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何をするのですか

広聴活動で得た区民の意見・要望を反映した市民提案を行うこと
で次世代に引き継ぐまちづくりを推進します。

「広聴」とは何ですか

区民の意見や要望を聞き募ることで、区民のつどい、公開講座、
アンケートがあります。日常の活動を通じても行います。

「市民提案」とは何ですか

市の予算編成に対する「横浜市予算に対する要望・提案」のほか、
随時行政などに対し行うまちづくりに関する提案を行います。
提言・提案に対しては横浜市・青葉区から回答があります。

どうしたら参加できますか

公募及び推薦により、区民であればいつでも参加することができ
ます。事務局(青葉区広報相談掛)までお問い合わせ下さい。

どんな活動をするのですか

部会に所属します。部会では話し合いを基にテーマを選び、調査・
研究・学習・広聴活動を行い、合意形成により提案をまとめてい
きます。活動の場は地区センターなどです。

活動期間はどのくらい

２年を１期とし、行政の年度にあわせて４月１日から翌々年３月３

ですか

１日までが活動期間です。何期でも継続して参加できます。

制約される活動時間は

部会毎に月１～２回（数時間）の活動のほか、運営委員会・広報
委員会・プロジェクト活動（各月１回～数回）、主催事業（区民の
つどい・公開講座など）への参加、外部集会への参加などがあり
ます。もちろん個人での学習・作業時間も必要です。

どんな運営がされて

部会活動をベースに、部会から選出された運営委員会が中心とな

いますか

って、平等・自由・民主自主の原則、無償・公開・親睦・中立の
理念のもと運営されています。他に広報委員会・プロジェクトが
あります。

活動予算はありますか

ありません。ただし活動に必要と認められた印刷費・通信費など
は青葉区が負担（直接執行）します。

青 葉 区 や 横 浜 市 と の 関 係 青葉区民会議は青葉区が協働の理念のもと設置している団体で
は、また市政の仕組みはど す。また情報提供などいくつかの活動支援を受けています。
うなっていますか

提案や横浜市予算の仕組みは３～１０ページを参照ください。

その他特に注意すべき点は？

区民会議自体が事業を行うことはありません。

区民会議はいつからあるのですか

区民会議第１号は旭区で昭和４９年です。青葉区は平成７年（１
９９５年）がスタートです。詳細は１１～１３ページを参照くだ
さい。

いままでにどんな成果があ 本ガイドの「青葉区民会議の活動成果」
（１４ページ）を参照くだ
りましたか

さい。

自治会とどう違いますか

区民会議ではまちづくりの課題を区全体を対象として考えます。また、区や市の
施策を学習する機会を作り、
照らし合わせながら区民のニーズや意見を取り上げ
提案へ取りまとめる活動を行います。
そのためには地域課題に取り組む自治会と
両輪の関係が望ましい姿です。

区民会議の規約類は本ガイドの「要領・マニュアル」
（１５～２１ページ）をお読みください。
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広聴と市民提案
横

地域の課題

区民会議

浜 市

市民提案
区民会議は、区民の
つどい・公開講座・
アンケートなどで、
広く区民の意見・要
望を集めます
＝ 広聴

区民会議は、同じ課
題を仲間とともに調
査・研究・学習活動
をして、実現可能な
案としてまとめます
＝ 提案

相互に補
完し合う
車の両輪
です

・ 青

自治会

葉

地域要望

区

ごみ
治安
パトロール
街灯
道路標示
公園愛護
騒音
ねこや犬
地域スポーツ
住宅環境
防災訓練
建築協定
集会所
高齢者見回り
防災計画
救急体制
危機管理
帰宅困難者
要援護者支援
自然環境
住宅環境制度
子育て相談
子育て支援
待機児童対策
ごみﾘｻｲｸﾙ
利用施設改善
市民協働
教育体制
ＤＶ対策

（参考）横浜市の行っている広聴
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/kocho/
市民からの提案
市長陳情
市長の集会広聴
（ティー・ミーティング～ようこそ市長室へ～
ぬくもりトーク）

ヨコハマｅアンケート
パブリックコメント・意見募集

区民会議
区民会議は
横浜市の
広聴事業の
一つです
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Ｑ１

青葉区役所が区民会議を設置している理由は？

区民会議という組織は、区民相互の話し合いよる市政参加の場であるとともに、集団広
聴の場と考えております。
地域において意見を出して話し合い、理解を深め、総意をまとめることは大変難しいこ
とと考えていますが、区民会議が、こうした問題に取り組み、地域における様々な意見を
踏まえ、相互の理解形成や意思形成の役割を果たし、この結果として区民会議発の新しい
事業や地域での取組が始まることを期待しています。
青葉区民会議設置要綱
制 定 平成21 年3月24 日 青政第1573 号（区長決裁）
最近改正 平成24 年４月１日 青政第1421 号（区長決裁）
（設置趣旨）
第１条 広聴活動を通じて得た区民の声を反映した、次世代に引き継ぐ「丘のよこはま」
のまちづくりを推進することを目的に、青葉区民会議（以下「区民会議」という。）を
設置する。
（性格）
第２条 区民会議は、すべての青葉区民に開放され、民主的な運営のもとに、自主的に活
動を行うこととする。また、無償によるボランティア活動とする。
（活動期間）
第３条 委員の活動期間は、２年とし、原則として４月１日から翌々年の３月31 日までと
する。
（活動）
第４条 区民会議は、活動期間中、区民や地域の課題を話し合い、地域の課題解決等に取
り組むとともに、必要に応じて提案を行う。
（組織・委員構成）
第５条 区民会議は、公募及び推薦の委員で構成する。
（役員）
第６条 区民会議に、代表委員、副代表委員、広報委員長を置く。
（顧問）
第７条 区民会議に、顧問を置くことができる。
（経費）
第８条 区民会議の活動経費は、内容に応じて青葉区が負担し、直接執行する。
（事務局）
第９条 区民会議の自主的な活動に対し、側面から支援するとともに助言を行うために、
事務局を置く。事務局は、青葉区総務部区政推進課に置く。
（会議の公開）
第10 条 区民会議は、原則としてこれを公開する。
（委任）
第11 条 この要綱に定めるもののほか、区民会議の経費及び事務局等に関し必要な事項は、
青葉区長が定め、区民会議の活動に関し必要な事項は、区民会議が定める。
（附則）
１ この要綱は、平成21 年４月１日から施行する。
２ この要綱は、平成 24 年４月１日から施行する。
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Ｑ２

