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はじめに
第１１期へ
青葉区民会議

第 10 期青葉区民会議 代表委員

加茂千津子

―― 区民とともにまちづくり、住民自治――
「青葉区まちづくり指針（H14）改定への提案」を作成するため、多くの区民の協力を得て２回目の 1000
人アンケートを実施しました。そして、アンケートを通して区民から直接まちづくりについての様々な意見を
聴くこともできました。区民の意見や思いが青葉区のまちづくりへ反映される住民自治の仕組みを青葉区で実
現し、広聴、そして住民参加のまちづくりを推進する役割を担いたいと思います。
「区民のつどい」では、元気に生き生きと活躍する高齢者を青葉区ではプラチナ世代と呼ぼうと提案し、「特
別自治市での区民が主体となる「高齢社会のまちづくり」をテーマに千葉県柏市での事例などを参考にプラチ
ナ世代が活躍するためのアイデアを出し合いました。今後急激に進む超高齢社会に対応するしくみを作るには
「自分たちの住むまちを、自分たちの手でよくしたい」と考えるすべての世代の区民がまちづくりに参加する
ことが必要です。これからも区民とともにまちづくりに参画していきたいと思います。

―― 横浜市都市計画マスタープラン 青葉区プラン「青葉区まちづくり指針（H14）
」改定への提案――
第８期からの第９期は「区プラン」の改定に対して 12 の提案をまとめ、提案書『すべての世代がすみ続け
たいまち青葉』を青葉区へ提出しました。第 10 期では 1000 人アンケート第２弾を実施、その結果をもとに「住
み続けたいまち 青葉～多世代で暮らすまち 回帰するまち 青葉をめざして〜」を提出しました。第 11 期中に
は青葉区での改定作業が進み、青葉区プラン改定版が策定されます。区民の意見が反映されるように提案をし
ていくことを引き継ぎます。

―― 減災とまちづくり ――
「3.11 東日本大震災」は安心して暮らすためのまちづくりには何が大事なのか、考えるきっかけになりまし
た。防災、減災について区民の意識も高まり、減災への取り組みが区内のあちこちで進んでいます。災害が起
きた時にいかに共助ができるか、そのためには日常的に地域でのつながりを広げておくことが大事であると思
います。先駆的なまちの取り組み活動を地域全体に伝え、住民との情報共有を循環させさらにつながっていく、
このようなまちづくりの一端を区民会議として担えるように進めていきます。

―― 区民会議の意義 ――
平成２６年度の横浜市区民会議交流会は３区の区民会議が実行委員となり開催しました。すでに区民会議を
解散した区へも呼びかけ多くの区の参加がありました。また横浜北部まちづくり交流会として緑区、港北区、
都筑区、青葉区のまちづくりに関心のある団体が自主的に集まり、意見交換や交流会を継続しています。青葉
区民会議はアンケートやつどいを通しての広聴・広報活動、横浜市への提案活動を２つの活動の柱と位置づけ
これからも区民と行政の架け橋として自主的、主体的に運営し活動していきたいと考えています。
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年月日
25.04.20
5.

活 動 内 容
第 10 期

要 点

発足総会

3 部会体制 54 名でスタート

区政運営方針の説明会

今年度は部会ごとに実施することにした

6.27 住民自治勉強会

第９期 H25 年３月に実施した「区民のつどい（大都市制
度講演会）」に関連して、特別自治市パンフレット及び、

政策局と意見交換（橘田課長他２名）

ビデオで内容について説明後、意見交換
9.10 「平成 26 年度横浜市予算への要望・提言」

各部会,運営委員会から要望・提案を提出した

9.20 39 号区民会議ニュース発行

「青葉区防災計画」

11.03

「区民まつり」2013 に参加

青葉区検定（自然）、楽食プロジェクトで試食、楽食ア
ンケート（安安）
、介護施設マップ配布（福祉）

11,12

第 39 回横浜市区民会議交流会に参加

１部：「大都市制度について」講演
２部

12.26

新未来プロジェクト

スタート

政策局橘田課長

分科会（環境、防災、教育、福祉）

青葉区まちづくり指針改定への提案についての勉強会

26.02.20 40 号区民会議ニュース発行

区民のつどい「プラチナ世代、これからの青葉区を考える」

03.11 要望･提言への回答

事務局より運営委員会へ届く

03.29

—プラチナ世代、これからの青葉区を考えるー

区民のつどい

開催

「活力ある超高齢社会を共創するために」後藤

純さん

03,30

青葉区コラボレーションフォーラムに参加

2 月 15 日に開催予定でしたが雪のため延期しての開催

05.12

市が尾駅周辺バリアフリー基本構想について

区政推進課の担当より、説明を受けた

05.17

中間総会

第１部は活動報告、第２部は顧問の議員より情報提供い
ただき、ランチを取りながら意見交換

08

新未来プロジェクト

アンケート実施

区役所１階で来庁者を対象に実施した（８回）

09,13

「平成 27 年度横浜市予算への要望・提言」

09.24

横浜北部まちづくり交流会開催

10.19

公開講座「みんなにやさしいまちってどんなま 「市が尾駅周辺バリアフリー基本構想」策定に合わせて

部会長名での提出を行った
場所は３丁目カフェ

幹事は緑区

ち」

安安部会が中心に企画した

10.20

41 号区民会議ニュース発行

「みんなにやさしいまちってどんなまち」

11.03

「区民まつり」2014 参加

福祉、安全：ユニバーサルデザインアンケート
自然

：青葉区検定

1部

講演「みんなにやさしいまちづくり」２部分科会

11.28

第 40 回横浜市区民会議交流会

12,12

[青葉区まちづくり指針（H14）改定への提案] 提案のほか、1000 人アンケートと区民からの自由意見

12,15
27.02.12

提出

も提出

市が尾駅周辺バリアフリー基本構想検討会

オブザーバー参加で一緒にまち歩きをした

勉強会「高齢者の時代を考える」開催

東急電鉄

02．20 42 号区民会議ニュース発行

平江良成（元東京大学研究員）さんの講演

「減災サミット」開催します

3,04 徳江青葉区長と意見交換
3.24 第 11 期区民会議オリエンテーシﾖン

第 11 期区民会議委員に対する説明

要望･提言への回答
04.25

第 10 期区民会議解散総会
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備考：自然部会=自然・環境部会
福祉部会=健康・福祉・教育部会
安安部会=安全・安心・まちづくり部会

運営委員会開催記録
回数

開催日

第１回

25.04.20

第2回

内

回数

容

第 14 回

発足総会当日開催

05.22

06.27

第4回

（つどい計画とアンケート実施準

・引き継ぎ事業

備について）

(北部まちづくり交流会)

第 15 回

・新未来プロジェクト設置

8人

06.26

第5回

・横浜北部まちづくり交流会幹事
・H27 年度市予算への要望提案の
準備
第 16 回

07.24

確認調整
09.26

・H27 市予算への要望・提言につ
いてまとめ作業開始

提出準備
第 17 回

・要望・提案提出報告

08.28

・11 期委員募集準備

手配
第 18 回

・横浜市交流会参加者調整
第7回

10.24

09.25

・NPO 青葉フォーラムに参加報告
11.28

第 19 回

・区民まつり報告

第 20 回

12.26 ・横浜北部まちづくり交流会実

第 21 回

・区民のつどい企画検討
第 10 回

11.27
12.25

提出(12/12)
・市が尾駅周辺バリアフリーまち

・区民のつどい企画案報告
第 11 回

あるきに参加

02.27 ・青葉区コラボレーションフォ
第 22 回

ーラム延期➡3/30 へ参加

9人

27.01.22

（3/24）

・区民のつどい日程変更
第 23 回

・中間総会準備について

9人

11 人

04.24

・解散・発足総会準備役割分担
・部会設置について確認

・H26 市予算への要望提案への

・委員勉強会報告「高齢者の時代」

回答を得る

を考える

・次年度年間計画について意見

・区民会議ニュース 40 号配布手配
第 24 回

交換
第 13 回

27.02.26

10 人

・区民会議ニュース 40 号
03.27

・つどい日程変更説明
・オリエンテーション日程確認

9人

・後藤先生との事前勉強会報告

第 12 回

・横浜市交流交流会報告(11/28)
・青葉区まちづくり指針への提案

ーマ検討

9人

・区民まつり参加報告
・第 11 期準備

9人

26.01.23 ・横浜北部まちづくり交流会テ

・市が尾駅周辺バリアフリー基本
構想講座参加

11 人

施企画報告

8人

10.23

12 人

・横浜市交流会(11/12)報告

10 人
第9回

・横浜北部まちづくり交流会
(9/24)報告

10 人

・区民まつり準備

9人
第8回

区民アンケート実施経過報告
・区民まつり準備

7人

・区民会議ニュース 39 号配布

7人

・区民会議設置目的の確認を区と
話し合う

7人

・防災減災公開講座実施報告
・市予算への要望提案について

10 人
第6回

会報告

・住民自治勉強会開催

・団体推薦について検討
08.22

・区民会議のあり方について意見
交換

07.25 ・横浜市交流会実行委員会報告

9人

・中間総会報告

・青葉区民会議設置要綱の確認

・区民のつどい企画検討

11 人

容

へ参加報告

定例開催日、年間計画）

・住民自治勉強会設置
第3回

内

・バリアフリー基本構想の説明会

9人

05.23 ・活動体制確認（運営委員名簿、

11 人

開催日

8人

・中間総会(5/17) 準備

03.26

・引き継ぎ事項承認
・次期代表委員候補選任

・区民のつどいワークショップ

・要領改定案を承認

報告

・10 期活動記録・ガイドの印刷な

・ビオラ市ヶ尾利用団体懇談会

どの手配

参加報告

・横浜北部まちづくり交流会幹事

・バリアフリー基本構想青葉区

会報告

版について

・区民会議交流会合同会議報告
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部会活動
年月日
25,4,20
25,5,13
25,6,10
25,7,8

定例部会
場所 人数
区役所
田奈
12
田奈
14
田奈
11

25,8,12 田奈

13

25,9,9

田奈

10

25,10,21 田奈

13

25,11,11 田奈

10

25,12,9 田奈

10

26,1,20 田奈

12

26,2,10 田奈

8

26,3,10 田奈

12

26,4,14 田奈

11

26,5,12 田奈

9

26,6,9

9

区役所

26,7,14 田奈

9

26,8,11 田奈

9

26,9,8 田奈
26,10,20 田奈

10
9

26,11,10 田奈

11

26,12,8 田奈

9

27,1,19 田奈

6

27,2,9

田奈

8

27,3,9

田奈
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自然･環境部会

主 要 な 内 容
１６名でスタート、部会活動マニュアルの確認と部会長を選出
自己紹介と副部会長、広報、会計、書記を選出
１０期、個人として、部会として何をやりたいか、を自由討議
区政運営方針の取り扱いを議論。詳細を部会で勉強後、区に問合せる
年間活動計画を議論
H26年度予算要望・提案１件を決定しH27年版の主要テーマを議論
今期の部会年間スケジュールを検討、今年度最初の観察会「舞岡ふるさと村」を報告
今年度の区政運営方針の「青葉区個性ある区づくり事業（自主企画事業）」の勉強と
区へ質問する疑問点を議論し、質問事項を４点に集約
区から来た回答２件の内容を議論
Ｈ１４の青葉まちづくり指針の当部会関連事項を復習し実現度等の感想
区民まつりの感想報告、「新治市民の森を歩く」と「キリン、自然の恵みを感じる
ツアー」の報告、部会から区への質問の残り２件の内容を議論
１月部会で環境創造局から説明を受ける為、事前に市に届ける質問を議論
今後の部会運営（予算要望のテーマ、観察会等）につき自由意見
”これからの緑の取組”を環境創造局から説明、質疑応答
恩田の里山観察会の詳細報告
環境創造局への質問の回答の報告
予算要望・提案の一環で、各区の自主企画事業の農・緑への取組を比較
「区の代表的街路樹」に対する市からの回答をベースに相応しい街路樹を議論
区民のつどいのアイディア出しで出そうな意見を話合
３月の区民のつどいにつき自由意見
継続して予算要望・提案につき話合い
区民のつどいで出た当部会関連の意見につき自由討議
継続して、今年夏に提出する予算要望・提案を議論
青葉区プラン改定についてテーマにしたい事項を自由討議
継続して、８月提出予定の予算要望・提案につき話合う
安・安部会から災害時の備蓄食料につき出前講義
継続して、８月提出予定の予算要望・提案につき話合う
奈良川源流観察会のレポート報告
予算要望・提案につき最終の議論、事務局からの提案につき説明し議論
“区民のつどい”で出た意見を再編集し運営委員会に提出しＨＰ掲載を要望する
事務局からの提案につき意見を述べ合う
区民まつりの出し物は「青葉区検定第４回青葉区の公園、緑、生き物」に
事務局からの提案につき継続して話合い
区民まつりにつき自由意見
事務局との話合いにつき議論、有志が事務局と下打合せする事に
事務局との打合せ内容を報告し議論、事務局と部会の話合いはしない事に
３月の区民のつどいで得た部会関連の意見を精査
横浜みどりアップ計画の青葉区他の過去５年実績を勉強
恩田地区の緑保全状況も観察会候補に追加
第１０期活動記録の当部会の紹介記事の中身を議論
過去５年の横浜みどりアップ計画で保全された青葉区内の緑地の場所を確認
区長との懇談内容の報告
全員で１０期の活動内容と１１期について話合い
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部会活動

自然･環境部会

外部から情報収集・情報交換
25,9,11 区役所
自主企画事業費につき４項目の質問を区に、９月、１０月にメールで回答
25,12,15 市役所
新規の横浜みどりアップ計画への質問を環境創造局に提出、１月部会で回答
26,2,12 市役所
新たに環境創造局に「区の代表的街路樹」を質問、２月２７日回答受理
26,2,20 区役所
5 企画調整係を訪問し自主企画事業の緑.農関連の取組みを質問し情報交換
26,3,20 都筑区
3 都筑区を訪問し、自主企画事業の農と緑につき都筑区の担当からヒヤリング
26,11,21 区役所
3 事務局を訪問し青葉区の緑関連の対応を質問
27,1,12 市役所
環境創造局に保存樹林地の場所等を質問、１月２０日回答受理

25,8,1
25,11,9
25,12,17
26,3,6
26,5,23
26,7,31
26,9,30
対外活動
25,11,3
25,11,12
26,9,24
26,11,3
26,11,28

