緒に参加してもらっています。
これは新横浜駅前公園で開催された「ふるさと港北ふれあいまつ
り」でブースを出した時のものです。この４年間みんなで問題を
作成し、合格点に達した小学生にメダルをあげています。そのメ
ダル作成費用として区役所から毎年５万円の補助金を４年間交付
されてきました。取り敢えず当初の目的を達したので今年度で活
動を中断します。今年度は鶴見川流域センターで 2 回、新横浜
駅前公園で、菊名地区センターなどで計５回ものしり博士をイベ
ントとして開催しました。
４．豪雨から身を守るクラブ
鶴見川が氾濫したら私の家は大丈夫と思うことがあり、市内を歩いていると、この場所は海抜何メ
ートルといった表示があります。この表示をみんなが知っていることが出来ればいいということから
勉強会を始めました。区役所や河川事務所などに現状を教えてもら
い、ある程度掌握しましたが、この先は行政の広報のあり方などもあ
り、これからの課題だなと分かるようになりました。将来的には自分
の家は海抜何メートルなのかを明示できるようになると良いかと思っ
ていますが、いろいろな行政組織もあることから今後の進め方は研究
する必要があるなと考えています。
最後に、工場見学や忘年会などを紹介します。今年度は国会議事堂
見学会、キリンビール工場見学、JAL の整備工場見学やボーリング大
会などもやったりしています。
ここで物知り博士のクイズをやります。日産スタジアムや新横浜公園
には台風の時など、鶴見川の流水を防ぐ遊水池がありますが、この総
水量はどれぐらいでしょうか？ 25 メートルプール何杯分になりますか？ 三択 100 杯 1000 杯
10000 杯 のどれでしょう？
答えは、10000 杯でした。
■Q&A
(福富) 行政との関係はどうですか？ 前の区民会議の活動はどうなっていますか？
(大貫) 港北区も(横浜市の区民会議が)残り 5 区になった時に区役所から好きなことをやってください
と言われた。区役所からのサポートはありません。ただ、市民が何かボランティアをやりたいと言っ
て来られた場合はうちのクラブを区は紹介してくれたりしています。会場確保だとか案内といったこ
とは一切なくなりました。区役所 4 階にある区民活動支援センターの利用などは変わらずやっていま
す。区の支援はないので、みなさんの会費や稼いだもので活動を続けています。
(進行) 区民会議は市では保土ケ谷区と青葉区だけが継続している状況です。
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「プラント災害と対策」 まちづくりネットワーク緑
樋口 誠
まちづくりネットワーク緑として、今年で 6 年目の活動をしています。なぜプラント災害を選んだか
というと職場が日揮というところでプラントを作っている会社です。6 年前の東日本大震災の時には、
長周期の揺れなど怖ろしい目にあいました、対岸のコンビナートでの爆発なども目撃したので話をす
ることになりました。
日本では昔から大地震でタンクが壊れていることや、プラント屋なので何もしていないのではなく
て一応運転などで安全対策を考慮していることなどを紹介します。
石油コンビナートにおける地震火災ではどのような特徴があるのかや東京湾沿いには多くのタンク
があることなど、さらに私たちは何を心がけたらよいのか
などを話します。
私は日揮に勤務するプラント屋です。3 年前にアルジェ
リアで悲惨な人質殺害事件があって仲間がたくさん死んで
います。それで有名になってしまった会社です。仕事で
は、事故によるガス漏れがあった時にガスを検知して知ら
せるための警報設備や消火設備設計。火が燃え広がらない
ための耐火材や耐火範囲の決定などを担当しています。6
年前は 25 階で仕事をやっており、高層階なので長周期震
動があり、音を立てて揺れていました。多分捻じれて揺れ
ていたのだと思います。ぎーぎーという音がしました。揺れは 10 分以上続き、窓から外を見たら根岸
の製油所のフレアースタックから黒煙がたなびいていました。怖ろしい景色でした。揺れが収まって
から対岸の千葉の方を見たら、コスモ石油の LGP タンクが爆発したところで、ファイアボールが起こ
った瞬間を目撃しました。みなでどこだろうかと話しました。
後で調べてみたところ、火災が燃え広がって夜間も消火できませんでした。海上から消防艇が行き消
火しました。水を油に向かってかけるわけにはいかないので、周りに延焼しないようにしたのです。