横浜市はどのような方針のもとに市政運営を行っているのですか？

市政運営の根本となる基本構想(長期ビジョン)に基づいて
＊中期計画(４か年計画)
＊市政運営の基本方針（市全体の政策方針・重点施策）
＊区・局、事業本部が定める運営方針（単年度）
を定め、市政運営を行っています。
下図や説明を参考にしてください。

市政運営 の基本方 針
青葉区 運営方針

横浜市基本構想（長期ビジョン）

平成 18 年 6 月 23 日策定

市民全体で共有する横浜市の将来像であり、その実現に向けて、横浜市を支えるすべての個人や団
体、企業、行政などが、課題を共有しながら取り組んでいくための基本的な指針となるものです。
横浜市が人口減少時代に突入する 21 世紀最初の四半世紀（概ね 2025 年頃、現在から約 20 年間）
を展望し、横浜市の目指すべき都市像や、それを実現するための施策の基本方向などを規定します。
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/hoshin/koso/koso_honbun.html
横浜市中期４か年計画

横浜市中期４か年計画 2018～2021

中期４か年計画

は、横浜の未来を切り開いていくため根幹となる政策の方向性を共有することによ
り、あらゆる方々の知恵や力の結集、様々な主体との協働などを通して、オール横
浜で「横浜市基本構想（長期ビジョン）」の実現を目指していくための計画です。
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/hoshin/4kanen/2018
-2021/chuki2018-.html
その他

横浜市中期４か年計画

「分野別の方針・計画・指針」
「市政運営の基本方針」（単年度）
「区・局、事業本部の運営方針」
（単年度）
運営方針は、各区局統括本部が、一年間の組織の基本目標及び目標達成に
向けた施策や組織運営の方向性を明確化し、目標達成に向けて組織一丸と
なって取り組むことを目的として策定するものです。
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Ｑ３ 区民会議の提案・要望はどのように生かされていますか？

市役所内での情報共有データとして
提案・要望内容はデータベース化され、市役所内部で情報が共有化されます。
計画策定での市民意見として参考に
区の運営方針や、中期４か年計画、まちづくり指針など各種計画を策定する際に市民
意見・団体意見・地域ニーズとして参考になります。
取り上げた課題を市民・区民が共有する
提案・要望をしていただいた案件について回答・説明することにより、市や区の取組
姿勢が区民会議を通じて広く市民にお知らせされます。

Ｑ４

どのような提案・要望が効果的なのでしょうか？

アンケートなどを集約し検討する
区民会議委員の要望・提案のほか、区民のつどいや各種イベントなどの参加者から得
られた意見・要望やアンケート結果から、今後提案・要望すべき内容が浮き彫りになっ
てくると思います。その内容が提案・要望すべきなのかどうか部会や運営委員会で充分
に検討を重ねた上で提出するのであれば効果的な提案・要望となります。市民ニーズ、
地域ニーズの把握が重要です。
先駆的なアイデア
また、市民ニーズ、地域ニーズとも現状ではあまり求められていない提案・要望であ
っても、将来を予測した上で必要であると思われる先駆的な内容であれば同様に効果的
な提案・要望となります。
フィールドワークなどの具体的なデータの作成
提案・要望の肉付けとして、会議での議論だけでなく、フィールドワークや資料収集、
勉強会の開催、市民アンケートの実施などを行うことも大切です。
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Ｑ５

区の予算はどのように編成されていますか？

個性ある区づくり推進費とは1
平成 6 年度に、区の機能強化の一環として、局の縦割りの弊害をなくし、区が効率的・
効果的に予算を執行できる地域の身近な課題や緊急的なニーズに、区がより主体的かつ
迅速に対応・解決できるよう創設されたものです。これ以前は、各局から配付される個々
の事業単位での執行しか認められていませんでした。
個性ある区づくり推進費の目的は？
１
２
３
４

地域の総合行政機関として、区役所の自主性を高める予算
地域のニーズに的確に対応し、個性ある区づくりを推進できる予算
地域的、個別的、緊急的ニーズに迅速に対応できる予算
区役所職員が主体的に参画できる予算

個性ある区づくり推進費の構成は？
「個性ある区づくり推進費」は市民局予算として編成され、次のように構成されています。

（1） 自主企画事業費
・区役所が独自に企画し、執行する事業費
・各局から配付されていた予算のうち、区役所が、地域の実情に応じて執行するこ
とが望ましいため、自主企画事業費に統合した事業費