観察会
7+1
5
4+1
6+1
6
6+1
4

プラスは他部会メンバー
横浜みどりアップ計画市民推進会議主催の「夏の舞岡ふるさと村を歩く」に参加
横浜みどりアップ計画市民推進会議主催の「新治市民の森を歩く」に参加
恩田の里山観察会、恩田の谷戸ファンクラブの２名から詳しい説明
新治市民の森観察会、北部公園緑地事務所から詳しい説明
奈良川源流と保存緑地の観察会、元玉川学園の教諭から詳しい説明
寺家ふるさと村の寺家ふるさとの森、北部公園緑地事務所から詳しい説明
川井浄水場を訪問し電気エネルギーの地産地消の実例（小水力発電とソーラ）を勉強

（除くＨＰでの発信）
区民まつりで「青葉区検定第３回」
4 区民会議交流会に参加、当部会の活動内容を１枚に纏めて報告
5 横浜北部４区まちづくりの会交流会に参加
区民まつりで「青葉区検定第４回 青葉区の公園、緑、生き物」
3 区民会議交流会に参加、当部会の活動内容の資料を提出
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部会活動

自然･環境部会

今期の当部会は、前期からの継続者１４名と新たに区

１）
「自主企画事業費」の勉強 （Ｈ２５年夏～秋）

民会議に参加された２名の計１６名でスタートし、この

Ｈ２５年度区政運営方針の「青葉区個性ある区づくり

２年間、青葉区区民交流センター（田奈ステーション）

事業（自主企画事業費）
」の中の当部会に関連するテー

での毎月１回の定例会議、及び、現地を見て現地で考え

マをピックアップしその中身を勉強した。当部会関連事

る観察会を行った。以下、当期の活動方針、定例会議で

業は「花と緑があふれる街事業」の様な小ぶりなテーマ

話合われた主要な活動と観察会につき報告する。

だけである事が判ったが、そもそも自主企画事業費と
は？という視点で、青葉区の自主企画事業費が１．３億

１． 第１０期の活動方針と総括

円である理由や市予算との関連等４項目の質問事項を纏

１）活動方針

め区に提出した。

第１０期最初の部会で、委員全員が、前期の積み残し

区から、部会で回答という提案があったが、日程の調

の課題も含め今期やりたい事を自由に述べ合った。その

整がつかず文書での回答となったが、自主企画事業費の

結果、出された意見を集約して部会としての大きな活動

仕組みが判ったと同時に、区役所との具体的な情報交換

方針は以下の４つとした。

も出来た。

① 横浜みどりアップ計画の中身の勉強の継続、
② 外部の知恵（例えば横浜みどりアップ計画市民推進会

２）環境創造局から新しい横浜みどりアップ計画の内容

議や区内の自然保護等の関連団体）を有効に活用、

説明 （Ｈ２５～２６の冬）

③ 横浜みどりアップ計画市民推進会議の様に区民に積

横浜みどりアップ計画に関しては、みどり税を活用し

極的に情報を発信、

た地域の観察会（主催：横浜みどりアップ計画市民推進

④（９期後半から未来プロジェクトで議論が始まった）

会議）に部会として参加した（後述）
。また、Ｈ２６年度

青葉区まちづくり指針の改定に参画、

から新しい５か年計画がスタートするので、この計画の

尚、区民の意見を吸い上げる事、区役所と意見・情報交

概要を環境創造局から部会で直接説明を受けた（Ｈ２６

換を行う事も提案された。また、当部会の名物ともいえ

年１月）
。

る観察会も３，４ケ月に１回は開催する予定とした。

部会でこの計画の概要を事前に勉強し、詳しく聞きた
い事項等を纏め環境創造局に提出した。当日は政策調整

２）総括

部政策課の３人の職

第１０期が終了した今、部会活動が全て順風満帆だっ

員から、新しい計画

たとは言い難いが、充実した２年間であったと思う。

の要点の説明と事前

部会で２年間の活動実績を振り返り、活動方針の達成度

提出の問合せ事項へ

を１００点満点で部会員が採点した結果は以下の通り。

の回答、及び質疑応

①は、新しい横浜みどりアップ計画を市から直接説明を

答を含む意見交換が

聞き、青葉区の過去５年間の実績の勉強、更にはみど

あった。

り税の活用事例の現地観察、で７５点、

終了後の部会員の感想は、
「資料を独りで読むのでなく

②は、観察会は外部の方に現地案内をお願いしたが、そ

直接説明をうけたので、取り組みの内容が良く判った」

れ以外の活動ではゼロのため、全体として５０点、

「全体像が判ったので、次はテーマを絞って市と情報交

③ は、区民会議の場を活用した発信はあったが部会独

換・意見交換をしたい」
「環境創造局とのつながり・ルー

自の発信はゼロのため、全体として２５点、

トを今後とも大切にしたい」と好評であった。また、当

④ は、部会として勉強は開始したが中途半端で２５点、

日は回答が留保された質問項目は、後日政策課から文書

また、区役所との意見・情報交換はある程度出来たが、

で回答があった。

区民の意見を吸い上げる部会独自の活動は、テーマが定
まらなかった事もあり、何も出来なかった。来期以降

３）区民まつりへの参加 （Ｈ２５秋とＨ２６秋）
毎年１１月３日に開催され、多くの区民が集まる「青

区民と一緒の活動が出来る様に念じている。

葉区民まつり」
。 区民会議は毎年参加して区民の皆さん
２．第１０期の主要な活動

に日頃の活動をお知らせし、また直接意見をいただける

主要な活動を時系列で報告する。

ようアンケートや発表などの活動を行っている。自然・
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自然･環境部会

環境部会も、青葉区に残るみどり豊かな自然や環境に関

主企画事業で自然環境の保全に一層注力してください」

する課題を考え、市や区に要望・提案をしている活動を

と「
“
（仮称）恩田市民の森”の開園が早期に実現するこ

知っていただくために、毎年趣向を考え、部会員が役割

とを要望します」の２本を提出した。

分担して参加している。
第１０期は前期に引き続

５）区役所と自然・環境部会との関係について

き青葉区の魅力や特徴をど

（Ｈ

２６年秋～冬）

れだけ知っているかを問う

Ｈ２６年７月の運営委員会で事務局より区民会議へ提

「青葉検定」を実施し、シニ

案された内容につき、運営委員会の議事録と提案内容の

アから子供達まで多くの区

メモをベースに、
「これからの区民会議のあり方」につき

民が楽しみながら挑戦して

多方面の切り口から議論が進んだ。

くれた。検定テーマは、Ｈ２

特に当部会と区役所とのこれからの関係については

５年は「青葉区の食と自然」
、

「自主企画事業費で挙げられている項目以外に、区役所

Ｈ２６年は「青葉区の公園、

が課題と考えているが手つかずのテーマがあるだろう。

緑、生き物」であった。

場合によってはその課題を部会で勉強する事で区役所と

また、毎年当部会の女性部

の距離も縮まり、双方に好都合では。そういう視点で区

会員が中心になって行って

役所と話合ってはどうか」という前向きな意見がでた。

いる、検定クイズやアンケー

区役所の事情を推論しつつ部会で賛否両論の意見が述

ト回答者へのコーヒーサー

べられ、事務局と下打合せの会合をもった。しかし結論

ビス（カフェ区民会議）も、

は、当部会は上記の件では事務局とは意見交換の場はも

歩き疲れた来場者に大変喜

たない事となった。

ばれた。

Ｈ２６年９月から１２月の部会で毎月この件につき議

この検定（クイズ）に挑戦していただく中で、
「みどり

論がなされたが、区民会議と区役所の関係につき各人が

豊かで魅力的な住み続けたい街・青葉区」を形成する

考えを纏める良い機会になった。

「川や水辺、里山や農地のみどり」と「街の景観や街路
３．第１０期の観察会

樹・公園など街のみどり」という２つのみどりを楽しみ、

（詳細レポートは自然・環境

部会のホームページに掲載）

守ろうという部会の目的もＰＲできたのでは、と考えて

■夏の舞岡ふるさと村（戸塚区）

いる。

Ｈ２５年８月１日、 参加
者：７名＋他部会から１名

４）Ｈ２７年度予算に対する要望・提案 （Ｈ２５冬～

横浜みどりアップ計画市

Ｈ２６夏）

民推進会議主催の「みどり税

「横浜市予算への要望・提案」は部会の大きなテーマ

を活用した農地の調査―舞

であり、Ｈ２６年夏頃に出す要望・提案の内容は時間を
掛けて検討する事とし、Ｈ２５年１２月の部会からテー

岡ふるさと村を歩く」に部会として参加。広々とした水

マをどうするか議論を始めた。候補テーマとして「あざ

田と「舞岡ふるさとの村」の保全を実体験すると共に、

み野駅前のシンボルツリー植樹」
「青葉区のみどり計画

農家の方々との情報交換の場では、農家の方々の継続し

（みどりのゾーニング）
」など４件があげられ、具体的に

た努力を直接聞くことが出来たのは大きな収穫だった。

勉強、議論していく事とした。また、横浜市予算に限ら
ず青葉区独自の予算である自主企画事業費への要望・

■新治市民の森（緑区）

提案も勉強する事とした。

Ｈ２５年１１月９日、 参加者：５名
横浜みどりアップ計画市民推進会議主催の「みどり税

以降Ｈ２６年８月まで毎月の部会で要望・提案のテー
マにつき必ず話合う時間を設けた。一部のテーマは勉強

を活用した新治市民の森を歩く」に部会として参加。

の経過報告や青葉区を含め外部との情報収集の状況等

森と農地を保全する為、四季折々の太陽の位置と風向き

の報告がなされ部会での議論が進んだが、議論が進まな

等を計算した計画的な様々な取組みの説明を受け、保全

いテーマもあった。そのため、最終的には「区役所は自

の難しさが良く判った。
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自然･環境部会

■恩田の里山

場内で自家消費し、余裕部分は東京電力に売電するとの

Ｈ２５年１２月１７日、 参加者：５名

事。又、最新鋭の省エネ膜ろ過設備「セラロッカ」も見

この地域は略毎年訪問

学出来た。

し観察しているが、今回も
恩田の谷戸ファンクラブ
の方が参加され、里山の保
全状況等の説明を受けた。
谷戸と里山、尾根道、雑木林の森、湧水小川が再生され
た熊ケ谷小川アメニティ等を歩き、里山の大切さを今回
も再確認した。
■新治市民の森（緑区）
Ｈ２６年３月６日、

参加者：６名＋他部会から１名

北部公園緑地事務所の職員の参加を得て、森の中を特
徴別に３つに分けたゾーンを歩く事ができた。職員から
ポイント、ポイントの解説と共に、陽当たり状況と水、
草花・灌木・大木の関連、及び草花・灌木・大木と昆虫・
鳥との相互連鎖に関する説明は、説得力があった。
■奈良川源流と保存緑地
Ｈ２６年５月２３日、

参加者：６名

玉川学園元教諭に案内をお願いし、玉川学園の敷地内
に残る森の中の奈良川の源流と、横浜市と結んだ緑地保
存協定でしっかりと保全された豊かな樹林を観察した。
多くの自然が保全されている玉川学園内を歩く事が出来、
元教諭から学園内のそこここで適格な説明を受けた。
■寺家ふるさとの森
Ｈ２６年７月３１日、 参加者：６名＋他部会から１名
北部公園緑地事務所の職員の案内で寺家ふるさと村の
一部の「寺家ふるさとの
森」を歩いた。森の概要・
特徴と森に息づく動植物
につき丁寧な説明を受け、
今までの部会員だけの寺
家ふるさと村観察会と異
なり、体系的に寺家を勉強出来た。
■電気エネルギーの地産地消の現地見学
Ｈ２６年９月３０日、

参加者：４名

旭区の川井浄水場を訪問し、水道水用に鉄管を流れる
水を活用した小水力発電、及び広大な配水池の上に設置
された１４００枚のソーラーパネルによる太陽光発電の
夫々の設備を見学した。両設備で発電された電気は浄水
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健康・福祉・教育部会

年月日

種別

場所

人数

内容

25.04.20

総会・部会

青葉区役所

25.05.25

部会

ビオラ市ヶ尾

25.06.22

部会

ビオラ市ヶ尾

25.07.19

部会

ビオラ市ヶ尾

25.08.20

部会

ビオラ市ヶ尾

25.09.12

見学

国会議事堂

25.09.17

部会

ビオラ市ヶ尾

25.10.18

部会

ビオラ市ヶ尾

25.11.03

区民まつり

青葉区役所

25.11.21

部会

ビオラ市ヶ尾

25.12.21

部会

ビオラ市ヶ尾

26.01.15

部会

ビオラ市ヶ尾

26.02.18

部会

ビオラ市ヶ尾

26.03.20

部会

ビオラ市ヶ尾

26.04.15

部会

ビオラ市ヶ尾

26.05.12

部会

ビオラ市ヶ尾

26.05.17

中間総会

青葉区役所

26.06.11

部会

ビオラ市ヶ尾

26.07.14

部会

ビオラ市ヶ尾

26.08.11

部会

ビオラ市ヶ尾

26.09.08

部会

ビオラ市ヶ尾

9 の意見交換資料を配布し、区民会議のあり方について意見交換を行う。

26.10.14

部会

ビオラ市ヶ尾

26.11.03

区民まつり

青葉区役所

9 区民まつり事前準備。これからの区民会議のあり方について話し合いを行う。
青葉区介護施設一覧表（最新改訂版）の配布。バリアフリーアンケート及
6
びマップアンケートを安安部会と協働で行う。

26.11.19

部会

ビオラ市ヶ尾

26.12.11

部会

ビオラ市ヶ尾

27.01.21

部会

ビオラ市ヶ尾

27.02.13

部会

ビオラ市ヶ尾

27.03.09

部会

ビオラ市ヶ尾

16 部会の発足、自己紹介、部会長選出
活動の方向性について。区民まつりでやってみたいことについて。地域包
括ケアシステムについて解説及び説明。佐香さん退会。
新メンバー2名'(實方さん、古川さん)参加。新旧メンバー自己紹介。次世代
12
郊外まちづくりプロジェクトについて説明。
横浜特別自治市ついて、冊子を見ながら議論。相続税・贈与税について、
13
大友さんミニ講義。平成26年度予算要望について。小島さん新規参加。
区政推進課より平成25年度青葉区運営方針説明及び質疑応答。横浜市
13+2
都市計画マスタープランについて。
ふくだ議員案内による国会見学(衆議院)を実施。部会より10名参加し、満
10
足度の高い見学となる。
青葉区福祉保健センター重野さんによる 「全身疾患と歯周病の関係につ
12+1
いて」講演。平成26年度予算要望内容について。
全市交流会について。内容説明及び参加依頼。区民まつり部会発表の内
11
容検討、事前準備について。
全身疾患と歯周病の関係について資料配布及びパネル展示。青葉区介
5
護施設一覧表（10月18日改訂版）の配布。
区民まつりの様子について報告。全市交流会についての報告。田園都市
10
線駅周辺のまちづくりプランシンポジウムについて。
区民まつり反省点等について話し合いを行う。.横浜特別自治市制度を
12
テーマとすることについて意見交換を行う。
区民のつどいについての内容説明後、意見交換を行う。横浜北部まちづく
9
り交流会について。
青葉警察署・交通課 大下巡査部長による、自転車ルールについての講
9+1
演及び質疑応答を行う。
12