最後はこのような状況です。球形タンクは意外と薄いのです。
15 ミリぐらいです。板厚が。タンクがなぜ倒れたのかという
のは、定期修理（メンテナンス）として水を中に張って、漏れ
の検査をしていた時に大きな揺れが来て、タンクの支柱が持ち
こたえられなかったそうです。
水を張っているのになぜ爆発したのかというと、タンクには内
容物を出し入れするための配管があって、タンクが揺れに耐え
られなくなって倒れた時に、その配管が引きちぎれた。バルブ
は閉めて作業はしているけれども、なんかの拍子に可燃物があ
ふれて引火してしまったようです。
日本では過去にも大地震によるタンクの破損と火災はありました。関東大震災や新潟大地震などで
す。十勝沖地震では北海道出光興産の製油所が二日間燃えました。
プラント屋は何を
・1923 年 関東大震災（M7.9)： 横須賀の重油タンクの破損
やっているかという
重油が海に流出し、タンクは 10 日間に渡り黒煙を吐き続けた
と、設備に異常が起
・1964 年 新潟大地震（M7.5)： 昭和石油新潟製油所
タンクのスロッシング（液面揺動）により油がタンク外（防液堤）に漏出し、着火
きたら漏れたガスを
防液堤も地震で破損していた
検知して警報する。
・2003 年 十勝沖地震（M8.0)： 出光興産北海道製油所（苫小牧）
といったことをやり
タンクのスロッシング（液面揺動）により、タンクの浮き屋根が沈没してナフサに着火、
ます。また火災が発
鎮火に 2 日間を要した。
生したらバルブを閉
めて燃料の供給を遮断したり、高圧容器の脱圧などをやります。しかし完全に燃え広がった時には役
に立ちません。
今回のような大地震が起きたら実際はどうなるかというと、一つ一つの製油所では手の打ちようが
ありません。複数の事業所で同時に火災が発生するだろうし、近くに危険物や可燃性ガスがありま
す。同時で起きた場合は消防車が来るかというと市内の他へ行ってしまうのでプラントには来ないだ
ろう。各事業所で消防団を持っています。停電もしますから、事業所内にある消火水を送るポンプが
使えなくてディーゼルポンプを回すことになります。この場合ディーゼルの燃料は 8 時間しかありま
せん。長期間で使い続けることは難しい。泡消火剤も無限ではないので使いきったらおしまい。ガス
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が爆発した場合バルブを止められれば良いのですが、バルブが破損することもあります。
最後に BLEVE の危険もあります。沸騰した液が膨張して蒸気が爆発するという意味です。(a)では
回りに火がついてタンクの中身が沸騰していて、タンクの圧力が高くなっています。液がなくなって
いくとタンクの壁面にホットスポット
ができて亀裂（クラック）が発生し内
容物が外に出て、一気に圧力が下がる
ので中の液体が突沸する。突沸して亀
裂から中の液が蒸気で飛び出します、
蒸気は可燃物ですから空気と混ざり合
って燃えます、いっきにドカーンとな
ります。これを BLEVE といいます。
1
東京湾岸に石油タンクがいっぱいあります 。5660 基だと思います。京浜臨海地区というのはこのあ
たりです。2000 基ほどあります。根岸はここです、久里浜にもあります。掲揚臨海北部はディズニー
ランドの傍です。 このタンクが大地震によって破損して石油が東京湾
に流れ出すとエリアの主要部分を覆って航路を塞いでしまい、物流が止
まります。火災だけの話ではなくなります。影響は大きいです。
実は液状化も起こっています。タンクも東京湾では移動したとか桟橋設
備にも影響があったようです。
では、私たちは何ができるかというと東京湾岸に設置されているプラ
ントは、本当は危険なものだと認識しないといけないのです。緑区も青
葉区もプラントの近くではないといいますが、京浜東北線に乗って根岸
の傍に行くと、石油コンビナートが見えます。高速道路も近くを走って
いますのでまずは危ないと認識する必要があります。参考にして欲しい
のですが、液化天然ガスというのは漏れた場合、周りを冷やすのです。
マイナス 162 度です。空気中に出て拡散すると空気を冷やして白いガ
ス雲が出来ます。
煙じゃないけれど白いなんだろうと思っているところは、実は可燃物と空気が混ざったままなので非
常に危ないと認識しておいてほしいです。風はどっちから吹いているのかという時に風下に行くと危