（2）統合事務事業費
●統合事務費
・局が定めた一定の条件に基づいて執行する事務費（戸籍・住民登録事務費、
生活保護事務費など）
●統合事業費
・18 区で共通して実施している事業費（広報よこはま青葉区版発行事業、
市民相談事業、スポーツ推進委員支援費、青少年指導員事業、クリーンタウン
横浜事業、消費生活推進員活動事業、学校・家庭・地域連携事業）
（3）区庁舎・区民利用施設管理費
・区庁舎、区民利用施設（地区センター、コミュニティハウス等）の管理運営に
係る経費

1

個性ある区づくり推進費

平成 30 年度

青葉区予算

1ttps://www.city.yoko1ama.lg.jp/aoba/kusei/unei1os1in-yosan/yosan/130yosan.1tml
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Ｑ６

青葉区の予算編成を教えてください

青葉区の編成予算（平成 31 年度）
区

分

予算額

説

(千円)

自主企画事業費

110,760

統合事務事業費

51,357

統合事務費

明

地域の身近な課題やニーズに、迅速かつ、きめ細かく対応するための
事業費

26,369 区役所等運営経費、児童手当事務経費、生活保護事務経費ほか
広報よこはま青葉区版発行事業、市民相談事業、スポーツ推進委員支

統合事業費

24,988 援費、青少年指導員事業、クリーンタウン横浜事業、消費生活推進員活
動事業、学校・家庭・地域連携事業

区庁舎・区民利用施
設管理費
合

計

790,026 区庁舎、地区センター等の管理運営にかかる事業費
952,143

青葉区編成予算内訳（自主企画事業費）
区

分

誰もがいきいきと、健やかに
暮らせるまち
安全で安心して暮らせる
まち
様々な人や活動がつなが
る、活力のあるまち
魅力を高め、発信するまち

自然と調和した、多世代が
住みやすいまち
合

予算額

説

(千円)
24,376

27,801

16,350

20,650

子育てや地域包括ケア、健康増進に関する取組等を通じて、誰も
が自分らしく健やかに暮らせるまちづくりを進めます。
防災や防犯等に関する取組を通じて、リスクに備え、安全で安心し
て暮らせるまちづくりを進めます。
様々な分野で多彩な人材・団体・活動がつながり、地域の連携や
ネットワークが広がる、活力あるまちづくりを進めます。
青葉区の様々な特色をまちの魅力として定着・向上させ、区の内外
に発信します。
区の特色である自然環境と街並みの調和や、花・緑の豊かさを生

21,583 かしながら、少子・高齢化の進展と今後の人口減少等を踏まえた、
持続可能なまちづくりを進めます。

計

明

110,760

7

Ｑ７

予算編成の流れを教えてください？

8

Ｑ８

予算編成に向けた区提案反映制度はどういうものですか？

「区提案反映制度」は、区が把握した地域のニーズや課題等について、区が現場の視
点から解決策を検討し、局における市としての予算化、制度化を提案する仕組みです。
※平成 28 年度予算編成までは「地域ニーズ反映システム」として実施しました。

■平成 30 年度の状況と対応件数
各区から出された提案数は 224 項目で、そのうち提案内容が予算等に反映されたものは 167 項目
となっています（提案内容の一部だけが予算等に反映されたものも含みます）
。
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/ku-shokai/ku-yosan/hanei/h30/h30.html
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平成 30 年度予算編成に向けた「区提案反映制度」項目・対応状況一覧
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/ku-shokai/ku-yosan/hanei/h30/13aoba30.html

区名

番

項目

所管局名

対応の有無
有
※一部
対応含む

号

無

青葉

1

ガーデンネックレス横浜2017の取組の継続

環境創造局

○

青葉

2

空家対策の強化

建築局

○

青葉

3

鴨志田町の証明整備

温暖化対策統括
本部

〇

青葉

3

鴨志田町の照明整備

市民局

〇

青葉

4

鉄道駅へのホームドアの設置

都市整備局

○

青葉

5

高速鉄道３号線の延伸（あざみ野～新百合ヶ丘）
の早期事業化と周辺のまちづくり

都市整備局

○

青葉

6

樹林地の保全

環境創造局

○

青葉

7

環境整備局

〇

青葉

7

谷本公園北側エリアの整備促進と北西線高架下の
活用によるスポーツの場の確保
谷本公園北側エリアの整備促進と北西線高架下の
活用によるスポーツの場の確保

道路局

○

青葉

8

都市計画道路等の整備

道路局

○

青葉

9

奈良地区における地域交通の改善

都市整備局

青葉

9

奈良地区における地域交通の改善

道路局

○

青葉

10

民生委員児童委員の推薦方法の改善

健康福祉局

○

青葉

11

これからの高齢者支援について

健康福祉局

○

青葉

12

児童虐待・いじめ防止等対策の総合型

こども青少年局

○

〇

システムの構築
青葉

12

児童虐待・いじめ防止等対策の総合型
システムの構築

教育委員会
事務局

○

青葉

13

老朽化したインフラの更新と災害に強いまちづくり

環境創造局

○

青葉

13

老朽化したインフラの更新と災害に強いまちづくり

道路局

○

青葉

13

老朽化したインフラの更新と災害に強いまちづくり

資源循環局

○

青葉

14

雨水調整池内ビオトープの生物多様性を考慮した維持管理

道路局

〇

青葉

14

雨水調整池内ビオトープの生物多様性を考慮した維持管理

環境創造局

〇
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区 民 会 議 の あ ゆ み
１．一万人集会(昭和４７年)から区民会議発足へ
■第一号は旭区民会議。その後、横浜市内１５区に設立
昭和４９年４月５日に｢旭区民会議｣が誕生、その年
には、市内１０区に次々と｢区民会議｣が誕生しました。
更に翌年の昭和５０年には南区と磯子区に、昭和６１
年に泉区、平成７年に青葉区に「区民会議」が誕生し
て、横浜市１８区の内１５区に｢区民会議｣が設立され
ました。
旭区民のつどいを話し合い区民会議代表者