区民のつどいついて。平成26年度横浜市予算に対する要望・提案についての回答

9 （要望が実現し、青葉区内特別支援学校の新設決定）エレンズさん退会。
区民のつどいの様子及び講演概要や内容について説明。その後、意見交
12
換を行う。薬の便利帳について。
大都市制度フォーラムin青葉について。バリアフリー基本構想について。区
13
民のつどいワークショップ意見の取りまとめについて。
第10期活動中間報告及びオブザーバーである県・市議会議員と懇談会形
4
式での意見交換を行う。
バリアフリー基本構想に関する安安部会との協働についての提案。区民のつどい

8 ワークショップ意見の取りまとめについて。新未来プロジェクトについて。

我が家の備蓄食料品チェックリストについて、安安部会西本さん・小池さんより説

9+2 明及び質疑応答を行う。区民のつどいワークショップ意見のまとめ案決定。
平成27年度横浜市予算に対する要望・提案について。新未来プロジェクト
10
について。これからの区民会議のあり方について。重森さん新規参加。
北部4区交流会について。公開講座について。運営委員会での区民会議について
北部4区交流会の内容について説明。全市交流会について。公開講座について。

区民まつりの様子について。公開講座についての様子及び内容説明を行う。新未

8 来プロジェクトアンケートについて。これからの区民会議のあり方について。
全市交流会について内容説明及び話し合いを行う。新未来プロジェクトに
8
ついて。第11期への準備について及び部会のあり方について。
青葉区まちづくり指針(H14)改定への提案書について。「高齢者の時代」を
8
考える勉強会について。第11期への準備について。
「高齢者の時代」を考える勉強会の内容についてミニ講義。減災サミットに
7
ついて。新未来プロジェクトについて。解散発足集会について。
7

減災サミットについて説明及び報告後、フリートークを行う。解散発足集会
について。第11期部会活動について話し合いを行う。

( + はゲスト参加者 )
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部会活動

健康･福祉･教育部会

健康・福祉・教育部会として、二期目のスタート。総勢

・自転車ルールについての講演

16 名。部会としての活動範囲が広く、各人の興味分野が

道路交通法一部改正に伴い、青葉警察署・交通課 大

異なるため、3 名以上の共感者が集まれば、部会とは別

下巡査部長にお越し頂き、自転車ルールについての

枠で、プロジェクト活動を行えるという制度を新設。

講演及び質疑応答を行う。

・地域包括ケアシステム「あおばモデル」について

＜具体的な活動＞

次世代郊外まちづくりプロジェクト内において、地

・地域包括ケアシステムについての研究
今後、在宅介護の柱となることが予想される地域包括

域包括ケアシステム構築への動きが具体化。地域包

ケアシステムについて、辻 哲夫氏「超高齢社会におけ

括ケア「あおばモデル」構築に向けて(資料)を配布

る医療福祉」という資料を基に、内容の検討を行う。

し、内容の検討を行う。

・バリアフリー基本構想について

・次世代郊外まちづくりプロジェクトとの連携
横浜市・東急電鉄(株)・東大高齢社会総合研究機構によ

市が尾駅周辺を重点整備地区とし、バリアフリー化

る市民参加型プロジェクトに積極参加。当部会より、

を行う計画があり、区民会議として取りまとめに参

市民創発プロジェクトへの参加者もあり。

加を決定。当部会と安安部会が協働でまちあるき等
の活動を行う。

・相続税・贈与税についてのミニ講演
部会内にて疑問が生じたことから、部会員が調べた内
容についてミニ講演を行う。
・平成 25 年度青葉区運営方針説明会
区政推進課企画調整係長・島崎さん・蓮沼さんにお越
し頂き、区政運営方針について説明を受け、その後質疑
応答を行う。
・横浜市都市計画マスタープランについて
横浜市都市計画マスタープラン（概要版）を配布し、
その内容について検討を行う。

・区民のつどいワークショップ意見の取りまとめ

・全身疾患と歯周病の関係について講演
青葉区福祉保健センター・福祉保健課健康づくり係、

ワークショップで頂いた「プラチナ世代と健康・福祉

重野さん（歯科衛生士）に、上記テーマについての講

について」の区民の皆様のアイデアについて、当部会

演及び質疑応答を行って頂く。

として 4 つに再分類し、取りまとめを行う。
・少子高齢社会とみんなのバリアフリーについて

・大都市制度（特別自治市制度）について

上記、公開講座に参加。当部会内にて、内容等情報共

横浜特別自治市(冊子)を基に、内容について検討を行

有後、意見交換を行う。

う。大都市制度フォーラムにも参加。

・「高齢者の時代」を考える勉強会について

・ヨコハマ市民まち普請事業について
ヨコハマ市民まち普請事業整備事例集を配布。補助金

勉強会に参加。当部会において、内容の説明及び情

適用事業の内容や事例の確認を行う。

報共有を行う。
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部会活動

健康･福祉･教育部会

＜定例部会以外の活動＞

＜青葉区民まつり＞

（平成 26 年度）区民会議ブースにてじゃがりこサラダ、
〇国会見学

コーヒー提供、防災に関するアンケート及び青葉区検

部会より 10 名が参加。ふくだ衆議院議員に国会内をご

定を行いました。当部会としては、全身疾患と歯周病

案内して頂く。

の関係についてのパネル展示及び資料配布と青葉区介
護施設一覧表配布を行っています。

（平成 27 年度）青葉区制 20 周年ということもあり、昨
年を大幅に上回る人出となりました。当部会は、昨年
〇神奈川県庁見学

に続き、青葉区介護施設一覧表（最新改訂版）配布及

部会より 4 名参加。県庁開放日にて見学を実施。

びバリアフリーアンケート及びマップアンケートを安

＜横浜市への予算要望＞

安部会と協働で行っています。
＜これからの区民会議についての意見交換について＞

平成 26 年度
①青葉区への特別支援学校の新設

今期は、第 16 回運営委員会における区役所側との区民

②福祉人材緊急確保事業の再開

会議についての意見交換を契機として、区民会議のあ

③一般住民向け、高齢者介護に関する数値データ

り方について考え続けてきました。
当部会としては、この意見交換の議事録を部会に持ち

及び試算の開示

帰り、委員の皆様に文書を読んで頂いてから話し合い

平成 27 年度

を何度も繰り返してきました。その結果、各委員によ

①福祉従事者の人材確保に関する横浜市独自の

って区民会議に求めているもの、考え方、区民会議活

処遇改善事業の創設

動に割ける時間等が大きく異なっていることが明らか

②介護保険制度改正に伴う横浜市の方針の説明と市民

となり、残念ながら結論には至りませんでした。

との連携・協働について

結論が出なければ、必然的に現状維持となり、何も変
※以前より当部会が要望を続けてきた、青葉区への特別

わることはありません。多様性を尊重しながら、組織

支援学校新設は、みたけ台の中里学園の跡地に設置さ

として成果を挙げる。そのような区民会議となるよう、

れる方向で動き始めました。

第 11 期の委員の方々に大いに期待しています。
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安全・安心・まちづくり

部会

★部会
年月日

種別

25.04.20 総会・部会

場所
区役所

主 な 内 容

人数

9人 自己紹介・部会役員・運営委員・部会名・日程について
10人 部会開催日・副部会長・広報委員の選出、第10期の進め方論議

25.05.08

部会

田奈

25.06.05

部会

田奈

25.07.04

部会

ビオラ市ヶ尾

25.08.01

部会

ビオラ市ヶ尾

25.09.06

部会

ビオラ市ヶ尾

25.10.04

部会

田奈

25.11.08

部会

ビオラ市ヶ尾

25.12.06

部会

ビオラ市ヶ尾

26.01.10

部会

田奈

26.03.07

部会

ビオラ市ヶ尾

26.04.04

部会

田奈

26.05.09

部会

ビオラ市ヶ尾

26.07.04

部会

ビオラ市ヶ尾

26.08.08

部会

ビオラ市ヶ尾

26.09.05

部会

ビオラ市ヶ尾

26.10.10

部会

ビオラ市ヶ尾

26.10.05

説明会

区役所

26.11.07

部会

大場ケアプラ

7人 （運）報告・災害食出前講座すり合わせ・部会内PJの進め方・区マスアンケ報告

26.12.05

部会

ビオラ市ヶ尾

6人 (運)報告・防災サミットプログラム・市が尾BFまちあるき・市高齢者福祉計画報告

27.01.09

部会

ビオラ市ヶ尾

6人 （運）報告・来期申込み・3月減災サミット・10期のまとめ・区民会議ニュース他

27.02.06

部会

ビオラ市ヶ尾

6人 （運）報告・減災サミットちらし・部会内PJの進め方・区民のつどい・他

27.03.06

部会

ビオラ市ヶ尾

7人 （運）報告・減災サミット最終打ち合わせ、分担・来期の体制・ 10期活動記録・他

8人 （運）報告・「減災ネットワークあおば」 概要・部会年間計画・区民まつり論議
5人 （運）報告・第5回公開講座・26年度市予算への要望・青葉区防災計画
6人 青葉区運営方針説明（区島崎係長）・区民会議ニュース第1面・（運）報告
8人 （運）報告・26年度市予算への要望・楽食PJ区民まつり・「避難者情報の流れ」
7人 （運）報告・減災ネットワーク・区民まつり・全市交流会・出前講座・今後の予定
6人 （運）報告・区民まつり報告・全市交流会報告・第6回公開講座計画
6人 （運）報告・区民まつり反省・減災ネットワークあおば・第6回公開講座案
6人 （運）報告・公開講座・区民会議ニュース・区民のつどい・10期後半テーマ
3人 （運）報告・公開講座まとめ・26年度部会重点項目・防災訓練提言
8人 （運）報告・部会年間計画・区民のつどいのまとめ・26年度市予算要望への回答
5人 （運）報告・減災ネット総務課との協働・楽食P試食会・減災ネット入力説明会
3人 （運）報告・区マスアンケート・全市交流会・9月公開講座・予算要望提案
6人 （運）報告・27年度市予算への要望提案・10月公開講座プログラム・まちあるき
6人 （運）報告・公開講座確認・２７年度予算要望・区民まつり・北部４区交流会
6人 （運）報告・災害食出前講座・災害時医療検討委員会報告・ペット対策報告等
6人 区マスタープラン説明会 参加者13名 現状と今後のスケジュール説明
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安全・安心・まちづくり

部会

★勉強会・その他活動
年月日

種別

場所

人数

25.05.15

部会勉強会

田奈

10人 減災活動キーワード集・「災害弱者を地域で守る」PJ・「減災ネットあおば」論議

25.06.13

部会勉強会 ビオラ市ヶ尾

9人 「災害弱者」への配慮項目・公開講座案・災害時非常食・ＤＩＧ訓練計画

25.07.18

部会勉強会 ビオラ市ヶ尾

5人 「避難者カード」様式・防災関連予算（含む他地域）・みすずが丘自治会防災訓練

25.07.27
25.08.18

出前講座

25.09.24

部会勉強会

25.10.11
25.11.03
25.11.12

区役所
大場地ケ
ビオラ市ヶ尾

部会勉強会

田奈

区民まつり

区役所

全市交流会 波止場会館

6人 第５回公開講座（「災害弱者を地域で守る」・佐藤榮一・伊藤まり・常光明子）
3人 男女共同参画セ（常光明子さん）わたしの防災力ノート
7人 「楽食」試食会（じゃがりこサラダ・干し野菜のピリから炒め・玉ねぎステーキ）
5人 災害定点診療拠点と巡回診療・避難所での災害弱者配慮 のおさらい
5人 「楽食」じゃがりこサラダ150人分提供・非常食パンフ配布・非常食パネル展示
5人 別項参照

25.11.22 部会・勉強会 ビオラ市ヶ尾

6人 第6回減災公開講座（26年2月）計画

26.01.17

6人 減災ネットワークアプリ・青葉区災害医療体制の整理・あざみ野2小防災訓練

26.02.16

部会勉強会 ビオラ市ヶ尾
公開講座

区役所

26.02.21

部会勉強会 ビオラ市ヶ尾

26.02.28

楽食P ビオラ市ヶ尾

26.03.20

部会勉強会 ビオラ市ヶ尾

26.04.18
26.05.15
26.06.09

部会勉強会

ビオラ市ヶ尾

部会勉強会 ビオラ市ヶ尾

5人 第６回公開講座（「青葉区の災害時応急医療」山本医師会会長・他）
5人 運営委員会報告・横浜北部まちづくり交流会テーマ・区民のつどい
4人 今後の進め方（家族モデル展開、コンテスト、備蓄チェック、まちあるきと楽食等）
6人 楽食 P、地域防災拠点の医療マニュアル、避難所地図記号
7人 楽食P・・・我が家の備蓄品チェック・災害時の高齢者食への配慮・年間計画
8人 楽食P試食会（ペットボトルピザ・クッキングシート料理・切干大根サラダ・UDフード）

出前講座

田奈

26.06.17

交流会

あざみ野F

3人 レスキュー・サポート九州（中津）木ノ下代表・轟理事との情報交流

26.06.17

部会勉強会

あざみ野F

4人 楽食P・・・「乳幼児への備え」浜本さん「アレルギーへの備え」渡辺さん

2人 自然環境部会へ「我が家の備蓄食料品チェックリスト」説明

26.07.12

勉強会(1)

南砂町

26.07.14

出前講座

ビオラ市ヶ尾

2人 福祉部会へ「災害食の考え方」「備蓄食料品のチェックリスト」説明・議論

26.07.18

勉強会(2)

ビオラ市ヶ尾

8人 駅構内・周辺でのUDまちあるき/勉強会（障害者イメージ訓練・予算要望）

26.08.08

勉強会(1)

ビオラ市ヶ尾

5人 なりきりまちあるき（高齢者体験キット装着、車イス乗車の体験・・駅～区役所）

26.08.16
26.08.22

楽食P 野活センター
勉強会(2)

ビオラ市ヶ尾

26.09.19

部会勉強会 ビオラ市ヶ尾

26.09.24

４区交流会 三丁目カフェ

26.10.05
26.10.17
あ

公開講座

内容

説明会

区役所

部会勉強会 大場ケアプラ

11人 まちあるき 鹿島原さん案内でバリアフリー施設の見学 青葉区UD計画へ活用

2人 「エコキャンプ大作戦」で小学生向けペットボトルピザ（フルーツタイプ）の提供
8人 諏訪さんのお話し＜移動式Ｓ・Ｐ格納庫、茅ヶ崎市での防災リーダー等の紹介＞
7人 非常食出前講座・３ビ畜・区民まつりアンケ・公開講座 等
5人 「住みたいまちを探そう」・・４区のガイドマップにて課題の論議
3人 区マスタープラン説明会
6人 「災害食出前講座メニュー」・防災福祉サミット・地区防災計画の進め方