ないということです。
また、自分の家や地域から火を出さないようにしましょう。地域の消防を使ってしまうと、プラン
トの方で消防が必要になった場合回せなくなります。
6 年前の震災の時私は歩いて帰宅しました。避難の際にみんなは車を使ったのですが、横浜中、車で
満杯になっていてバスもタクシーも使えなかった。渋滞を起こさないように車は使わないで欲しい。
歩いて帰って良かったというか、分かったことがあります。
3 つの G について話します。路上に落ちて来るガラスの G、道路で渋滞していたのはほとんどがガ
ソリン車ですので、ガソリン車に火がついたらどうなるのかというと自分はローストチキンになって
いただろうと。ガソリンの G。
ガス管は全部新しくなっている保証はない。ガス管が漏れたりひびが入っていたら、そこでタバコを
吸ったりしたら燃えるのでガスの G。ということで歩いて帰ることも危なかったのだなあと分かりま
した。

1)青葉区民会議活動報告
自然・環境部会
加茂 千津子
11 期での部会活動報告 区民会議としてまちの課題は何かを議論をして
次のような５つのテーマを選び活動してきました。
1)横浜みどりアップ計画のフォロー①
寺家ふるさと村に昨年ウェルカムセンターが出来ました。ここでは土日に専門
の職員が常駐してガイドをしたり自然に関する質問を受けてくれます。
現在は、六浦さんという元こども植物園におられた方がいてガイドツアーで
解説をしています。お話を聞いてきました。

1http://gendai.ismedia.jp/articles/-/32628
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1)横浜みどりアップ計画のフォロー②
みどりアップという計画があることをみなさんはご存知ですか？ 今年で 8 年目になります。全国
的に目的税としてみどりの税があることは珍しいことです。緑にだけ使われる税です。区内のみどり
税が活用された場所を見てきました。一つは「もえぎのふれあい樹林」です。うっそうとしていた樹
林に手をいれて明るくし、近くの人が散策しやすくしました。みど
り税は森の保全や質を高めるところに使われています。また森づく
りガイドラインに基づいて森をどのように維持管理していったらよ
いのかを市民団体と専門家が意見交換し、森の保全計画が作成され
ました。
続いて地域の緑のまちづくりとして柿の木台地区の事業を見学に
行きました。お花箱とベンチづくりという面白い事例です。やもと
農塾という団体です。中心になった方が、高齢のお母さんと散歩に
行こうとした時に、途中で休憩したくても座れるところがない。坂
道の多い青葉区だったら途中にこんなベンチがあったらいいなあと仲間と相談してベンチ＋お花箱を
計画し、みどりアップの補助金申請を行いできたところです。手入れもよく、いつもきれいな花が咲
いています。続いて、みどりアップでは、まちの水田を守るということもやっています。恩田にある
谷戸がで、そのまま残っている田んぼを見学してきました。
みどりアップ計画は、
「水と緑の基本計画」の中のリーディング計画としてスタートしました。昨年度
「水と緑の基本計画」は改定していますが、前の基本計画ができる時に実は緑区民会議の方たちとい
っしょに勉強会を開き、意見交換をして提案をしたということがありました。もう 10 年ほど前のこと
です。今回の改定に際しても青葉区民会議では提案をしました。
2)公園の活用を考える
青葉区には 230 カ所の公園があります。市内で一番多いのですが、もっと公園を利用できるのでは
といった意見があります。都内の多世代が利用できる公園を紹介するなど勉強はしましたが、具体的
な意見にはなっていません。
3)地球温暖化とエネルギーの地産地消を考える
これは勉強会です。今後どのようになっていくか、大きな課題になるだろうと勉強しています。
4)「鶴見川の自然と治水」 公開講座
「青葉区のまち 川から自然と減災を考える」〜豪雨がまちにやってきたとき〜 というテーマで
開催しました。青葉区の自然環境，地形を考えるとき、川の存
在は欠かせません。区内には縦に実は 3 つの川が流れていま
す。今日の参加者の中でも公開講座に来ていただいた方が何人
かおられます。鶴見川、恩田川、早淵川です。川に関しては、
自然のことだけでなく、この 3 年鬼怒川の水害と広島の土砂災
害があり川や自然について防災の観点で関心を持つようになっ