■発足当時の社会情勢
この背景には、昭和３０年代の高度経済成長の中で、横浜市の人口が急速に増加し、
環境破壊・公害など、市民生活に様々な問題が発生してきたこと、時代とともに市民
の価値観も変化して、市政に対する市民からの要望や陳情が沢山寄せられるようにな
ったことも｢区民会議｣誕生の背景として考えられます。

■一万人集会から区民会議へ
｢一万人集会｣が開催されたのが昭和４７年、翌年の昭和４８年に｢明日の横浜を話し合
う区民の集い｣が市内各区で開催されました。
市民の声を市政に反映させると共に、市が作成した「横浜市総合計画案」を市民参加
で討議するという、新しい形で市政が展開されようとしている中で、昭和４９年に旭
区民会議が誕生しました。
■区民会議を市政の中心とした昭和５０年施行の「市政参加推進会議設置要綱」
区民会議が市内１３区に誕生した年、昭和５０年に施行された「市政参加推進会議設
置要綱」には、その第一条に｢区民会議を中心とした市政参加事業を推進し、広報広聴
業務を通じて庁内全般の情報の交流を活発化し、行政内部の意思統一をはかり、市民
の意見を反映するため、市民参加推進会議を設置する｣として区民会議の立場を明確に
うたっていました。
■現在の、市政への住民参加の状況は
その後、市民の市政参加が積極的に進められた結果、今日では、多くの市民が様々な
形で市政に参加する機会が増えてきました。市民活動を支援する行政の体制も、市民
活力推進局による協働事業推進や各区の区民活動支援センターが、市民活動・ボラン
ティア・生涯学習などのサポートを行うなど、協働のまちづくりが進んでいます。
■設立当時の区民会議活動の中心は
一方、区民会議が設立された昭和５０年から、
「よこはま２１世紀プラン」が発表され
た昭和５６年ごろまでの活動は、横浜市予算への要望・提言のほか、各区ごとの課題(道
路・交通・防災・医療といった都市基盤の整備や 教育・福祉・地域のまちづくりなど
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ソフト面の整備など)を中心に討議され、市政・区政に反映されるよう活動が進められ
てきました。
(昭和５６年に区政推進課が設置され、①広報・広聴相談機能の充実強化、②企画調整
機能の充実強化が推進されました)

２．区民会議交流会テーマから見える「区民会議の変遷」
■区民会議のあり方検討は古くて新しいテーマ
「区民会議を考える」をテーマとしたのが第７回(昭和５６年)。その後｢新たなる発展
をめざして・これからの区民会議を考える｣－第９回(昭和５８年) 、｢区民会議の活性
化｣としたのは第１３回(昭和６２年)です。
このころから区民会議のあり方が課題になってきたようです。
■時代に反応したテーマ
｢時代の変化に対応した区民会議像を求めて｣が第２１回(平成７年)のテーマです。
このテーマ設定は、２年前の平成５年に横浜市「ゆめはま２０１０プラン」の中で「市
民と協働して特色ある区づくりを推進する」と発表したことへの対応でしょうか。
■協働によるまちづくりを意識したテーマ
平成１２年に｢市民活動推進条例｣が施行され｢市民活動支援センター」が各区に次々と
開設されました。区民会議にも、自主的・自立の運営をめざしつつ、行政との関わり
方・協働の進め方などを模索する動きが強まりました。
｢区民会議と行政とのかかわり方｣－第２９回(平成１５年) 以降、[協働の進め方] や
[区民会議のあり方] が交流会のテーマとして取り上げられてきました。
■まちづくりを主体的に市民目線で考えるテーマ
平成２１年に横浜市は協創推進の指針を策定し、公民連携が打ち出されます。その中
で市民の立場でのまちづくりへの提案はさらに不可欠のものとなり「今こそ考えよう！
これからのまちづくり」(平成２７年)と明確なテーマを続けて開催されました。
（＊平成２９年で全市交流会は終了しました。）

３．多様化する区民会議
平成１９年以降、各区の区民会議においても、活動目的に応じた名称変更を行ったり、
事務局機能を取り込み自立した団体となった区がある一方、活動を休止したり、解散し
たりした区もあります。

横浜市市民局広聴相談課ホームページ

平成 31 年 3 月現在

http://archive.city.yokohama.lg.jp/shimin/kochosodan/kocho/kuminkaigi/
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・青葉台駅交通対策委員会
・魅力のあるまち青葉台検討会
・青葉区交通アクセス委員会
・青葉区エコムーブ懇談会
・谷本公園整備事業委員会
・あざみ野フォーラム検討委員会
・横浜市福祉のまちづくり委員会
・青葉台駅周辺交通対策シンポジウム参加
・かながわ県民フォーラムへは毎年参加
・青葉区プラン作成のためのまちづくり会議
・恩田元石川線 検討委員会
・横浜市地球温暖化対策検討部会
区民会議が実施した集団広聴
･「わがまち」の未来像を共に語る会 青葉区選出の
議員と語る未来の青葉区像 区役所と共催
･区民のつどい 毎年１年に１回開催
･公開講座／公開勉強会／連続講座など
･ H7 市民ギャラリー/市民フォーラムに関する
アンケート
1251 件
･H13 鶴見川沿いの散策路 アンケート
200 件
･H17 防犯の備えについてアンケート
200 件
･H18 福祉問題に関するアンケート
200 件
･H19 自転車アンケート
900 件
･H20 青葉区民-区内移動行動調査
170 件
･H20 高齢者福祉についての関心度アンケート
434 件
･H22 青葉区民 1000 人アンケート
1007 件
･H23 震災 1000 人アンケート
982 件
･H23 子育てアンケート
450 件
･H25 青葉区まちづくり指針アンケート
1028 件
･H29 交通まちづくりアンケート
932 件
･H29 H30 区民まつりでのクイズ 204 件
238 件
･H29 H30 4 回公開講座でのアンケート 合計 209 件