26.10.19

公開講座

区役所

5人 第7回公開講座（「少子高齢社会とみんなのB/F」宇都宮大学大森教授 他）

26.11.03

区民まつり

区役所

6人 部会から「バリアフリーアンケート」他に青葉区検定クイズ・介護施設リスト

26.11.21
26.12.14
26.12.19
26.12.22
26.11.28

部会勉強会 ビオラ市ヶ尾
出前講座 大場ケアプラ
部会勉強会

ビオラ市ヶ尾

まちあるき 市が尾駅周辺
全市交流会

市技能会館

6人 コミュニティ防災計画・防災サミット・市が尾Ｂ／Ｆまちあるき・出前講座
8人 非常食出前講座・備蓄食チェックリスト・鯖缶パスタ・ジャガコサラダ・イッツコム
5人 ・防災・減災サミット・市が尾U/Dまちあるき・今後の計画
6人 駅東西の2歩道・２４６沿い歩道・お魚広場～区役所のU/Dまちあるき
6人 荒川区長野さん「心のバリアフリ」、7分科会での意見交換

27.01.18

防災訓練 あざみ野2小

27.01.23

部会勉強会 ビオラ市ヶ尾

9人 日本女子大平田研三輪弥生さん研究論文「高齢者防災手帳の提案」意見交換

27.02.20

部会勉強会 ビオラ市ヶ尾

6人 ビアス市が尾松栄さん参加、サミットの進め方話合い・楽食PJの来季・CERT報告

27.03.08

減災サミット

8人 参加者90人程で10人のパネラーが方陣机配置で発表、質疑応答。講演鍵屋一さん

区役所

4人 災害時地域定点診療拠点参集・開設訓練 見学
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部会活動

安全・安心・まちづくり部会

活動報告総括
区民会議第 10 期は平成 25 年 4 月 1 日から始まりました。
前期では＜防災のつどい＞からスタートし、
「減災力を高め
よう」の公開講座を４回開催して区民の減災意識向上に資す
ると共に、バリアフリーまちあるきや区民まつりでの非常食
の提供などを積極的に推進しました。
今期はその流れを継続し月１回の部会および勉強会での議論

災害食出前講座
大場ケアプラザで

をベースに①計４回の減災公開講座を開催（第５回「災害弱
者を地域で守る」第６回「青葉区の災害時応急医療」第７回
「少子高齢社会とみんなのバリアフリー」第８回「減災サミ
ット」）しました。更に②出前講座を大場ケアプラザ・関連自
治会・ヘルスメイトと協働で「日常から楽しく災害食を」をテ
ーマに行いましたし、老人会では部会委員による減災講演も致
しました。また前期に課題提起された NET 上の防災・減災の
地区担当間の情報交流の場である③「減災ネットワークあおば
」を構築し立ち上げました。災害食については部会内での試食
会とそれに基づく出前講座や区民まつりでの試食提供等で④「
楽食プロジェクト」を推進しています。後半では減災活動とま
ちづくりの延長線に位置する形で地域のバリアフリーから⑤ユ

第 5 回公開講座

ニバーサルデザイン（UD）への進化を図るべく活動しています。
このほかの動きとしては⑥横浜市２７年度予算への要望提出、
⑦区マスタープラン提案用アンケート実施⑧全市区民会議交流
会・北部４区交流会参加

等の活動を致しました。

以上を通じて今期の成果として次の点が挙げられます。
＊まちづくりに関し地域の特性に立脚した課題・テーマの提示
と啓蒙。
・・特に減災や福祉に焦点を当てたもの。

第 6 回公開講座

＊行政や自治会の動きとは違った住民目線での活動必要テーマ
の選出とその展開。
＊既存の組織やグループを繋げて目的達成する仕掛け。
＊アンケート等での区民意見の収集。
第 7 回公開講座

これらの実績を踏まえた当部会のイメージとしては
区民に対して適時性・先進性を持った情報の提供と 区民からの
広聴、それから導かれる提案活動

を推進して行くことになり

ます。
反面、部会の対象分野である安全や交通に関しては 部員数
の関係もあり、手がついておりません。
区民の皆さんの積極的参加をお待ちしています。

第 8 回公開講座
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活動報告-１
―減災ネットワークあおば―

防災・減災に関して横浜市や青葉区での取り組みをこ

１．この活動の経緯とねらい

市や区での取り組みがどこで紹介されているのかの情

こで掲載し、青葉区民に周知を図る予定です。

第９期は、４回の公開講座を通して地域防災への関

報はなかなか分かりません。見える化をここで行いま

心が高まり、継続的な講座参加者から他の地域や自治

す。また青葉区役所総務課防災担当との連携を図るこ

会等での活動や工夫された事例を知りたい、という要

とも狙いの一つです。

望が寄せられました。そこで講座参加者の情報交流を

⑧ よその町では

はかる場「減災ネットワークあおば」を立ち上げ、90

他都市の取り組みを紹介する予定です。

名近い方々に呼びかけを行いました。
第 10 期では、「減災ネットワークあおば」メンバー

⑨ 情報倉庫

の情報共有を図るポータルサイトを構築することに

防災・減災に関するマニュアルや指針など情報共有を

取り組みました。

目的に収集したものを紹介する予定です。

２．
「減災ネットワークあおば」ポータルサイトの構成
情報共有の場を以下の９つのページ構成としました。
① 地域防災拠点
青葉区内にある小・中学校のうち 41 カ所が地域防災拠
点として指定されています。
（１カ所は都筑区） 各拠
点での活動を見える化するために、協力できる拠点か
ら情報を掲載してもらいました。
② みんなの防災組織
地域防災として、拠点だけでなく自治会などでの防災
活動を紹介します。新しく始まる「地区防災計画」へ
の取り組みが期待されます。
③ 減災リーダー
防災・減災を取り組む人材をどのように地域で増やし
ていけるか、さまざまな仕組みがあります。例えば、
防災ライセンスリーダー、家庭防災員や災議時図上演

３．ポータルサイトの構築とメンバー登録

習、避難所運営シミュレーションなどここには参考に

＊採用したプラットホーム

してほしいものをそろえました。

青葉区民ポータルサイト「あおばみん」(青葉区役所

④ 減災マップ

区政推進課協働事業)上にポータルサイトを設置。

このポータル上での地図情報をここに集め、一元化、

「あおばみん」の技術支援を受けています。
＊地図システムとの連動

見える化を試みました。
⑤ 備えておこう
防災・減災への準備に必要なものをここに掲載する予
定です。ローリングストックや楽食プロジェクトを 10
期では行いましたので、情報を掲載する予定です。
⑥ やってみよう
出前講座などを行う際に地域住民の方に薦めたい取り
組みなどを掲載する予定です。
例えば、家具転倒シミュレーターゲームなどです。
⑦ 青葉区/横浜市からの情報

15

部会活動

安全･安心･まちづくり部会

防災拠点 41 カ所やその他自主防災組織の位置など

というときに一番近い「一時避難所」を探すことが出

を地図上で表示し、それぞれの情報はクリックする

来ます。帰

ことで「見える化」を行いました。

＊まちづくりでの活用

＊データ登録、ユーザ研修

青葉区民会議ではユニバーサ

ポータルへの情報提供者は、拠点情報担当であったり

ルデザインのまちづくりを取

自治会の防災担当であったりします。定期的な防災会

り上げて活動を進めてきまし

議や訓練状況などをログインして直接記載してもらい

た。福祉、防災、自然などさま

ます。データ登録画面をブログ形式にし、アクセスし

ざまな分野を網羅したまちづ

やすい工夫をしています。今後利用者を増やすことが

くりです。特定の人のためのま

課題です。

ちづくりではなく、最初からすべ

４．データ蓄積の現状と課題

ての人が安心して安全な生活を楽しく、居心地よく過

現在拠点情報が 2 か所（予定は 41 か所）、自治会は

ごせるか、そんなまちづくりを目指します。そのため

1 か所（予定は 6 か所）。まだまだ情報が足りません。

には分野を横断した情報共有が大活躍します。

どのような啓発活動を展開できるかが今後の課題です。
５．ポータルサイトの可能性

「オープンデータ」とは、行政が保有する公共データを二次利
用できる形で開放し、それらのデータを民間企業や団体が編

＊ICT の活用で

集・加工することで、まちづくりやビジネスに活かしていく取

さまざまな防災・減災機器が開発されています。また、

組のことをいいます。（横浜市政策局ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから）

横浜市では防災情報を SNS や Twitter、防災メール、
緊急速報メールなど、ネット環境を使って市民へ提供

６．スマホ・タブレットを使ったまち歩き

を始めています。 平成 23 年に青葉区民会議が実施し

H26 ⒉月荏田西近辺のまち歩きを実施。ウェブとスマ

た震災 1000 人アンケートでは青葉区民の携帯保有率

ートフォンを

は 70 歳以上になっても 90％を超しています。情報が

連動させ

ネット上に集まる。受信することが容易にできる区民

AR(拡張現実)

が青葉区には多い。情報を提供・配信する組織が地域

での情報提供

にある。一方で、拠点での活動が地域には見えない。

のためのデー

こういったことを解消するために、情報の見える化を

タ調査を行い

青葉区の ICT 力の高さを背景に進めました。

ました。あお

＊オープンデータとつなげる

ばみんの技術

横浜市では、
「都市の課題や魅力を可視化し、あらゆる

者と同行しました。

方々と共有したうえで、市民や企業の知恵や力を結集

７．アイデアソン

して横浜の未来を切り拓いていくため」にオープンデ

さまざまなデータを使って市民にとって便利なアプリ

ータを進めています。まちや住人の防災力・減災力を

を開発することが始まっています。東京都市大学での

高めるためにもデータ共有のための可視化が必須です。

アイデアソンに部会から参加しました。活動の中から

またさまざまな課題について分野をこえて共有するこ

出てきた課題を解決するためにも大学との連携を今後

とで新たな視点に立った課題解決方法が見つかります。

検討する必要があります。

区民会議が多様な分野でまちづくりを考える時、オー
プンデータの仕組みを取り入れることが今必要です。
＊防災減災での活用
防災分野でオープンされているデータとして次のもの
があります。

地域防災拠点、津波避難施設、応急給

水拠点、帰宅困難者一時滞在施設。こういったデータ
を利用して、たとえば「帰宅困難者一時滞在施設検索
システム」が作られ携帯にアプリを入れておけばいざ
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活動報告-2
―楽食プロジェクト―

２．災害食の考え方
楽食プロジェクトでは地震発生後の被災状況を時間
経過で捉え、そこで可能な食事シーンを想定しました。

１．このプロジェクトのねらい

発災直後はどこでも簡単に食べられる「非常食」が

青葉区は横浜市内でも比較的地震の被害が少ないと

必要です。これは非常袋に入れておきます。

想定されています。家屋の倒壊や消失などで避難所等

少し落ち着いてきて家庭内にストックした食料品を

での避難生活を送る人は多くないかも知れません。

使って、水や電気などの供給が不足する状況下でも、

しかし、自宅に大きな被害がなくても電気やガス・

日頃の食事に近い形で調理して、楽しく健康的に生活

水道などのライフライン停止や生活物資を運ぶ道路の

を送れるための食事を「災害食」と呼びました。

寸断で、長期間の在宅被災生活をおくることを覚悟し

災害食のメニューは決まったものではなく、各家庭

ておかねばなりません。こうした事態に備えるため、

の家族構成や生活スタイルに合わせて備えておく必要

日頃から最低でも 3 日分、出来れば 1 週間分以上の家

があります。

庭での食料品の備蓄に取り組むことが望まれます。

乳幼児のいる家庭、咀嚼ができない高齢者や食品ア

しかし、食料品の備蓄を長期保存型の非常食だけで

レルギーの人がいる家庭では、その人たちのための備

賄うのは、保管スペースの問題もあり、普段食べなれ

えもよく考えておかねばなりません。

ない非常食は期限が過ぎると廃棄されるというケース

楽食プロジェクトでは、下図のプログラムを整理す

が少なくありません。

るなかで、乳幼児の食事、介護の必要な高齢者の食事、

そこで第 10 期は、日頃から食べ慣れている食料品を

アレルギー食品の専門分野の方を勉強会に招いて、

少し多めに買い置いて、ライフラインが停止した状況

災害時に役立つ具体的な食品やその調達方法などを学

でも、調理方法を工夫することで楽しく食べることが

びました。

できるよう食料品の「使いながら備蓄」を勉強して、
その成果を区民に広げる活動に取り組みました。
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３．楽食試食会

出前講座「日常から楽しく災害食を」の概要

ヘルスメイトのメンバーでもある部会員の指導で、

・家庭内ストックでできる美味しい災害食

日頃食べている食材を使い、災害時でも楽しく味わう

・家庭内食料ストック診断

ためのメニューを実際に調理して試食しました。

（※備蓄食料品チェックリストの実習・評価）

災害時に不足しがちな野菜を干して保存しやすくす

・災害食調理実習と試食

る方法も合わせて学びました。

（鯖缶パスタとじゃがりこサラダ）
参加者には災害食を楽しく美味しく賞味してもらい、
区民会議提唱の「楽食」の考え方を理解していただき
ました。地域ケアプラザ事業の一環として実現したこ
と、災害食メニューはヘルスメイトである部会員の協
力、地域住民参加は自治会が後援したことで関心をも
ってもらえたことなど、地域の連携・共働の大切さを
実感しました。

部会員の調理試食会では、干し野菜の味噌いため、
干した玉ねぎのステーキ、じゃがりこポテトサラダ等
に取り組み、じゃがりこポテトサラダは区民まつりで
も提供して好評でした。
４．減災出前講座「日常から楽しく災害食を」
災害食の考え方、災害食のメニュー、各家庭での具
体的な食料品のストックを普及する活動の一つとして
災害食出前講座を企画し、その第１回目を平成 26 年
12 月 14 日に大場地域ケアプラザで開催しました。

※【我が家の備蓄食料品チェックリスト】
農林水産省発行の「緊急時に備えた家庭用食品備蓄
ガイド」をベースに楽食プロジェクトで作成しました。

この出前講座は大場地域ケアプラザの主催、青葉区

災害時に家族が現在の食料品ストックで何日生活で

民会議共催、地元の自治会（あざみ野白ゆり、大場町

きるか自己診断できるチェックリストで、講座参加者

一心会、禅当寺、みすずが丘、やよいが丘各自治会）

には事前に食料品のストックを調べてきてもらい、調

後援という形で共働開催が実現しました。

理実習中に過不足計算して参加者に回答しました。
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活動報告-3
―みんなのバリアフリー―