てきました。災害と自然を重ねた講座をしました。青葉区民ま
つりでは区民むけにクイズをしました。
（青葉区検定を会場で
も・・鶴見川の長さについて）では、高低差はどれくらいある
と思いますか？ 100m 以内？ 100m 以上？ （会場では意見分かれた）実は 170m あります。
（ど
よめき） では鶴見川流域とはどういうことでしょうか？（三択 会場はほとんど正解でした）公開講
座には、岸先生に来ていただきました。 流域というのは尾根と尾根との間のところを言います。こ
こをきちんと考えると防災にも役立ちます。公開講座をやってわたしたちが鬼怒川の水害から学ぶこ
とはなんだろうかと。あの水害は線状降雨帯が鬼怒川の上流か
ら下流にぴったりと添った形で居座り続け、その時間も長かっ
たため膨大な雨水が下流部のところに押し寄せ、脆弱なところ
が決壊して洪水が発生した。洪水は流域が起こす－上流がどう
なっているのか、雨の状態がどうなっているのか、ということ
が非常に大事なことだと学びました。上流で降った雨が下流に
殺到する」ということを理解して流域思考で対応していくこと
を伝えたいと思っています。
5)緑視率という指標でまちの緑を守る
駅前の緑を 5 年前と緑視率で比較してみました。そんな大きな変化はないのですが、今後も駅前の状
態、変化を緑視率で調べていきたいと思います。
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2)青葉区民会議区民のつどい報告
安全・安心・まちづくり部会 小池 由美
青葉区民会議は、区民の意見を聞くという「区民のつど
い」を毎年一度開催しています。今回のつどいは交通まち
づくりというテーマで行いました。これからの高齢化社会
の中で実際にどういった交通体系が必要になるのかということでつどいを行いました。意見の聞き方
として、区内を 4 か所のエリアに分かれて聞きました。というのは、青葉区というのは広くて、南側
に鉄道が走っているという地勢です。みなさんの区でもどこに鉄道が
ありバスがどのように走っているかを知り、交通まちづくりを考えて
はどうでしょうか。今回は、東急の駅沿線で急行が停まる駅周辺エリ
アと停まらない駅周辺エリア、北側いわゆる郊外部エリア、そして中
間地域、駅から歩いて 10 分ぐらいは歩いていくエリアに分かれて聞き
ました。
なぜこの交通課題をとりあげたかというと、どの区でも策定されて
いる都市計画マスタープランの中に
交通体系が書かれているからです。
横浜市の施策の中で、交通体系がい
かにあるべきかという視点で区民か
らの意見を聞き、区民会議として要望提案にまとめていきます。区
の北部エリアに生活支援拠点という考え方がこの区プランの中に書
かれています。この地域には UR などの団地があり、駅から遠く、
今後バス便がなくなっていくような状況が起きます。しかしなにも
駅まで出なくてもこの地域に生活が完結できるような環境ができれ
ば、高齢化しても楽しく地域で暮らせるのではないか、車に頼らない生活を考えてどのような交通体
系が必要になるのかをみなさんに聞きました。これは
北部 4 区の状況ですが、鉄道と鉄道の間の地域がこれ
から問題になってくるかと思います。北部 4 区を見た
時にも、交通過疎（地域）が増えてくると考えて良い
かと思います。ですので青葉区だけの問題ではなく、
これからは北部 4 区としてどの
ような交通体系が必要になるの
か、まちづくりの中でいっしょ
に考えていけたらなあと今日提
案したいと思います。
北部はこれから急激な高齢化が進みます。なかでも青葉区の高齢化が急激で
す。現在、都筑に続いて若い若い区だと言われていますが、そんなことは続か
ないというのが青葉区の差し迫った課題です。
しかし、交通に関していえば横浜市では交通局があり、都市整備局、道路局
と各局へ渡った形で交通問題はあります。しかし、区の中にはこれに対応する
ところはないのです。人は移動します。道はつながっています。つながってい
る区で一緒に考えていかなくてはと思います。区民のつどいでは沢山の課題が
出されています。
（講師の）中村先生からも課題を提示されました。特にバスの
位置づけが大事です。ただそれに代わる徒歩や自転車などを使った楽しく歩け
るまちづくりも大切になってきています。港北区でも取
り上げられた自転車ですが、自転車が安全に走るために
は、道路の区分けをどのようにしていくべきかそんなこ
とが重要になってきます。