予算化、事業化または検討が為された要望･提言
・田園都市線の駅舎にエレベーターやエスカレータ
ーの設置（特に市が尾駅・藤が丘駅）
・障害者・高齢者が利用しやすい施設づくり
（ケアプラザ、老人福祉センター、養育センター）
・鶴見川親水公園の新設 → 親水施設の整備
・公園地図の作成 → ガイドマップへの記載
・市民が企画運営できる公園の新設→ドッグラン
・区の木、区の花の制定 →区制 10 周年で制定
・保育園の増設、定員増や保育時間の延長と、保育
料金の軽減→延長保育の実施
・高齢者（特に一人暮らし）、障害者の常時安否確認
手段の開発、活用化
・放置、放棄自転車撤去の効果的推進
・情報伝達の円滑化、広報の充実
→青葉区版広報の増ページ実施
・駅バス停留所から公共施設への点字ブロックの設
置状況見直し、補充→市が尾駅、江田駅整備
・コミュニティバス導入に向けた調査
→はっぴいバスの運行
・青葉台駅周辺の交通緩和に向けた総合対策の検討
→環状 4 号線荷捌き場設置
・区民の IT サロンなどの支援→ぱそこん横丁、あお
ばみん実施公園維持管理の公開
・青葉区都市計画マスタープランの実現に向けての
整備実行
・コミュニティ放送を利用しての防災情報の伝達
・あざみ野駅西口交差点などの改良
・ 田奈駅前駐輪場設置
・区役所駐車場運用の改善→駐車場待ち渋滞解消
駐車券の改善
・下恩田人道トンネルの設置→トンネル設置
・江田駅東口駅構内の歩道から国道をまたぐ歩道橋
までの区間に点字ブロックの整備
・区内 3 か所の交差点に視覚障害者用携帯用音声案
内装置の設置→設置
・からすネット→自治会へ配布
・鳥獣捕獲許可権の委譲→神奈川県から横浜市へ委譲
・AED 貸し出し→貸し出し事業の実施
・階段用避難器具購入 →区役所 4 階に設置
・防災担当職員の配員→危機管理担当係長の配置
・J-Alert の整備→戸塚区での警報設置
・市が尾駅周辺地区の案内サインの改善に伴い寺家
ふるさと村へ向かうルートの案内を記載
・寺家ふるさと村へのルート案内板を川沿いに設置
区民会議委員が参加した検討委員会
・横浜市電子市役所推進懇談会 H14
・青葉区制 10 周年記念事業委員会
・「区の木、区の花」選考委員会
・青葉区内地区センター等指定管理者選定委員会

要望･提言 年度ごとのもの以外に
・H14 IT による住民本位の横浜市政実現のために
・ゆめはま 2010 プラン 素案への提言
・横浜市 IT 戦略案に対する緊急提言
・新情報化指針計画緊急提言
・別館閉鎖問題に対する緊急提言
・H26 青葉区まちづくり指針改定への提案
・H28 青葉区まちづくり指針(改定の素案）への提案
情報提供 収集
・H12 市内区民会議初の HP 開設
・自治会回覧(8500 部)の区民会議ニュース発行
・区民会議委員へのお知らせメール
・運営委員連絡メール 部会用メール
・H24 横浜北部まちづくり交流会連絡メール
・H25 減災ネットワーク構築開始
・H31 ウェブアンケート「青葉区みんなの声」
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青葉区民会議活動要領
青葉区民会議設置要綱（平成 21 年 4 月 1 日制定）に基づき青葉区民会議の活動について要領を次のよ
うに定めます。
１． 目的
青葉区民会議（以下「区民会議」という）は、幅広い区民の参加により、住みよい青葉区のまちづ
くりと、よりよい暮らしを目指し、区民相互の話し合いを基盤に、区民と行政の架け橋として、行政
と（区）民との間で対話をはじめとするさまざまな広聴の機会を作り、総合的な観点から政策提言す
ることを目的とします。
２． 活動
区民会議は、すべての区民に開放され、民主的な運営のもとに、自主的な活動を進めてまいります。
区民会議は、区民や地域の課題を広く取り上げ継続的に話し合う場を設けます。またより良い話し合
いのために部会活動などを基盤に活動します。