４．江東区ユニバーサルデザインまち歩き

ユニバーサルデザインの考え方を活かしたまちづくり

平成 26 年７月 12 日にユニバーサルデザインの先進
事例「江東区やさしいまちの誘導システム」をこの

１．活動のねらい

企画に係わった原利明さんの案内で見学しました。

安全・安心・まちづくり部会は「誰もが安全で安心
して住み続けることができる青葉区」を目指しており、
東日本大震災が発生した第９期から、大震災の経験を

これは江東区の「やさしいまちづくり推進計画」の
一環として、安全・安心で誰でもが円滑に移動でき
る街の創造を目標に、ワークショップで抽出された

学び、大震災に備える緊急の課題として「災害時の安

課題や提案を具現化したものです。

全・安心」を中心に活動してきました。
この活動を「日常生活の安心・安心」にも拡げるこ
とは高齢化が加速する青葉区では大きな意味を持つと
考え、第 10 期は「ユニバーサルデザインの考え方」を
学び、その実践例を知ることに取り組みました。
２．みんなのバリアフリーとは
バリアフリーには障害を持つ人にとって公共空間で
障害となるものを取り除くという狙いがありました。
高齢者は五感や行動に少なからず何らかの障害を持
っており、また怪我をした時や妊娠中、幼児連れは行
動に障害があり、誰もが一生のうちに必ず「障害」を
経験します。

南砂町駅前にある町の案内マップを説明する原利明さん

これまでバリアフリー対策は歩行困難などの行動障害
に重きが置かれていたが、情報障害（視聴覚、言語、
ICT）についても幅広く取り組んでいく必要があります。
「誰もが安全で安心して住み続けることができるま
ち」を目指すとき、単に障害が取り除かれているとい
うだけでなく、「わかり易さ、使いやすさ」や「楽し
さ」を誰もが感じ、親しみを持てることも大事にして
いきたいと考えます。
３．青葉区でのバリアフリー基本構想と区民会議
横浜市（青葉区）では「市が尾駅周辺地区バリアフ
リー基本構想」の策定を平成 26 年度から開始しました。
市が尾駅周辺には区役所を始め区民が利用する施設

町のあちこちにある案内ポールの説明を聞く部会員

があります。駅や道路、公園など高齢者や障害がある

「やさしいまちの誘導システム」には様々なユニ

人を含めてみんなが安全に使いやすくするための検討

バーサルデザインの工夫が取り入れられています。

が行われます。

このシステムは素晴らしいものですが、予算等の

区民会議では第 9 期にユニバーサルデザインの勉強
会や市が尾周辺のバリアフリーまち歩きを行いました。
横浜市（青葉区）のバリアフリー基本構想策定には、

制約で実施区域が南砂駅前付近のエリアに留まって
いること、
維持管理の体制ができていないことなど、
事業の継続性や他エリアへの展開が見られないとい

これまでの活動を活かしながら、住民の視線からの情

うモデル事業の問題点をここでも感じをました。

報提供・提案（アンケート、まち歩き）や、区民への
広報活動（公開講座）など、積極的に取り組みました。
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５．ユニバーサルデザインのまちづくり公開講座

道路の傾斜や段差、誘導ブロック、案内サインの

平成 26 年 10 月 19 日に開催しました。

わか易さ、さらにはまち中の音や誰でも使えるトイレ

第１部は、宇都宮大学大学院教授の大森宣暁さんの

のありかなど検討すべき項目を抽出しました。

基調講演「少子高齢社会とみんなのバリアフリー」
11 月 3 日の区民まつりでは、区民会議ブースに来ら
れた皆さんに、青葉区

大森宣暁さん

役所が実施中の「市が
尾駅周辺地区のバリア
フリーに関する情報」
の用紙を配付し、多く
の方からご意見をいた
だくことができました。
集めたものは青葉区役
所に届けました。

原利明さん

平成 12 月 15 日に区主催の情報収集のためのまち歩

保田威彦さん

きがあり、区民会議メンバーも参加しました。

第２部の事例紹介では、鹿島建設の原利明さんから

12 月 22 日には区民会議独自（福祉部会と共働で）

「やさしい町の誘導システム」と東急電鉄の保田威彦

バリアフリーまち歩きを行いました。

さんから「東急電鉄のバリアフリーとユニバーサルデ

区主催のまち歩きでは、障がい者に同行して様々な

ザインの取り組み」について紹介があり、大森教授も

障害を持つ人の生の声を聞くことができました。

加わってパネルディスカッションが行われました。

区民会議独自のまち歩きでは、車椅子を使ったり、

原さんから、7 月に区民会議メンバーで見学した「町

高齢者擬似体験装具を装着したまち歩きを通して日常

の誘導システム」が紹介され、この事業には行政内で

生活では気がつかないまちの課題を抽出しました。

部署を越えた連携があったこと、市民が使うシステム
づくりには企画段階から地域住民の参加が必要であり
地域の支持がないと維持管理が難しいことが話された。
保田さんから、青葉区民が日頃使っている東急電鉄
の駅や車内のバリアフリーの取り組みが紹介された。
第３部は、青葉区役所区政推進課高西悠子さんから
「市が尾駅周辺地区バリアフリー基本構想について」
その概要と今後の取り組みについて報告がありました。
今回の公開講座の開催が、青葉区民にユニバーサル
デザインの考え方を知ってもらい、またバリアフリー
基本構想の広報に寄与したと思います。
６.市が尾バリアフリーまち歩き

まち歩きで気づいたことやアンケートに寄せられた

平成 26 年 8 月 8 日に区民会議メンバーで、市が尾駅

意見をもとに、区民会議としての提言をまとめるとと

周辺バリアフリーまち歩きではまちの何をどんな観点

もに、来年度から検討される事業の具体化に反映させ

で見るかを考えるための予備調査を行いました。

たいと考えています。
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活動報告-４
―コミュニティ防災計画に向けて―

３．第６回公開講座「つなごう地域の力」

第 10 期の防災減災公開講座・サミットを通して

平成 26 年２月 16 日に開催しました。
第 1 部の基調講演は、青葉区医師会長山本俊夫さん

１．活動のねらい

から「青葉区の災害時応急医療」についてお話してい

第 9 期は防災減災公開講座を４回開催し、佐藤榮一

ただきました。

さんの基調講演や避難所運営シミュレーション演習を
通して、地域防災拠点や自治会などで地域防災に取り
組む皆さんのスキルアップに貢献しました。
第 10 期の公開講座では、視点を少し変えて「地域の
力をつなぎ」、「災害弱者を地域で守る」をテーマに
防災減災公開講座・サミットを開催し、地域の皆さん
が自分たちで考え、作り、行動するコミュニティ防災
計画につなげることをねらいとしました。
２．第５回公開講座「災害弱者を地域で守る」

青葉区では 12 ヶ所の災害時地域定点診療拠点を中

平成 25 年７月 27 日に開催しました。
佐藤榮一さんの基調講演「誰でもいつかは災害弱者」
では、災害弱者は高齢者・障がい者だけでなく誰でも

心に、地元の医療関係者（青葉区四師会）とボランテ
ィア（アマチュア無線、看護師）と地域住民（自治会
など）が連携して災害時の応急医療にあたる体制を市

いつかは災害弱者となる身近な課題であること。

内でも唯一構築し、繰り返し訓練を行っていること。

伊藤まりさんの講演「東日本大震災の被災生活～浪

災害時に一人でも多くの人を救うにはこうした地域の

江町そして青葉区」では、平穏な生活が突然覆ること

力のつながりが大事であることを教えられました。

が誰にも起こること、また福島でも生々しい被災状況
とそこで被災者はどう行動したかを教えられました。
常光明子さんの講演「安心避難所～女性の視点を」
では、東日本大震災で被災した女性の意見を背景に、
女性ならではの避難生活での問題点を理解するととも
に、避難所運営には女性の視点と力が必要であること
を教えられました。

第 2 部のパネルディスカッション「つなごう！地域
力」では、桂小学校地域防災拠点運営委員の山崎誠さ
んから「たすけあいマップ」を使った安否確認や救援
隊の派遣について、ピッピ保育園の鈴木恵さんから
子育て世代の支援拠点にむけての日頃の活動について、
あざみ野第二小学校地域防災拠点運営委員の西本和彦
さんから避難場所での災害弱者（要介護者、乳幼児等）
への配慮の取り組みについて、紹介がありました。

青葉区は横浜市内では比較的地震による被害が少な

３つの事例はこれまでの画一的な防災訓練ではなく

いと想定されており、被災生活や災害弱者について考

身近な人や災害に弱い人を地域の力をつなぎ災害時に

える機会が少なかったが、この講演を通してもっと身

どう守るかを示すものであり、これからの防災訓練や

近な自分たちの自身の問題と感じてもらえたのではな

地域の防災計画を考えるヒントになると思います。

いかと思います。
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４．減災サミット

・横浜市立大学准教授の三輪律江さんから、園庭を持

平成 27 年３月８日に開催しました。

たない保育施設での防災活動を紹介。保育施設にとっ

これまでの公開講座は講義形式の座席配置で、初め

て災害時などの緊急時における地域との連携が重要。

に基調講演、ついでパネラーによる事例報告、最後に

保育士や地域住民が一緒にまち歩きして、地域資源の

会場参加者を交えた意見交換というスタイルでした。

情報を共有することで両者がつながるきかっけを作る。
・日本体育大学保健医療学部教授の小川理郎さんから、

今回はサミット（円卓会議）の形で、最初に６人の
事例発表者からそれぞれの場所や施設での防災減災の

被災地での災害医療活動や大学として防災減災に取り

取り組みを話してもらい、発表者や参加者の意見交換

組んでいる活動を紹介。救急医療学科を設立し災害時

につなげる進行としました。

派遣救護医療チームを構築中。大学が地域住民と一体
の防災訓練を実施し、恒例イベントにする予定。
第2部

内閣府地区防災計画アドバイザー鍵屋一さん

の講演「みんなでつくる地区防災計画」
・日本列島は大地震・噴火の活動期に入っており、
いつ大震災が起きてもおかしくない。
・災害時は公助に限界があり、減災活動には自助・共
助の役割が大きく、地域の防災力向上が重要課題。
・地区防災計画は、地域住民が事業者等と連携して自
分たちでつくる防災計画でいろんな形が考えられる。

第1部

コミュニティや地域での取り組み紹介

・ビアス市が尾自治会防災担当の松榮考昌さんから、

（鍵屋さんの講演中の写真）

マンションならではの自助・共助の取り組みを紹介。
各戸が孤立しない共助システムを作り、防災集会には
７割の世帯が参加。劣悪な避難所生活ではなく住み慣
れた自宅で被災生活するため日頃の備えが大事。
・あざみ野第二小学校オヤジの会の酒井秀夫さんから、
オヤジの会が行っている様々な形の地域活動を紹介。
親子で防災イベントに参加して子供たちを一緒に災害

第３部

への備えを学んでいること、防災活動も楽しみながら

会場参加者を交えた話し合いの中から、新たなつなが

気軽に参加できるようにしたいと考えている。

りの萌芽があり、青葉区でもみんながつながって作る

・えだ福祉ホームの黒瀧裕太さんから、障がい者が自

地区防災計画に向けての第一歩が踏み出されました。

立するための活動の場での防災減災の取り組みを紹介。

・松榮さんから、マンションで防災対策に取り組むと

福祉施設が平時から地域との関わりを作っていくこと、

ころがあれば、協力したいと表明がありました。

避難所で過ごせない自閉症の方などの被災生活をどう

参加者の話し合い

・会場につどった福祉施設職員と自治会役員がつなが
り、福祉施設と地域の関わりが生まれました。

するか、地域の理解・協力をどう進めるかが課題。
・男女共同参画センター事業課長の常光明子さんから

・帰宅困難者には帰宅行動のための情報が必要という

同センターで行っている啓蒙活動・防災出前学習会、

一時滞在施設からの提案と情報提供する地域メディ

帰宅困難者の一時滞在施設としての取り組みを紹介。

ア

の取り組みがつながりました。

・日体大の災害時医療を通じた地域との連携が、青葉

地域活動に女性が参画することで多世代交流が進み
まちの安全網が強くなると考えている。

区民会議を媒体に青葉区全域への広がりが出てきた。
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新未来プロジェクト・住民自治勉強会
第 10 期 新未来プロジェクト

＜11 期青葉区民会議からの 4 つの提案＞

横浜市都市計画マスタープラン青葉区プランへの区民提

1)「緑豊かなまち、生活に便利なまち」を目指すこと。

案を作成するため、第 8 期、第 9 期と 2 期にわたり継続

2)30 万都市としてすでに成熟しつつある中で、駅に集約を求め

的に取り組み、提案『
「自分たちのまちは 自分たちがつ

るコンパクトシティ構想のようなまちづくりではなく、区内全

くる」すべての世代が住み続けたいまち 青葉』を第 9 期

体に緑があり居住地域に住みやすさを向上させること。

に提出しました。横浜市都市計画マスタープラン（全体

3)住民のまちづくりへの意識が高いことから、まちづくりの工

構想）が平成 25 年 3 月に策定され、各区の地区プランの

程表を具体的に区民に提示し、さらに住民参加の定期的な話し

改定が進みだしました。第 10 期では新未来プロジェクト

合いの場・機会を設けることをプランの中に明示すること。

を設置し、青葉区プランの改定作業と並行して、勉強を

4)さらに、住民の生活に近い地域での具体的なアクションプラ

つづけ青葉区民の意見提案作成を目標に活動しました。

ンとして「地区プラン」の策定を進めること。

青葉区では平成 25 年度は改定の基礎調査が行われ、その
現況分析と課題抽出について区から情報提供がありまし

住民自治勉強会(平成 26 年)

た。

平成 25 年 6 月 27 日横浜市政策局に来ていただき、
「特別
自治市構想」の説明後意見交換を行いました。

＜改定に向けての青葉区のスケジュール＞
報告として提示された課題だけでなく、青葉区民の意見
や希望などを素案策定以前に届けるために区民アンケー
トを実施し、
1028 人から意見を集めることができました。
この意見を分析し提案にまとめ提出しました。
プロジェクト会議 (平成 24 年 5 月～)
運営委員会直前の時間を充てて開催することとしました。
平成 25 年 9 月に第 1 回を開催し、平成 26 年 12 月に提出
まで合計 9 回の会議を開催しました。
4 月：
「改定の基礎調査 現況分析と課題抽出」のデータ
が区政推進課よりあり、データの読み込みを行いました。
青葉区民会議では特別自治市における「住民自治」につ