またその道路はつながっていくのです。青葉区だけで
良いというのではないのです。都筑区では今自転車専用
道路が整備されていますが、そういう情報は緑区も青葉
区もあまり知られていないのです。都筑区だけが先行し
ている。そういうことは情報共有する必要があると思い
ます。
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つどい当日ワークショップを行いたくさんの意見が出ました。課題も出ました。でもあなたの区で
はどうなのよ、ということも私たちは考えていきたいと思います。人は移動します。多摩丘陵エリア
で交通まちづくりを考えてはどうだろうか。北部 4 区で考えてはどうだろうか。そういうことを今日
提案していきたいと思います。安全・安心・まちづくり部会では自転車についてまず勉強会をしまし
た。そして区民のつどいを開き、区民意見を集めました。さらにアンケートで今後検証していく予定
です。その中からオープンデータを使って課題を視覚化します。視覚化したものをまとめて交通まち
づくりについての提案として市や区へ提出していきます。横浜北部で、広域でいっしょにやっていき
たいと思います。

都筑区
都筑魅力アップ協議会
山岸 紀美江
本日は、3 月 13 日の横浜市長ティーミーティングで話した、緑の整備、緑道の使い方の問題を、話
します。8 人で行きました。時間は 60 分ですが、そのうち市長が多くを語り、私たちは一人 3 分で言
いたいことが伝えられたか心配です。まず、団体の概要を説明しました、都筑魅力アップ協議会は、
区役所が組織し、区内の水と緑の資源をアップしようとした、活動から生まれた団体です。そこに
は、市民団体、町内自治会、公園の管理をしている人たちと、公募した人が活動をしました。その成
果としてできたのが都筑魅力資源の散策マップと小学校の補助教材です。課題も残っていました。こ
の後はそれぞれでやってくださいという区役所のまとめでした。
有志が集まって、課題別に部会を持ち、活動をしてきました。区
からの援助は一切ありません。
区内の公園・緑道には公園愛護会があります。この愛護会も補助金
が少なくなっており、活動が難しくなってきています。活動者の高
齢化という問題があります。メンテナンスでの問題がありますが、
利用する側の問題もあります。区内には、ニュータウン計画開発理
念の、緑を保全し、豊かな生活をできるといった設計思想から作ら
れた公園があります。歩行者と車を分離した、作られた歩道があり
ます、作られた交通体系があります。緑道に沿って小学校中学校を
配置しています。通学は自動車の道を一切横切らないで通えるという計画を立てました。都筑全体は
40 年も前のニュータウン計画の中で作られています。そうすると公園も道路もすべてのものが一斉に
再整備計画に入ってしましました。では整備を誰が、どうやるかというと、区は土木事務所がやりま
す。公園についてはどうやっているかというと、細長い公園と
して緑道は定義されていますから、都市公園法によって、人間
が歩く道です、自転車は排除します。現実には、都筑区内の緑
道を自転車がたくさん通っています。歩いている人と自転車の
すみわけをするといっても、生活道路としてこの緑道がつかわ
れている現実から自転車を排除することは難しいのです。そこ
で、土木事務所は、自治会町内会の人に聞いて、ここは自転車
が通っても仕方がないと緑道の一部を容認しました。そういう
ことが一つ。もう一つは、自転車が通りにくい土の道、砂利道
を補装してしまった。自転車のためだけに・・とは言いません
が、車椅子の人もベビーカーの人には良いのでしょう・・。で
も私たちは幅の広い緑道なら、片方に土の道を残してほしいと言い続けてきました。
そこで、パネルディスカッションを開催して、問題点やどうしたら良いかといったことを共有し
て、都筑土木事務所や区役所や飛び越えて横浜市に直接伝
えました。
今日、とんとんカフェの鈴木さんが来られていますが、
老人たちの認知症カフェを作って話してみると、みなさん
緑道を知らないそうです。都筑区は若い人の多い区だとい
われていますが、とんでもないです。老人ホーム建設ラッ
シュが、都筑区にきています。高齢人口が増えています。
地方からの呼び寄せ老人は都筑のことを知らない。そこ
で、緑道のことや都筑区のできかたを勉強したりされてい
ます。
8

柿の木台の歩道にベンチがありました。しかし、都筑の緑道にはベンチが少ないのです。