区民会議の活動の内容は議事録及び広報紙、ホーム

ページなどにまとめ、広く区民に知らせるとともに行政に伝え、提言の実現に努めてまいります
I
（１） 地域課題の抽出
（２） 課題を明らかにして共有し、解決策を話し合う「区民のつどい」の開催
（３） 課題解決に向けて、調査研究、見学、研修、検討など
（４） 課題解決に向けた地域や行政に対する提案や協議など
（５） 広く区民を対象にした公開講座や活動報告会の開催
（６） 活動を紹介する広報紙の発行やホームページの運営
（７） その他区民会議の目的を達成するために必要な活動
II
（１） 青葉区から検討を求められた地域課題についての検討調査研究など
３． 構成
（１） 委員
区民会議は、２００名程度の区民を委員とします。委員は、次の単位で活動テーマを掲げて、広く
区民に参加を呼びかけています。
Ａ．青葉区民からの公募を原則とします。ただし、入会は委員総数の限度内で随時受け付けます。
Ｂ．青葉区内の連合自治会及び各種市民組織からの推薦
（２） 運営委員
運営委員は発足時に２０名を上限とし、次の方法により選出します。
Ａ．各部会から部会長１名のほか部会員数の全体委員数に対する比率に従って割り当てられた員数の
委員が運営委員になります。
Ｂ．運営委員会が必要と認めた場合は若干名の運営委員を追加選出できます。
Ｃ．運営委員を選出するに際しては、公募や推薦を配慮することが望ましい。
（３） 代表委員・副代表委員
前期運営委員会は、次期代表委員候補を推薦し、解散総会で承認された時、次期発足総会で代表委
員候補の推薦提案ができます。
代表委員候補の推薦が無い場合は発足総会で運営委員の互選により選出します。
代表委員は総会承認後、会議を主宰します。
また、運営委員の互選により副代表委員２、３名を選出します。副代表委員は代表に事故あるとき
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代表の役を引き継ぎます。
代表委員は部会長を兼務しないこととします。
４． 活動内容と位置付け
（１）

委員総会

委員総会は、区民会議各期の発足の話し合いや部会活動の発表・交流を図るため委員相互で話し合
う場です。年２回程度開催します。
（２）

部会

部会は、区民に身近なテーマについて、委員相互で話し合うテーマコミュニティーの場です。 部
会では、テーマについて話し合うほか、学習、体験共同作業などを通した活動を行います。
（３）

運営委員会

運営委員会は、委員総会の開催、部会活動の支援ならびに部会相互の連絡調整を行います。 また
「区民のつどい」
「地域のつどい」の開催方法や運営などのほか、区民会議の活動の企画や運営、及び
次期の設立に関することなどを協議します。
運営委員会は、必要に応じて小委員会･横断的プロジェクトチームを設けることが出来ます。
（４） 広報委員会
運営委員会の中から広報委員長および広報委員を選出するほか、一般委員も参加し、区民会議の活
動を区民に伝えるために、区民会議ニュースの編集、ホームページ作成などのＰＲ活動をします。広
報委員会は編集方針について、運営委員会に報告します。
（５）

区民のつどい・地域のつどい

「区民のつどい」「地域のつどい」は、地域のコミュニティーの場または市政広聴の場として、広
く区民相互で話しあうため、連合自治会及び行政と協力して開催します。
Ａ．「区民のつどい」は、すべての青葉区民に参加を呼びかけて、区の課題について話し合います。
Ｂ．
「地域のつどい」は、区内を北部・中部・南部の３地域に分け、広く地域住民に参加を呼びかけて、
地域の課題などを話し合います。地域毎に、年１回程度開催します。
（６）その他の活動組織
運営委員会は必要に応じて部会以外に活動組織をおくことが出来ます。
５． 委員の活動期間
委員の活動期間は、１期２年とします。但し引き続き公募への応募、推薦されることを妨げないも
のとします。また、途中入会者の任期はその期の解散総会までとします。
運営委員は、活動に広がりを持たせるために、また運営委員会の活動の継続性を高めるために、任
期の継続は特に定めません。
ただし、代表の任期の継続は 3 期 6 年までとします。
６． 顧問
青葉区選出の県･市会議員は、区民会議の顧問とし、「区民のつどい」などへの参加を強く呼びかけ
ていきます。必要に応じて運営委員会は県・市会議員のほかに顧問をおくことができます。
７． 事務局
区民会議の事務局は青葉区役所区政推進課広報相談係におきます。
８．運営基準
運営は、別途定める部会活動マニュアル、委員総会開催マニュアル、運営委員会活動マニュアルを
基準とします。
９． 改正
この要領を改正する必要がある場合は、運営委員会で協議の上、委員総会にはかり決定します。
１０．
付則
この要領は、平成７年５月２０日から施行します。
この要領は、平成９年３月２９日から施行します。
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この要領は、平成１１年３月２７日から施行します。
この要領は、平成１３年３月２５日から施行します。
この要領は、平成１６年４月３日から施行します。
この要領は、平成１７年３月２６日から施行します。
この要領は、平成１９年 4 月１４日から施行します。
この要領は、平成２１年１月２３日から施行します。
この要領は、平成２１年４月１８日から施行します。
この要領は、平成２３年４月１６日から施行します。
この要領は、平成２５年４月２０日から施行します。