7 月：アンケート作成

いて勉強を重ねてきました。区民が区政に参画する仕組

8 月：アンケート実施 8/18,8/25,27,28

みづくりや地域課題の解決のための場づくりなどは区民

8/29 9/1～9/5 9/8～9/12

会議としても課題のひとつです。

10 月：分析 意見交換
11 月：区政推進課と意見交換(11/25)
12 月：新未来プロジェクト
提案提出
住み続けたいまち青葉
～多世代で暮らすまち 回帰
するまち 青葉をめざして～

（参考）特別自治市に関する横浜市主催のフォーラム
大都市制度フォーラム in 青葉（平成 26 年 6 月 21 日）
大都市制度フォーラム in 都筑（平成 26 年 12 月 7 日）
http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/daitoshi/
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区民のつどい 2013
平成 25 年度青葉区民のつどい
日時：平成 26 年 3 月 29 日 午後 1 時半～4 時
青葉区 20 周年記念事業のひとつとして開催
第一部

講演

「活力ある超高齢社会を共創するために」
講師：後藤純さん
（東京大学高齢社会総合研究機構 特任研究員）
第二部

グループ別アイデア交流

1．プラチナ世代と健康 健康寿命をいかに伸ばす？
2．プラチナ世代と地球環境・自然環境 青葉区の環境を
いかに守り育てる？
3．プラチナ世代と安全・安心なまちづくり 高齢化財政
難時代のまちづくりは
2．高齢社会の１+３の論点
出発点⇒自分はどうしたいのか？
市民がまちをデザインする。
住み続けたい、戻ってきたいまちになるかどうか。
高齢社会対応のまちづくりは医療福祉関係者だけのもの
ではない・・・。

講演
1．はじめに

3．い（地域ケアシステム改革）

日本の高齢者の状況と自立度

地域包括ケアと健康づくり・介護予防・医療・介護・保

変わる家族のカタチ 「い」 「しょく」 「じゅう」

育・教育・福祉
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6．被災地岩手県での取り組み

4．じゅう（生活空間/物的環境）
住居・居住環境・交通環境・コミュニティインフラ・パ
ブリックスペース 加齢性筋肉減弱、高齢期の安定した
住まい、バリアフリー改修
６０

5．しょく（経済的自立/自立的生活）
生業・就労・通勤・買物・食事・家事・育児・団らん・
語らい、交歓
高齢者が社会の富を創出する可能性
生きることの価値を向上させる仕組み
住民共助型コミュニティ事業
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区民まつり参加
平成２５年 青葉区民まつり

１１月３日
平成２６年 青葉区民まつり

天気にめぐまれ、あたたかな１日となった１１月３日

今年は青葉区が誕生してから２０周年にちなんで、
「地

「青葉区民まつり２０１３」が青葉区総合庁舎周辺を会

域の絆」
「輝け未来へ 20ｔｈ（ハタチ）のＡＯＢＡ」を

場に開催され、多くの区民らでにぎわいました。

テーマに、青葉区民まつりが１１月３日、開催され、

区民会議も３つの部会が協力し、会場で区民会議をアピ

例年に増して多くの区民らが来場されました。

ールしました。

毎年参加して区民の皆さんに活動をＰＲしている青葉区

自然環境部会は

民会議。今回も３

「青葉区検定」

部会が協力してブ

第３弾（青葉区

ースを作りました。

の食と自然）を

自然・環境部会は

実施、シニアか

毎年好評の「青葉

ら子供さんまで

区検定」第４弾（青

多くの区民が挑戦してくれました。

葉区の公園・緑・

安全・安心・まちづくり部会はパネル展示と「楽食簡単

生き物、川名当てクイ

アンケート」を実施。約２００人分のじゃがりこポテト

ズ）を実施。

サラダを作り、アンケート回答者に試食していただきま

安全・安心・まちづくり

した。

部会では、市が尾駅周辺

健康・福祉・教育部会は全身疾患と歯周病の関係につい

バリアフリー基本構想

てのパネル展示及び資料配布と青葉区介護施設一覧表配

への意見募集を。

を行いました。恒例の検定クイズやアンケート回答者へ

健康・福祉・教育部会は青葉区介護施設一覧表（青葉区

のコーヒーサービスも好評で、今年も多くの来場者でに

民会議作成）を配布し喜ばれました。

ぎわった区民会議ブースでした。

青葉区民会議のブースの目玉は恒例のコーヒーサービス。
アンケートやクイズに答えていただくと淹れたてコーヒ
ーを一杯！ 歩き疲れた来場者に喜ばれ、たくさんのご
意見を集めることができました。
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2013

第 38 回 横浜市区民会議交流会
日時 平成 25 年 11 月 12 日（火） 2 時～4 時 30 分
場所

波止場会館 4 階大会議室、小会議室 A,B
3 階会議室

テーマ 「これからのまちづくりを考えよう」
参加者

橘田政策局担当部長による講演

■当日プログラム
第一部
(1)あいさつ（趣旨説明）
交流会実行委員長-保土ケ谷区民会議
(2)あいさつ 市民局長
講演
横浜市が目指す大都市制度「特別自治市」について
政策局担当部長（大都市制度推進課長）… 橘田 誠
質疑応答
－休憩－
第二部 グループ意見交換(４分科会)
環境（３階会議室） 防災（４階大会議室）
教育（４階小会議室Ａ） 福祉（４階小会議室Ｂ）
第三部 グループ意見交換報告
閉会
環境分科会 会場
■横浜市交流会全体報告
横浜市市民局ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ参照：
http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/kochosodan/kocho
/kuminkaigi/pdf/39kouryukai-shiryou.pdf

防災分科会 会場
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横浜市区民会議交流会

教育分科会 会場

福祉分科会会場
青葉区民会議活動報告
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2013

横浜市区民会議交流会

2014

第 40 回 横浜市区民会議交流会
日時 平成 26 年 11 月 28 日（金） 2 時～4 時 30 分
場所 横浜市技能文化会館 802 大研修室、801 研修室
603 研修室、5 階特別会議室
テーマ 「みんなにやさしいまちづくり」
参加者

主 神奈川区
催 保土ケ谷区
区 青葉区
中区
そ
港南区
の
旭区
他
港北区
の
緑区
区
都筑区
学生
市民局
合計

区民会議
8
12
11
4
3
3
2
1
1

行政

合計
1
1
0
－
－
－
－
－
－

－
45

7
9

9
13
11
4
3
3
2
1
1
1
7
55

実行委員長
青葉区 嶋田さん

■当日プログラム
第一部
１ 開 会
(1) あいさつ (趣旨説明)
交流会実行委員長－青葉区民会議－
(2) あいさつ
２ 講 演

市民局広報相談サービス部担当部長

講師 長野博一氏

長野 博一 氏

「人にやさしいまちづくりのこれから」
荒川区防災都市づくり部交通対策課(交通計画担当)
国土交通省国土交通大学校講師
質疑応答
－移動・休憩－
第二部

グループ意見交換

1 災害時にもお互いを気遣うやさしいまちづくり
2 マナー・モラルを守るやさしいまちづくり
3 緑を守ってやさしいまちづくり
4 障害者・高齢者にもやさしいまちづくりＡ

講演会 会場

5 障害者・高齢者にもやさしいまちづくりＢ
6 地域力を生かしたやさしいまちづくり
7 情報が的確に伝わるやさしいまちづくり
－移動・休憩－
第三部 グループ意見交換報告
閉 会
■横浜市区民会議交流会全体報告
横浜市市民局ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ参照：
http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/kochosodan/kocho
会場からの質疑応答

/kuminkaigi/pdf/40kouryukai-shiryou.pdf
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横浜市区民会議交流会

①災害時 分科会

2014

⑦情報 分科会

第 1 部 講演内容
①バリアフリー(BF)とユニバーサルデザイン(UD)
⇒法体系の整理と基本構想の策定の状況
⇒BF と UD の違い・・・考え方、展開のさせ方
②移動・交通＜コミュニティバス＞
④工夫の事例
⇒概略と導入方法、ＵＤとしての対応
⇒基本構想策定の様子と住民参加の様子
⇒国交省東京運輸支局との連携（シンポジウム、
②マナー・モラル 分科会

バリアフリー教室）
③荒川区の事例から

③緑 分科会

⑥地域力 分科会
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横浜北部まちづくり交流会(4 区交流会)
2013 横浜北部まちづくり交流会

2014 横浜北部まちづくり交流会を開催
日時：平成 26 年 9 月 24 日（水） 14 時半〜1８時

４区の組織の名称

場所 青葉区

港北：Tomodachi Club（港北区民の会）

たまプラーザ「３丁目カフェ」

参加者：31 名（青葉 12、港北９、都筑５、緑 5）

都筑：都筑魅力アップ協議会
第１部 各区からの発表

緑：まちづくりネットワーク緑
青葉：青葉区民会議

＜マップに関連して＞

①「北部４区の防災マップから見えてくること」

（青葉区以外は任意団体）

青葉区民会議

この会は 2011 年、
「まちづくり」という共通理念の

西本 和彦

もとで４区が自主的につながり、まちづくりのネッ

② 「港北ものしり博士クラブ」

トワークとすることを確認した会です。交流会を開

Tomodachi Club（港北区民の会） 川中 資久

催することを目的に幹事の情報交換からスタート

③ 「防災・減災ネットワーク活動でまちづくり」
まちづくりネットワーク緑

しました。
幹事は①青葉

②港北

③緑

田中

晃

④「都筑区ガイドマップ防災生活マップの歴史」

④都筑の順に担当

都筑魅力アップ協議会

する。担当区が中心になって幹事会、交流会を企画、

福富洋一郎

運営する。2013 は緑区が幹事。
第２部 交流会
１）第１回幹事会

と意見交換

日時：平成 25 年 11 月 6 日（水） 14 時〜16 時

５つのグループ

場所 緑区市民活動支援センター（みどりーむ）

に分かれ、４区の

各区より進めているテーマを持ち寄り、意見交流を

マップの比較、意

した。テーマは以下のとおり

見交換、発表

①都市計画マスタープラン、②大都市制度、③減

① 青葉区民会議の西本さんが 4 区の防災マップ

災・防災、④鶴見川マップ、⑤自転車、⑥文化施設、
10
⑦ものしり博士、⑧パブコメ、⑨外国人との共生 ○

を比較した内容が論議のベースになった。拠点病院、

高齢者支援

点など記載事項の相違

自治会区域、代替施設、防災協力農地、物資集配拠

この情報をもとに、交流会のテーマを次回までに各

② 洪水ハザードマップ、土砂災害ハザードマッ

区で相談してくることとした

プがある。

２）第２回幹事会

③ 言葉の表現：避難所の表現、避難所と避難場

日時：平成 26 年 3 月 5 日（水） 10 時〜12 時

所、女性への対応ができているか。

場所 緑区市民活動支援センター（みどりーむ）

④ 隣接区の情報：相違している。神戸のマップ
は市内全域の地図を区別に分割、参考になる。

横浜北部まちづくり交流会を平成２６年９月頃、開催す

神戸ではどこの避難所に逃げても良いが、横浜は

ることを決める。テーマについては次回

情報交換

避難先が決まっている

（緑区） 「緑区まちづくり計画」改定素案に関す

⑤ トリアージ・カードは 4 つの意味が伝わって

る市民意見の提出

いない。骨折では待機的治療になる

（青葉区）区民のつどい開催 3 月 29 日（土）
「プラチナ世代 これからの青葉区を考える」

第３部

4 区が入る旧港北区地図

懇親会

（都筑区）
「都筑魅力アップ協議会」のまちづくり
活動、鶴見川マップの作成
（港北区）
「港北区民の会」の活動。自転車マナー、
ものしり博士、外国人、車椅子の修理
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広報委員会・ホームページ
●第 10 広報委員会は各部会より、部会長と委員数名、お
よび代表、広報委員長とで運営をしました。
(広報委員名簿参照)
●区民会議ニュースは 39 号～42 号の合計４回発行しま
した。青葉区内自治会回覧用に配布しました。
その他、地区センター、図書館、駅など主要施設に配架
しました。配架には委員や部会のみなさんによって行わ
れています。
＊39 号 平成 25 年 9 月 20 日発行
編集会議 7 月 8 日、8 月 5 日、9 月 2 日
＊40 号 平成 26 年 2 月 20 日発行
編集会議 12 月 16 日、1 月 14 日、2 月 3 日、
委員募集ちらしには

仕分け作業 2 月 18 日

各部会の委員に登場して

＊41 号 平成 26 年 9 月 20 日発行

もらいました

編集会議 7 月 7 日、8 月 11 日、9 月 8 日、
仕分け作業 9 月 18 日
＊42 号 平成 27 年 2 月 20 日発行
編集会議 12 月 15 日、1 月 19 日、1 月 27 日
仕分け作業 2 月 18 日
●青葉区民会議ガイドブックおよび第 10 期活動記録の
編集をしました。
編集会議 2 月 26 日、3 月 18 日、4 月 6 日

15 連合自治会町内会への回覧用に仕分けます。

●お知らせメールの配信

約 8900 部が必要です 毎回 11,000 部発行します

運営委員会からの色々な情報を【お知らせメール】とい
う名称で、メールアドレスを登録された青葉区民会議の
委員へ届けています。
情報の内容は、毎月の運営委員会報告のほか、横浜市で
の施策やパブリックコメント募集案内、国や他都市での
関連情報、青葉区民会議平成 P 更新案内、青葉区民会議
事務局からのお知らせなどです。区民会議活動に必要な
情報を逐次提供しました。
●横浜北部まちづくり交流会用メーリングリスト運営
平成 23 年 2 月 5 日に第 1 回配信以降継続しています。
●ホームページ
定期的に更新しました。
公開講座や委員募集などはホームページから登録できる
ようにしています。
ホームページ閲覧数は順調に増えています。

32

広報委員会・ホームページ
区民会議ニュースでみる青葉区民会議の活動 39 号(平成 25 年 9 月)～42 号(平成 27 年 2 月)
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総
■発足総会

会

平成 25 年 4 月 20 日(土)

第 10 期区民会議代表委員選出に関しては、第 9 期区民
会議運営委員会から推薦があり発足総会の席上で加茂千
津子委員（第 9 期代表委員）が承認されました。
また各部会からの運営委員は部会員数の比例により次
のように選出されました。 自然･環境部会からは部会長
ほか 3 名、安全･安心・まちづくり部会からは部会長ほか
3 名、健康･福祉･教育部会からは部会長ほか 3 名。 代
表委員を加え総勢 13 名の運営委員でスタートしました。
発足総会プログラム
13:00 開会宣言
第９期青葉区民会議副代表委員 嶋田
13:05 青葉区挨拶
室谷区政推進課長
13:10 青葉区民会議とは 第９期青葉区民会議代表委員 加茂
13:25 第 10 期発足準備
・第 10 期代表委員選出（採決）
13:30 部会設置について
・部会活動マニュアルによる説明
・第 10 期分野の案内（1．安全２．環境３．福祉）
・分野別会場（１．２．３．
）への移動
13:40 第１回部会開催
・自己紹介・
「連絡確認記入表」の記入と提出
・部会委員の確認（欠席者含む）
・部会成立の宣言
・部会活動マニュアルの説明
・部会名決定・部会長選出・第２回部会日程
・運営委員数の受理・運営委員の選出
14:10 第１回運営委員会開催
事務局
・運営委員自己紹介
・代表委員、副代表委員、広報委員長の選出
・次回運営委員会の日程など
14:35
全体会
第 10 期運営委員
・代表、副代表、広報委員長、運営委員の紹介
・第 10 期青葉区民会議代表のあいさつ
・事務局あいさつと職員紹介
室谷区政推進課長
15:00 閉会宣言
第 10 期運営委員