視覚障害者を案内した私たちの仲間の報告に、その人たちが一番喜ばれるのは、木の幹を触らせてあ
げたら、そこに蝉の抜け殻があった、初めて触りましたとか、土を触ったり、せせらぎの音を聞いた
り・・中途視覚障害者の方たちは外出をしませんでしたが、今は出ます。そういう人たちが途中で休
むベンチが欲しかったというようです。
若い、元気なうちは、良いですが、かつての計画ではこういうことは考えられていないのです。
さて次は自転車です。平気で自転車が緑道を走ります。これについては主婦目線で今日来ている石
井さんが話してくれました。自転車の問題をなんとかしないということです。小中学校は緑道に面し
ていますので、小中学生に言うと、子どもたちはすぐに守ってくれるかもしれない。問題はママチャ
リなのです。後ろも前も子どもを乗せて走っていきます。自転車だめとはなかなか言えますか。そう
いう問題を抱えています。
次は大塚・再勝土遺跡の保全をずっとやって来た田中さんが言いました。 緑の保全問題はニュー
タウンができてから 30 年以上たちますが、われわれがずっとやって、今もやっています、高齢化が問
題です。都筑区の緑は多くをボランティアが支えています。このボランティアの高齢化が問題だと言
いました。
素敵な計画に基づいて作られたまちですが、現在は、たとえば自転車問題だと、昨年国交省での自
転車の扱いが変わりましたね。自転車は、歩道ではなく、車道を走れとなりました。現実的には、危
なくてママチャリは、車道を走れるでしょうか。都筑区では歩行者・自
転車専用道があります。しかし歩行者・自転車専用道といっても、そこ
を自転車が、速い速度で走られては、歩行者は困ります。
歩行者・自転車専用道や一部の緑道に、ユックリ走る指示標識を、貼っ
ています。
この素晴らしい緑と交通体系を再整備していこうかという時期に、見つ
けてしまったのです！
ここです！見つけてしまったのです。土木事務所が突然工事をし始めて
しまっているのです。白川石という天然の石で補装してあったところを
はがして、アスファルトの簡易補
装にしているのです。これは変
だ、困ると仲間が言ったら、土木
事務所は、白川石は滑るから、変
えるというのです。じゃあ滑らないようにして欲しい、素案の
段階から市民の意見を聞いて欲しい、市民参加で案をつくり、
そのあとで工事してもらう・・ということを、辛抱強く、言い
続けると、相手も、市民の声を聴くことに慣れてきたようで
す。言ってきたな！と構えなくなってきました。
魅力アップ協議会のミーティングに、市長ミーティングに同席
している、土木副所長が来てくれました。区政推進課長も来ていました。
倒木の恐れのある木々や、高木化した樹木は、田中さんたちのようなボ
ランティアの技術レベルを超えています。大きな木は専門家が切ったほう
がいいです。
港北ニュータウンの開発コンセプトは 緑を最大限に保存、故郷を偲ば
せる、安全高度なサービスだったし、それを実現するための考えは、乱開
発をしない、だったり、都市農業、開発地域のほとんどが農業地でしたの
で農業をする人は農専地区にまとまって居住しています。その結果広大な
農地を見て、ドイツ学園が来てくれました。市内で、ドイツ人人口が一番
多くなっています。都市農業が確立し、軟弱野菜－小松菜、ホウレンソウ
これは生産量一番ですね。本社機能が企業もたくさん来ています。
もう一度言いますが、自転車はどこを走ったら良いのでしょうか？ 歩
車分離は？ 緑の保全はだれがどうやれば良いの？ かつて、港北ニュー
タウンは横浜市と、土地を提供した地主さんと、専門家の三者が一体となってできました。多様な要
望をもっている私たち新住民もいれて、専門家も入れて話し合いながら、緑道管理や自転車問題を解
決したいと思っています。横浜市には、上から目線ではなく要望の異なる市民をいかに上手に導いて
いくかという行政手腕に期待します、市長に言ったわけです。
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仲間の川本さんが話したことは、広範な、様々なことをやっているのだけれど、たとえば、今、老
馬谷ガーデンプロジェクトをしているのですが、川だと、川の行政のところへ行かなくてはならな
い。緑だと、こっちへ。とあちこちへ市民は行かなくてはならない。
最後に、川手さんが言いました。
まちづくりに関する組織を作りたい。自転車計画のモデル地区として名乗りを上げたいと、市長に協