部会活動マニュアル
１．部会設置、部会廃止
・部会活動の趣旨に賛同した委員５名以上で部会を設置することができます。
・６か月以上の部会活動がない場合は、部会を廃止するものとします。
２． 部会への所属、退会
・すべての区民会議委員は、いずれかの部会に所属し、実践的に活動します。
・途中入会者は、部会で承認後所定用紙に記入し運営委員会へ届け出ます。
・届け出なく６か月間部会活動への参加がない場合、議事録などの送付が停止されます。
・また、上記の際、部会長は継続参加の意志を確認します。他部会への移動の意志がない場合、
あるいは、参加継続の意思がない場合は退部退会として取り扱い、区民会議から退会とみなし
ます。
３．部会長･副部会長、ならびに運営委員の選出
・発足時の最初の部会で立候補または相互の推薦により、部会長・副部会長を選出します。立候
補または推薦された人は部会で検討するテーマ、抱負、経歴、能力など参考になる自己紹介を
します。
部会長の選出
・部会長は、２期４年を越えて選出することはできません。
運営委員の選出
・運営委員は、活動任期を特に定めません。
・部会からは部会長のほか部会割り当て数運営委員を選出します。
・部会割り当て数は部会委員数と発足総会での部会員数の比率に従って決定します。
・選出に際しては次のことに留意します。
①区民会議委員の経験が１期以上あることが望ましい。
②部会選出委員のうち 1 名は上記に該当する人が望ましい。
３．部会の開催
・原則として毎月定例会を開催し、部会活動の状況は、運営委員会で部会長を通じて報告します。
部会長が欠席の場合は必ず代行（運営委員あるいは部会員）による報告をおこないます。
・部会開催日は，参加者が出席しやすい日や時間帯とし、話し合いのうえ決めます。（なお、他部
会からの参加が出来るように、部会長連絡会で日程調整を行うことが望ましい。
）
４．部会活動の内容
・部会では、話し合いを基盤に、具体的テーマを選び、調査・研究・学習を行います。
・体験講座・公開講座や共同作業などを通じた広聴活動を進め、具体的な地域活動が区民会議発で
立ち上がることを呼びかけます。
・上記の広聴活動を通して課題解決につながるような政策提言を任期中に行います。
・具体的な課題を選んで、随時部会内プロジェクトチームを編成しながら活動します。
・次年度の市予算への要望・提言や部会ならびに区民会議活動全体にかかわる年間活動計画書をま
とめ、運営委員会に提出します。
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・広く区民の要望や提案を聞くため、「区民のつどい」、
「地域のつどい」、「公開講座」を積極的に
推進します。
５．部会の運営
・部会の運営にあたって、委員は、相互の意見を尊重し、合意形成を目指して民主的運営に努め
ます。また、委員相互の親睦をはかるように努めます。
・部会活動は、テーマにより、小グループを作り、取り組むことができます。その結果は、部会
で報告し、合意形成に努めます。
・他部会に関連するテーマの場合は、参加を呼びかけ、他部会との交流を深めます。
６．部会所属の変更
・発足後、部会の所属を変更したい場合は、部会長に申し出て希望する他部会長の了承を得て、
運営委員会報告後に変更できます。
７．他部会への参加
・他部会へ参加する場合は、その部会長の了承を得て、参加できます。
８．部会の会計
・原則として部会活動は、自己負担で行い、 その費用をあらかじめ会費として徴収できますが、
その場合は収支報告をしなければなりません。
９．事務局との関係（運営委員会活動マニュアル

１０項、１１項参照）

・部会会場の手配及び部会開催の資料・郵送料など事務局（区役所）に協力を求めることができ
ます。

委員総会開催マニュアル
１． 委員総会
委員総会は発足時、解散時に開催するほか、委員の交流を深めることを目的とした中間総会を複数
回開催します。
① 委員総会には、発足総会、中間総会、解散総会があります。
② 委員総会は、区民会議各期の発足の話し合いや部会活動の発表・交流を図るため委員相互で話
し合う場です。
③ 委員総会は、公開とします。ただし一般参加者は傍聴とします。
④なお、必要に応じて運営委員の過半数の賛同があれば、臨時総会を開催できます。
２． 発足総会
① 発足総会の招集は前期代表が行い、その運営は前期運営委員会が当たります。
② 発足総会では
・ 前期活動の紹介、活動要領の承認及び引き継ぎ事項の説明
・当期の部会設置の承認
・代表委員、副代表委員の選出と承認
・部会からの運営委員の選出ならびに部会長・副部会長の選出を行い、引き継ぎを行います
なお、引き継ぎを円滑に行うために次期委員予定者に発足総会の前にオリエンテーションや説明
会を行います。
③部会長・副部会長および部会割り当て運営委員の選出は所属する部会ごとに分かれて、（副部会
長は複数可）互選します。なお、部会長１名他部会割り当て数の運営委員の総数が部会からの運営
委員になります。
④代表委員は前期運営委員会推選の候補者を総会で議決承認します。推薦候補が無い場合は、運営
委員の互選で決めます。
⑤副代表（２－３名）は選出された運営委員の互選で決め、代表委員と共に発足総会で紹介される
ことが望ましい
３．中間総会
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① 開催 原則として期の内に２回開催、代表が招集し、その運営は運営委員会が当たります。
② 中間総会では
・ 委員間の意見交換、交流
・ 運営方針と活動報告
・ 部会活動やプロジェクトチームの報告
・ 必要に応じて重要事項の報告、決定、承認を行います。
４． 解散総会
① 開催
任期末に代表が招集し、その運営は運営委員会が当たります。
② 解散総会では
・ 任期２年間の活動報告の総括
・ 「区民会議活動要領」改正の承認
・ 運営委員会が推選する次期区民会議代表委員候補の採決を行なう。
・ 次期への引き継ぎ事項の報告を行うと共に、委員との意見交換、交流を行います。
５．総会の議決に関して
議決は総会総数の過半数以上の賛同をもって承認されます。
（総会総数とは出席数と欠席委任数の合計をいいます。）