■中間総会

平成 26 年 5 月 17 日(土)

中間総会プログラム
10:00 開会
小池由美
10:05 行政挨拶
青葉区役所区政推進課
室谷課長
代表挨拶
代表
加茂千津子
10:10 部会活動報告
小杉富雄
自然・環境部会
安全・安心・まちづくり部会
嶋田敦雄
健康・福祉・教育部会
辻 賢治
質疑応答
10:40 広報委員会活動報告（HP 含む） 広報委員長 大野 承
運営委員会報告
加茂千津子
まちの未来プロジェクト報告
小池由美
質疑応答
11:00 顧問からの情報提供
山下議員、赤野議員、横山議員、菅野議員、藤崎議員

■解散総会

平成 27 年 4 月 25 日(土)

第 11 期活動が円滑に始められることを期待して、第 10
期運営委員会では、3 部会を継続することを引き継ぎ事
項承認しました。発足総会での承認を受け、さらに活動
が発展することを期待し総会を終えました。

昼食 懇親交流会 顧問との意見交流
13:00 閉会
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加茂

千津子

様

平成 25 年９月 12 日に文書でご要望いただいた件について、次のとおりお答えします。
平成 26 年度横浜市予算に対する要望・提案
青葉区民会議

運営委員会

【意見・要望一覧】
都市計画マスタープラン区プランの改定に区民意見を反映できるような仕組みづくり

都市計画マスタープラン区プランの改定に区民意見を反映できるような仕組みづくり
横浜市都市計画マスタープランが策定され、25 年度から３年かけて区プランの改定を実施
する計画について、区民の意見が反映できるような仕組みを作り、区民と共に改定案作成を
進めていくことと、次の３項目について要望します。
１．改定方針の検討のために行われているべき「現行まちづくり指針の検証結果」の公表を
要望します。
２．改定素案作成までに、市民討議会のような無作為抽出による区民参加型の意見聴取の機
会を要望します。
３．素案説明会は、一方的な説明会ではなく、シンポジウム形式やワークショップ型の意見
交流など区民参加型の場を要望します。
【回答】
平成 14 年に策定された現区プランは、平成 32 年（2020 年）頃の青葉区の姿を見据え、
区民からの多様な提案を踏まえた青葉区の中長期にわたるまちづくりの目標となるよう、
区民まちづくり会議を設置して「区プランへの提案」をいただくなど、区民の意見が可能
な限り指針に反映されるよう検討を重ねて策定しました。
青葉区では、平成 25 年度から区プランの改定作業に着手しています。改定の前提として、
現区プランの目標年度以前であり、現在その目標に沿ったまちづくりが進行中であること
や、人口、土地利用の状況等が、現プラン策定時と大きく変わっておらず、また新たな目
標年次の 20 年後も現在と大きな変動が予測されないこと等の理由から、区民の皆さまと策
定した現プランが区の特徴を捉えた区プランとして今後 20 年後も十分に通用するものと
考えています。このため、区プランの改定にあたっては現プランを基本とし、将来の年齢
別人口構成の変化や整備中の道路などの完成等を踏まえた時点修正を行っていく方針です。
青葉区では区プラン改定に資するため、平成 23 年度に区民会議からいただいた区プラン
改定に向けたご意見やご提案を、改定作業の参考とさせていただくなど、区民の皆さまか
らの現区プランへのご意見や区プラン改定に関するご提案を随時お受けしています。区民
会議が区民から公募された区民参加型の広聴の場であるとの特徴を生かし、区民会議が主
催するテーマ別会議や意見交換会などの機会を捉えて広く区民の皆さまの議論やご意見ご
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提案を集約して区に伝えていただくなど、区民会議には区民の意向が可能な限り指針に反
映されるよう活発で自主的な活動を期待しています。
なお、素案原案作成のための現況分析の基礎調査については、今年度の委託報告書が出
てきた段階で情報提供することができます。青葉区民意識調査については区民の皆さまの
貴重な意見の広聴手段の一つと考えていますが、結果をデータとして利用するか否かにつ
いては素案の作成にあわせて検討します。
横浜市 青葉区役所 区政推進課
（区政推進課

担当課長

電話：045-978-2217

泉

FAX：045-978-2410）

平成 26 年３月 11 日
（広聴

小笠原

第 25-900004 号）
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福島

憲一

様

平成 25 年９月 12 日に文書でご要望いただいた件について、次のとおりお答えします。
平成 26 年度横浜市予算に対する要望・提案
青葉区民会議

自然・環境部会

【意見・要望一覧】
（仮称）恩田市民の森の早期整備について

（仮称）恩田市民の森の早期整備について
（仮称）恩田市民の森は、青葉区民にとって寺家ふるさと村と並んで貴重な自然と考えて
います。散策できる身近な森として、恩田市民の森を早期に一般市民に公開できるよう整
備してください。
【回答】
横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）では、土地所有者のご理解とご協力を得て緑
地保全制度による樹林地の保全を進めています。
ご要望いただきました恩田市民の森につきましては、今年度一部の土地（約 2.7ha）に
ついて土地所有者の方のご協力により新規に市民の森契約を締結させていただきました。
現在、市民の皆さまへ開園に向け事業を進めています。
また、その他の土地についても、引き続き土地所有者の方々との交渉を進めます。
横浜市 環境創造局 緑地保全推進課 担当課長
（緑地保全推進課

電話：045-671-2604

敦樹

FAX：045-224-6627）

平成 26 年３月 11 日
（広聴

景山

第 25-900005 号）
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辻

賢治

様

平成 25 年９月 12 日に文書でご要望いただいた件について、次のとおりお答えします。
平成 26 年度横浜市予算に対する要望・提案
青葉区民会議

健康・福祉・教育部会

【意見・要望一覧】
１ 青葉区内に特別支援学校の新設
２ 福祉人材緊急確保事業の再開
３ 高齢者介護に関する数値データの公表

１

青葉区内に特別支援学校の新設

区内の特別支援学校は１校のみの高校だけで、不十分であり、区内の障害を持つ児童生徒
の遠距離施設への通学は、家族にも負担となっています。
昨年度の回答では、県に対して北部地区への新設は要望中とのことですが、特別支援学校
新設に向けて、県への強力な働きかけを要望します。

【回答】
横浜市北部地域における特別支援学校の整備については、平成 26 年 2 月に行われた県議
会において神奈川県教育委員会が中里学園の跡地を建設候補地としていることを表明しま
した。今後、具体的な整備内容について、神奈川県に要望していきます。
横浜市 教育委員会事務局 特別支援教育課長
（特別支援教育課

電話：045-671-3956

吉原

勝

FAX：045-663-1831）
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２

福祉人材緊急確保事業の再開

横浜市では、平成 22 年度までに「福祉人材緊急確保事業」の一環として、介護職員の処
遇改善のため、補助金を交付した実績がありますが、国が「介護職員処遇改善交付金」を支
給していることを理由に、同年度末で終了となりましたが、国の政策は従来から下記のよう
な問題点を指摘されており、政策効果は十分とはいえません。
１

現在は介護報酬の上乗せとして支給されているが、支給額が十分ではなく、施設あてに
支給されるため介護職員本人が受け取っていないケースが少なくない
２ 施設側では手続きが煩雑な上、ほかの介護報酬等との兼ね合いで交付金申請が困難な
ケースが少なくない
これらの問題について、市としての問題意識と対応策の有無について質問するとともに、
必要な介護関連職員数を確保できるまでの事業として「処遇改善事業」の再開を要望します。
【回答】
介護職員の処遇について、現在は国において処遇改善加算として介護報酬に含まれてお
り、今後は介護報酬の基本サービス費において評価される予定となっていることから、国
の動向について今後とも注視していきたいと考えております。
また、本市独自に「処遇改善事業」を行うことは、多くの市費を投入する必要が生じる
ことから困難であると考えております。
横浜市 健康福祉局 高齢健康福祉課長
（高齢健康福祉課

電話：045-671-3683

松浦

淳

FAX：045-681-7789）
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３

高齢者介護に関する数値データの公表

少子高齢化における介護問題は深刻で危機感があると同時に、この問題に直面していない
人たちとの温度差も感じます。
問題の詳細を理解していないことや、実感していないことに起因していると思いますの
で、下記のとおり提案します。
１

今後の高齢者データを示すとともに、過去のデータから今後の要介護者、認知症発症者
の人数を数値として提示してください。その上で特養待機者ゼロにする場合や、要介護３
以上の高齢者を特養に入所できるようにした場合などについて、不足する特養と職員の数
と、必要な行政コストを資産、数値化して明示してください
２ 地域包括システム等、在宅介護システムを整備した場合の行政コストを試算、数値化
して明示してください
３ 現状の有料老人ホーム等、民間事業者の参入状況及び参入によって削減が期待できる
行政コストを試算、数値化して明示してください
以上の提案に示したような形でデータを市内地区ごとにまとめ、その資料の冊子等の作成
や、ホームページに公表すること要望します。
【回答】
高齢者介護に関する数値データについては、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の
なかで開示しています。高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画は、高齢者に関する各種
の保健福祉事業や平成 12 年度から始まった介護保険制度の円滑な実施に関する総合的な
計画として課題を明らかにし、目標等を定めたものです。計画は３年ごとに見直しを行い、
現在は第５期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（平成 24 年度から 26 年度）
として冊子を作成し、ホームページにも掲載しています。
平成 26 年度は次期計画策定にむけた見直しの年であり、提案に示されている数値データ
及び試算の開示に関しては、次期計画を策定するにあたり貴重なご意見として参考とし、
市民の皆さまにとってわかりやすい資料となるよう取り組んでいきます。
横浜市 健康福祉局 高齢健康福祉課長
（高齢健康福祉課

電話：045-671-3683

松浦

FAX：045-681-7789）

平成 26 年３月 11 日
（広聴

淳

第 25-900006 号）
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嶋田

敦雄

様

平成 25 年９月 12 日に文書でご要望いただいた件について、次のとおりお答えします。
青葉区民会議

安全・安心・まちづくり部会

【意見・要望一覧】
１ 青葉区防災計画の風水害対策編の整備を提案します
２ 青葉区防災計画の改正を起点として、青葉区として防災・減災活動の具体的効果を出す
ための提案をします
３ 横浜市防災関連事業の全体像を説明してください

１

青葉区防災計画の風水害対策編の整備を提案します

豪雨や竜巻・突風などの風水害のリスクが高まっており、青葉区でも土砂災害や浸水等の
危険個所が少なくありません。
警戒情報への区民の理解、適切な避難行動、災害時要援護者への支援体制について適切な
対応が行われるよう、青葉区版の風水害対策編の整備を行ってください。
また、都市計画マスタープランの部門別計画に「都市防災の方針」が組み込まれました。
この方針や取組なども青葉区危機管理計画を整備する際に組み込むことを提案します。
【回答】
風水害に対する対策は、青葉区防災計画（風水害対策編）として、平成 21 年 6 月に制定
しています。今後、区ホームページを通じて区民の皆様に紹介するとともに、この計画に基
づき災害時に対応してまいります。
また、平成 25 年 8 月 30 日から新たに「特別警報」がスタートしました。大災害が起こる
恐れがある前に、住民の皆さんに最大級の警戒を呼び掛けるものです。区としても、特別警
報が発表された場合は、命を守るための行動をとるよう区民に周知します。
なお、青葉区の防災計画を修正する際には、御提案いただいている「都市防災の方針」等
を参考にしてまいりたいと思います。
横浜市青葉区役所総務課長 小嶋 哲夫
（総務課 電話：045-978-2213 FAX：045-978-2410）
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２ 青葉区防災計画の改正を起点として、青葉区として防災・減災活動の具体的効果を出す
ための提案をします
(1)青葉区の災害時情報受伝達体制の中で、地震時だけでなく、集中豪雨時・都市災害時
における区民との緊急的な災害時情報伝達方法について、現状と充実策を教えてください。
(2)現在、各地域防災拠点で使う「避難者カード」は安否確認表を兼用する仕様になって
おり、説明内容や記入選択項目が解りにくい等の問題点があります。見直しのため、以下を
要望します。
・避難者カードは、受入時に必要な項目を簡便に記載する部分と収容後に安否確認や救助
活動に必要な情報を追加記載できる部分に分け、避難所運営の流れに即したものに改善す
る。
・避難者カードや避難者リストは、避難所内避難者に加え、在宅避難者も把握できるよう
工夫する。
・避難者カードを利用した横浜市安否情報検索システム連動の地域防災訓練及びマニュア
ルを作成し、拠点訓練では安否情報検索のための職員訓練を同時に実施する。
(3)青葉区ではアマチュア無線用アンテナは全地域防災拠点に配備されているが、無線を
使用できる人がいない地域防災拠点も少なくありません。災害時定点診療拠点及び地域防災
拠点にアマチュア無線を使用できる人の配置が必要と考え、以下を実施願います。
・全地域防災拠点にアマチュア無線を使用できる人を複数名配置することを義務付ける。
・アマチュア無線の資格取得費用を補助。
・無線機をアマチュア無線し各社のいる拠点に配備。
・災害時定点診療拠点と巡回先の地域防災拠点の合同訓練の実施。
(4)地域防災拠点の役割を補完し、街の防災組織等の活動拠点としてコミュニティ防災拠
点の整備拡充を提案します。また、コミュニティ防災拠点として、いっとき避難場所の整備
と助け合い避難場所の設置もあわせて提案します。
(5)あおば災害ネット「支え合いカード」提出者に対する、災害時個別支援体制づくりは
あまり進んでいません。改善策として、以下を提案します。
ア 支え合いカード提出者に対し、個別支援体制の現況を各民生委員に報告させる。
イ 支え合いカードの個人情報管理ルールのガイド作成。
（所在情報の公開範囲、詳細情報
の保護）
ウ 地域防災拠点訓練に地域の要援護者の安否確認・避難訓練、特別避難場所への搬送訓
練を加える。
エ 支え合いカード提出者に「家の中の安全対策」サポーター制度を優先的に適用する。
オ 同居人が帰宅困難者となる可能性がある要介護者の支え合いカード登録を推進する。
カ 災害時要援護者支援は街の防災組織の必須活動項目として、体制の整備や訓練の実施
等も活動補助金支給の査定項目とする。
(6)青葉区で家具転倒等防止が十分に普及していない現状を踏まえ、以下の施策を提案し
ます。
・青葉区の被害想定に家具転倒等による被害想定を加え、区民に注意喚起する。
・「家の中の安全対策」についての防災・減災冊子を作成し、区民に啓蒙する。
・デザイン性、安全性、経済性を備えた家具・家具転倒等防止器具のアイデアコンペの開
催及び優秀作品の商品化を家具メーカー等に提案する。
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【回答】
■(1)について
地震時におきましては、市内で震度 5 強が観測された時点で、全地域防災拠点が震災時避
難場所としての機能も併せて開設されますので、各地域防災拠点と防災無線等を通じて情報
受伝達体制が確立されます。
集中豪雨時やその他都市災害時におきましては、その災害の状況、規模や対象エリアによ
り、地域防災拠点やその他公共施設、自治会・町内会館等と状況に応じて、防災無線や広報
車等を通じて情報受伝達に努めます。
横浜市青葉区役所 総務課長 小嶋 哲夫
（総務課 電話：045-978-2213 FAX：045-978-2410）
■(2)について
避難者カードについては、記載する目的や、どのように使用されるか解りにくいなどのご
意見を踏まえ、避難者カードにご記入いただく目的や、どのように運用されるのか、また、
避難者の所在場所などが明確になるよう、平成 25 年４月に「地域防災拠点開設・運営マニ
ュアル」を改訂する際に見直しをいたしました。今回いただきました件については、貴重な
御意見として今後の修正の参考とさせていただきます。
横浜市総務局危機管理課防災拠点・帰宅困難対策担当課長 池谷
（危機管理課 電話：045-671-3456 FAX：045-641-1677）