力を頼みました。①都筑区独自のまちづくり組織に関する委員会、②都市計画マスタープラン・都筑
区プラン改定のための組織に関する委員会 の設置です。
ティーミーティングでは南部での課題もありますが、それは今回触れませんでした。こういったさ
まざまなことを市長に報告してきました。
ティーミーティング http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/kochosodan/kocho/tea/290313.html

ランチ交流での意見要約
A グループ 進行 加茂
・歳勝土遺跡周辺の緑のボランテイア
２０年継続して活動しているが始と初期のメンバーが担っている。新しいメンバーを増やそうと工
夫しているが、なかなか増えない。市と協力して、森の手入れ講座などを実施するが、市民の森など
に参加者は流れ、小さな森づくりには参加がない。高齢化していく組織をどうするかが課題
・まちの課題を解決しようと自治会に参加。くじ引きで１年ごとに会長が変わる組織では課題解決は
できないと自治会長を引き受けたのがきっかけで区民会議にも参加。
・PTA から参加。給食がない横浜の中学校に給食をと要望を出し続けている。浜ベンを全市で導入する
ようだが、問題があると思う。
・子供に関しては様々な課題が多い。貧困家庭の食生活を援助したく、子供食堂が開催されている。
区を超えた課題でもある。
・鶴見川の水質について、確かに一級河川の BOD 指標ではワースト３に入る状況である。が、水質は
かなりきれいになっていて、生物指標で見ると、青葉区市が尾までアユが遡上するような状況。
・川に関わる自然や災害については、立場の違う４区で考えていくテーマになると思う。
港北区はかつて浸水被害を受けて経験が多い。緑区でも温暖化時代の豪雨による土砂災害については
関心がたかう。青葉区も下流域も人と直接交流することで、広い視野で地域の課題として考えること
ができる。
・交通課題も横浜北部地域として高齢化していくのまちどの共通な課題となる。青葉区の切り口（発
表した３つの視点）で関わっていくこともできそうだ。
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B グループ 進行 嶋田
・公園内の歩道と自転車道の割り振りが必要。
・緑区では公園の歩道内に自転車道を設けている。（50 センチ）
・「歩道と自転車道のあり方」等の課題提案は 単一区でするよりも複数区
（北部 4 区）でまとめて 市に提出した方が 効果大の可能性あり。
・その取っ掛かりとして自転車に関する勉強会開催はどうか。
・これは 合同で、もしくは 単独計画・他区への参加呼びかけでも OK。
・同時に 各区の自転車に関する「現状の問題点」を調査したらどうか。
（区の全体調査が困難時、部分調査になっても許容。）

C グループ 進行 伊藤
◎緑区の趣旨がわからなかった
（内容について）
↓
確かに難しい内容だが、災害
が起きた時に自分が地元にいる
とは限らない。湾岸を車で走っ
ているかもしれないので、プラ
ントのことを聞いておくことも
大切なのではという意見がでま
した。
◎ベンチについて
・ベンチがあるということはと
ても良いと思った。
・坂道が多い、高齢になったことにより休みたいと思っても座る場所がない。
・ベンチを置く場所の設定が難しい ⇒ せめてバス停にはほしい
・並木道の樹木を伐採しなくてはならなくなった時に、すべてを切らずに切り株を残してベンチにし
ているところがある。
・駅で横並びのベンチでなく丸いかたちにしてあるとことがある。このかたちが他人がきにならず座
りやすく良いとおもうが、場所をとるのが難点。
・ベンチ設置の費用に関して ⇒ ベンチの寄付金等はどうだろうか
（例）結婚記念に寄付、ベンチにそれを記載しておく
寄贈者の名前を記入
◎交通問題について
・コミュニティバスは港北の地元自治会でもできなかった
・東京のように短距離の利用のタクシー代を値下げしてもらい、もっとタクシーが利用しやすくなれ
いばいいのに。
・海老名（？だと思いました）でバスが巡回しているところがある
利用できるのは、６５歳以上
料金は無料。任意で支払ってもよい（１００円位払っている人が多いらしい）
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D グループ 進行 松尾
活動について
・