運営委員会活動マニュアル
１． 運営委員会の構成および運営委員の選出、退任・退会
運営委員会の構成は２０名程度とし、次の方法により，選出します。
A.運営委員会の構成は２０名を上限とし、
総数は、発足総会時における委員登録数を勘案し事務局で算出します。
B. 運営委員は各部会ごとに部会長 1 名と部会割り当て数の運営委員を選出します。
C．その他運営委員会が必要と認めた場合は若干名を追加選出できます。
（例えば横断的･長期なプ
ロジェクトチームのリーダー）
D．運営委員の任期途中での退会、退任
運営委員が余儀なく退会、退任の場合、運営委員会に届け出ます。運営委員会は退会、退任
届けを受理後速やかに該当運営委員を補充選出します。補充された運営委員の任期は残余期
間とします。
２． 代表及び副代表の設置
運営委員の互選により、代表１名と副代表２、３名を選出します。 代表は、区民会議を代表し、
会議を主宰します。
副代表は、代表を補佐、その不在時に代行します。
３． 運営委員会
（運営委員の役割と任期）
・ 運営委員は全て役割をもち、役割を分担し責任を果たします。
・ 運営委員は、活動に広がりを持たせるために、また運営委員会の活動の継続性を高めるた
めに、任期の継続は特に定めません。
・ ただし部会長の任期は継続して 2 期 4 年までとします。
・ ただし代表の任期は継続して 3 期 6 年までとします。
（運営委員会の役割）
運営委員会は、次の事項を協議・決定し、部会委員の協力を得て、区民会議活動を進め、委員総
会に報告・提案します。
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・事業計画および報告（区民会議の運営）

＊企画書の提出

年間計画

・ 区民会議活動要領、委員総会マニュアル、部会活動マニュアル、運営委員会活動マニュアル
の改廃

（＊総会承認は要領のみ）

・ 部会やその他の活動組織の新設・統廃合
・ 委員総会の開催
・ 部会活動の支援ならびに部会相互の連絡調整
・ 「区民のつどい」「地域のつどい」の開催・運営など
・ 次期区民会議の発足に関すること
・ 市・区など行政機関に対する要望提言の取りまとめ
・ 広聴･広報･調査活動
・ 前期からの引継ぎ事項・次期への引継ぎ事項の検討
・ 区民会議名での外部への情報発信
・ その他区民会議活動の目的に沿った活動
（運営委員会の開催 ）
・ 運営委員会は原則として、毎月１回代表が召集する他、必要に応じて運営委員会を開催す
る。その結果は各部会長を通じて、各委員に報告します。
・ 運営委員会の定足数は委員の過半数以上の出席をもって定足数とする。
・ 会議の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
・ 運営委員が会議を欠席する場合は、代理人に委任することができる
・ 委員が運営委員会の傍聴を希望する場合は、代表に事前の了解を得て出席することができ
ます。
４．小委員会・横断的プロジェクトチーム、その他の活動組織の設置
運営委員会は、必要に応じて小委員会･横断的プロジェクトチーム、その他の活動組織を設けるこ
とができます
５．広報委員会の設置
区民会議の活動を区民に伝えるために、広報委員会を設けます。
・広報委員長は運営委員から選出します。
広報委員会は運営委員と一般委員とで構成されます。
（なお、各部会からは１名以上広報委員会に参加します。
また各部会には、運営委員で広報委員を務めるものが 1 名いることが望ましい。
広報委員会に参加する一般委員の数は制限するものではありません。
）
・広報委員会は、区民会議ニュースの編集・発行、ホームページ作成などＰＲ活動をします。
・広報委員会は編集方針について運営委員会に報告します。
・広く区民の意見を聞くためにインターネットを活用します。
６．ホームページの開設
区民会議の活動を、広く区民に伝えて理解を深めると共に、区民の意見を聴取するために、ホー
ムページを開設します。
このため広報委員会の下に、ホームページ作業グループを常設します。
７．部会との関係
運営委員会は、部会の意向を反映して区民会議全体の企画と活動を進めます。
部会は、主体的に活動して、その結果を運営委員会に報告し、必要な支援または調整を受け、共
に協力して区民会議活動を推進します。
８．連絡組織
下記の連絡会を置くことができます。
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・ 部会長連絡会
・ プロジェクトチーム連絡会
部会内プロジェクトチームおよび、横断的プロジェクトチームが相互に情報交換し広く連携･
協力ができる場として設置する。
９．自治会・諸団体との関係
区民会議は、自治会・諸団体に委員の推薦を依頼します。この協力関係を大切にしながら、共に
果たす役割を認識し区民会議活動を推進します。
なお、推薦委員が退会した場合は、その推薦団体に通知し、後任者の推薦を依頼します。
１０．事務局との関係
事務局へは運営委員会を通じて下記のような支援〔協力〕を依頼することが出来ます。また、事
務局は区当局との窓口になります。
活動支援内容（青葉区民会議に関する事務取扱要領第 3 条より）
（１） 活動に必要と思われる情報の提供や助言
（２） 総会、運営委員会、広報委員会などの開催会場確保への協力
（３） 会議資料や広報紙等の印刷に関する手配
（４） 行政機関等との連絡調整
（５） 広報紙発行への助言
（６） 総会への出席
（７） 委員募集に関する手配
（８） 自主事業等の広報（広報区版やホームページへの掲載）
１１．区民会議企画・活動に関わる経費（青葉区民会議に関する事務取扱要領第 2 条より）
区民会議活動は区民会議委員の自主・自立した活動を基盤とすることを本旨としますが、運営委員会
を通じて下記のような支援・協力を依頼することができます。その場合は青葉区が直接執行します。
（１） 印刷費
（２） 消耗品費
（３） 通信費（ホームページ利用料を含む）
（４） 区民のつどいなど主催事業の開催経費（講師、保育、通訳など）
１２．その他
顧問（県･市会議員）との会合を必要に応じて開催します。市・区職員との会合を２ヶ月に一度程
度開催します。

改定：平成 24 年 3 月 22 日運営委員会承認
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