「都筑魅力アップ協議会」
（都筑）鈴木
現状 都筑区茅ヶ崎中央は 40 年前 200 世帯だったものが、現在 2800 世帯まで増加。また青葉
区が規制した影響からか老人ホームも急増。一次取得者が高齢化、その子供世代は職場近接地
域に移住し戻ってこない、また田舎から両親を呼び寄せる事例もあり、孤独な高齢者が急増。
対策 老人ホームと交渉し、月に一回、ホーム内の一角を提供してもらい、自由に参加できる
「とんとんセンター」を開設、老人の憩いの場を提供。区内には同様のカフェが数か所運営さ
れている。
・
「港北くみんの会」
(港北)福留、堀（4 つのグループの活動メンバーについて） 4 つのグループの各リーダーが、
施設等との調整を担当、実施当日は参加可能なメンバーが駆け付ける体制。グループ別にメン
バーが固定されているわけではない。自転車の安全講習では、地元自治会等に PR 実施し、実施
校の生徒ばかりではなく、近隣に在住の他校生徒（私立校生等）や保護者も参加、地域住民が
対象となる。
・
「プラントの災害と対策」
（緑区）樋口
港北 4 区には大規模プラントは無く、一見安全に思えるが、一年程前、青葉区と
町田市との境付近で発生した火災は、放水による消火が出来ないマグネシウムを含む火災で、
砂をかける位しか方法が無く結局鎮火まで一昼夜以上を要する惨事となった。決して他人事で
はない
・次世代への継続
（緑区）樋口
活動メンバーの平均年齢は 70 歳台、最近の老人は元気、とは言うものの、若手
の参入を促す事は喫緊の課題。緑区では「みどりーむ祭り」に参加、地元住民に活動を PR して
いる。
（青葉区）諏訪 特に男性の場合、60 歳、65 歳まで週 5 日、早朝から深夜まで仕事、地元との接
点無し、の状態から、退職後「さあ、ボランティア活動がんばりましょう」と言っても正直無
理。
(青葉区)飯塚 完全リタイアまでの数年間、仕事半分、ボランティア半分みたいな、トレーニン
グ期間があればいいですね。
（緑区）樋口
緑区では、
「みどりーむ NEXT」と称した 40 歳台中心の組織化を図っている。ま
た「ちょっと先生」というボランティア活動登録制度の活性化を目指している。
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E グループ 進行 小池
・都筑区の緑道と自転車専用道路の話題から
（港北区）都筑区の緑道に駐車場があると良いという意見に対して
（都筑区）緑道の趣旨－ずっと緑道は歩いて欲しい－要所要所には駐車場はあることが説明
さらに、都筑区の緑道は歩く人の他、自転車通行が増え、共存するためにはどのようにする
のが良いか、社会実験なども行われていることが紹介された。この件に関しては、市長ミー
ティングでも問題があることを報告している（先進的な取り組み）
（青葉区）車道と歩道の関係から車道をどうするかという考え方を進める
（都筑区）車道を虐めて自転車専用道路をどう作るかが進められている状況
（青葉区）区内にも歩行者・自転車通行可の歩道などがあるけれど周知されていない
（港北区）駐輪場の問題があるが、地主との関係が難しい
＊綱島駅前開発が始まっている
・市民意見を反映させるためには
（都筑区）まちづくり協議会を地域でつくり様々な街づくり計画を策定段階から情報を得られ
るようになった。 さまざまな制度を利用することが必要
（都筑区）行政は執行を粛々と進めたい。市民の調整をやるのは時間がかかると考えている。
民主主義であれば市民意見をきちんと聞くのが本来。
議員へのロビー活動も必要だと思う。行政の仕組みの流れを把握しておくことも重要。
(港北区) 提案活動を進めることは難しくなっているのは事実。区役所にもやっていることを
伝えたりはしている
・情報共有について
（青葉区）情報共有が大切だと感じます。防災、交通、緑など違った視点ではあるけれど各区が取
り扱っている。各区で ML を使うとか、FB などを作って情報共有ができるのでは
（青葉区）情報共有のためには共通課題を絞ってはどうか？ 例として都筑区が先行している自転
車について知恵をもらう。
・行政がパブコメをしても市民が来ない どうする
・伝える工夫
原因を取り除く
結果へ繋ぐには誰に伝えるか
(緑区) 港北区の北綱島小学校の防災授業はすばらしい。子どもたちが防災について学び、親へ
伝える。伝える方法として有効。
・≪最後に≫情報共有のための意見交換できるサイトを作成してはどうか

13