充隆

■(3)について
地域防災拠点と区本部及び各地域防災拠点間の連絡は、基本的には行政防災無線で行いま
す。一方で、情報受伝達を防災無線だけではなく災害時に複数の手段を確保する事により、
安定的かつ機動的に使用できるようにするため、青葉区独自の取組として、区内の全地域防
災拠点にアマチュア無線のアンテナを配備し、横浜市アマチュア無線非常通信協力会青葉支
部の協力による連絡体制を整えています。
使用にはアマチュア無線の免許が必要になりますが、アマチュア無線の免許自体が防災用
に特化できるものではない（防災用には防災行政無線を配置しているとの国の見解がある）
ため、人数の義務化や補助制度等を創設することは、現時点では難しいです。
現在、地域防災拠点の訓練及び今年度から始めた災害時定点診療拠点の訓練では、横浜市
アマチュア無線非常通信協力会青葉支部の協力を得て、区役所や拠点病院、医師との連絡を
行っており、防災訓練や災害発生時における同支部との協力体制を拡大していくことが課題
であると考えています。
横浜市青葉区役所 総務課長 小嶋 哲夫
（総務課 電話：045-978-2213 FAX：045-978-2410）
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■(4)について
「いっとき避難場所」は、広域避難場所や地域防災拠点に避難する前の中継点で、一時的
に避難して災害状況を確認したり、地域防災拠点等へ避難するために地域住民が集結する場
所であり、自治会町内会等が安全な場所を任意に選定しています。
また、「町の防災組織活動費補助金」では、防災倉庫の設置や防災資機材の整備なども対
象としておりますので、ご活用ください。
要援護者のための避難場所の確保としては、地域防災拠点における要援護者用のスペース
の確保や、地域防災拠点での避難生活に支援等が必要な要援護者のために、社会福祉施設等
を「特別避難場所」として指定していますが、東日本大震災の教訓からも多くの家屋の倒壊
や流出時には、地域防災拠点などの公的避難場所のほかにも、集会所や寺院など、比較的小
規模な場所で、市民が任意で避難場所を設置することが想定されます。
このような被災地域の中では、町の防災組織と地域防災拠点が連携し、市民が任意で設置
した避難場所や在宅の被災者への情報伝達・物資の集配など、地域コミュニティを生かした
地域の共助で対応していくことが重要となります。
本市でも、減災に向けた自助・共助の大切さに対する市民の理解を促進するため、
① 自助・共助としての平常時の備えとして
・防災マップなどを参考に町歩きや避難所までのルート確認
・自治会町内会の防災訓練や地域防災拠点の訓練への参加
② 地域防災拠点と在宅被災生活者とのかかわり方として
・地域防災拠点への物資の要請ができるよう、在宅被災生活者（地域）の必要な物資のニ
ーズの取りまとめ
③ 発災後の時間軸に応じた「自治会町内会」と「地域防災拠点」のそれぞれの役割などを
示した、
「まちの防災・共助のススメ」など、啓発パンフレットを作成し、引き続き、市
民の防災・減災の取組を推進してまいります。
今後とも、本市の防災対策について、御理解・御協力くださいますようお願いいたします。
横浜市総務局危機管理課防災拠点・帰宅困難対策担当課長 池谷
（危機管理課 電話：045-671-3456 FAX：045-641-1677）

充隆

■(5)について
ア 災害時における要援護者支援及びその体制整備は、民生委員や自治会町内会、地域防災
拠点など地域全体で取り組まなければならない課題です。地域が引き続き「支えあいカード」
提出者（要支援者）の情報共有・活用を図り、支援体制づくりを進めるよう促進してまいり
ます。
イ 今後モデル事業を実施し、「災害時要援護者支援の手引書」の作成を予定しています。
ウ 地域防災拠点の中には、要援護者対応訓練を行っているところもあります。今後も地域
防災拠点での要援護者支援の推進を図ります。
エ 「あおば災害ネット」は災害時に支えあいカード登録者を地域で支援するための取り組
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みですが、一方で、災害時に備えた家具の転倒防止などの啓発は重要と考えますので、別途、
必要な取り組みをしていきます。
オ 青葉区では手上げ方式を行っていますので、登録は現時点でも可能です。
カ 補助金事業については、防災活動全般としていることから、査定項目を設けることは出
来ないと考えます。
あおば災害ネットは、災害時に自力避難ができない方を手上げ方式により把握する、青葉
区独自のシステムです。一方、昨年横浜市では情報共有方式による行政保有情報を地域へ提
供する制度も始めております。そのため、自治会・町内会等においては、手上げ方式に加え
て情報共有方式による要援護者の把握も可能となりました。
一方で、ご指摘のとおりあおば災害ネットも支えあいカードの登録者数は増えていますが、
自治会・町内会等の支援する側の体制が進んでいないことが課題となっています。
そこで、昨年 7 月に自治会・町内会向けにあおば災害ネットに関する個人情報の利用に関
する講演会と、先進的に取り組んでいる自治会の活動紹介等を行うほか、2 月には自治会・
町内会向けに、あおば災害ネットの取り組みの活動状況等に関するアンケートを実施しまし
た。
これらを基に来年度、事業をすすめるためのモデル地区を選考し支援を行うことにより、
他自治会においても取り組む際の事例として参考にできる資料（手引書）を作成する予定で
す。モデル地区での取組を基に、そこでの検証を踏まえて今後制度の充実を図ってまいりま
す。
横浜市青葉区役所総務課長 小嶋 哲夫
（総務課 電話：045-978-2213 FAX：045-978-2410）
横浜市青葉区役所福祉保健課長 大庭 充男
（福祉保健課 電話：045-978-2433 FAX：045-978-2419）
横浜市青葉区役所高齢・障害支援課長 小林 野武夫
（福祉保健課 電話：045- 978-2444 FAX：045- 978-2427）
■(6)について
区独自で家具転倒等の被害想定を行うことは、その根拠となるデータもないことから困難
と考えます。
家の中の安全対策については、今年度全戸配布しました「わが家の地震対策 p.8」に記
載されています。
転倒防止器具のコンペの開催については、区独自での開催は難しいものがあります。（安
全性をだれが保障できるのか、審査基準は明確にできるのか等）
家具の転倒防止補助制度を今年度より、総務局危機管理課において行っております。青葉
区でも、広報よこはま青葉区版等を通じて制度のＰＲに努めてまいります。
横浜市青葉区役所総務課長 小嶋 哲夫
（総務課 電話：045-978-2213 FAX：045-978-2410）
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本市では、平成 25 年５月に「わが家の地震対策」を発行し市内の各戸に配布しました。
「わが家の地震対策」は、ご家庭や地域で日頃から備えておくべきことを、被害予測地図な
どの情報とともにまとめた冊子であり、家の中の安全対策についても家具の配置等点検すべ
き項目を記載し、取組を呼びかけています。現在は、転入者の方を対象に配布しております。
平成 24 年度の横浜市民意識調査によると、家具を固定していない方の固定しない理由と
して、「費用がかかるから」が 24.7%、「自分ではできないと思うから」が 15.3%と高くなっ
ています。この調査状況を受け、平成 25 年度より本市では、自力で家具転倒防止器具を取
り付けることが困難な高齢者世帯等を対象に建築士を派遣し、専門的なアドバイスを行いな
がら取付けを代行する「家具転倒防止対策助成事業」を実施しています。
自力での取付けが困難な方への公的支援は優先して取り組む課題と考えており、平成 26
年度につきましても、引き続き本事業を実施していきます。いただいたプロジェクトのご意
見につきましては、今後の参考とさせていただきます。
横浜市総務局危機管理課担当課長 高鳥 修一
（危機管理課 電話：045-671-3457 FAX：045-641-1677）
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３

横浜市防災関連事業の全体像を説明してください

平成 25 年度各局防災関連費の中で、どの区でこの予算が使われているのか、また青葉区
でどのように使われているのか説明してください。
【参考】
■道路局
・緊急輸送路などの整備
・緊急輸送路などの地震対策
・河川護岸などの地震対策
■都市整備局
・減災対策の効果的な取り組み手法の検討
・主要幹線道路沿道の不燃化の促進
・主要鉄道駅周辺等の市街地における減災まちづくりに向けた検討
■水道局
・震災時の重要拠点施設への水道管路の耐震化 10 か所整備
・水道の導水施設の耐震化
■健康福祉局
・ＭＣＡ無線の設置による区福祉保健センター、休日急患診療所の通信体制の強化
・休日急患診療所への自家発電装置設置補助
・薬局等への緊急持出し医薬品等の配備
■総務局
・災害対策 LP ガスボンベ常備事業
・臨時災害放送局開設検討事業
・家具転倒防止対策助成事業
■環境創造局
・震災時仮設水洗トイレ用排水設備事業
【回答】
■道路局
・緊急輸送路などの整備
・緊急輸送路などの地震対策
平成２５年度予算における緊急輸送路などの整備としては、横浜環状道路及び関連街路の
整備や国道の整備、防災に役立つ一般道路の整備等を実施しており、このうち青葉区関連事
業としては国道の整備（国道２４６号 都筑青葉地区環境整備）に対して、その費用の一部
を法令に基づき本市が負担する額１億３，２００万円を執行予定です。
また、緊急輸送路などの地震対策としては橋梁の耐震補強、老朽橋の架替えや無電柱化の
推進、歩道橋の耐震補強等を実施しています。このうち青葉区関連事業としては道路管理高
度化システム構築（紙やポリエステルシートで調製・管理されている道路台帳の電子データ
化を行い、バックアップを確保し、道路復旧の基礎データとする）に２億２，７１８万円を
執行予定です。
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横浜市道路局総務課長 井上 幸一
（総務課 電話：045-671-2742 FAX：045-651-6527）
・河川護岸などの地震対策
平成２５年度予算における河川護岸などの地震対策としては、緊急輸送路等と隣接する区
域や沿岸域の河川施設等の検討、調査を２，０００万円で、また、河川改修に伴う橋梁の架
替えを１億８００万円で実施しています。
青葉区では準用早渕川・奈良川において緊急輸送路等と隣接する区域の河川施設等の検討、
調査を実施しています。
横浜市道路局河川計画課長 仲澤 克彦
（河川計画課 電話：045-671-3988 FAX：045-664-5873）
■都市整備局
・減災対策の効果的な取り組み手法の検討
「減災対策の効果的な取組手法の検討」の部分について回答します。
新たな地震被害想定の結果を踏まえ、25 年４月に策定した横浜市地震防災戦略では「火
災による被害の軽減」を重要施策として位置づけました。この検討は、この「火災による被
害の軽減」を具体的に達成するための手法等について調査するものです。
こちらで検討した手法は、延焼の危険性が高い地域で進める「まちの不燃化推進事業」に
反映してまいります。
横浜市都市整備局地域まちづくり担当課長
（地域まちづくり課 電話：045-671-2704

甲賀 伸啓
FAX：045-663-8641）

・主要幹線道路沿道の不燃化の促進
「主要幹線道路沿道の不燃化の促進」の部分について回答します。
緊急輸送路をはじめとする主要な幹線道路等において、災害時の避難機能や緊急物資の輸
送機能を確保するとともに、火災延焼の拡大を防止するため、沿道の建築物の不燃化を促進
するなど延焼遮断帯の形成を図り、災害に強い市街地を形成するための検討を行いました。
調査対象路線は、全市で約 200km であり、そのうち青葉区では、
「国道 246 号線」
「日吉元
石川線」
「横浜上麻生線」
「環状４号線」
「恩田元石川線」
「長津田奈良線」の一部（※）計約
15km です。
※市街化調整区域を通過する区間は調査対象から外しています。
横浜市都市整備局企画課長 鈴木 智之
（企画課 電話：045-671-2005 FAX：045-664-4539）
・主要鉄道駅周辺等の市街地における減災まちづくりに向けた検討
「主要鉄道駅周辺等の市街地における減災まちづくりに向けた検討」の部分について回答
します。
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この検討調査は、平成２４年１０月発表の「横浜市地震被害想定調査報告書」等に基づき、
市内の主要鉄道駅（一日乗降客数３万人以上又は区役所最寄駅）周辺における人的・物的被
害等を整理し、被害の度合いが一定程度以上と想定される３０駅周辺地区を選定したうえで、
減災効果の高い市街地整備手法についてモデル検討を行うものです。
なお、青葉区の駅については、この３０地区に含まれていません。
横浜市都市整備局市街地整備調整課長 山根 好行
（市街地整備調整課 電話：045-671-2695 FAX：045-664-7694）
■水道局
・震災時の重要拠点施設への水道管路の耐震化 10 か所整備
重要拠点施設への管路の耐震化事業において、平成 25 年度に青葉区で行われる工事の予
算は、およそ 1 億２千万円となっています。整備対象施設は、鴨志田緑小学校です。また、
平成 25 年度は青葉区のほかに、鶴見区、神奈川区、西区、中区、港南区、保土ケ谷区、旭
区、磯子区の施設について工事を予定しています。
なお、本事業では、市内全域において、災害時などに市民が集まる施設、応急復旧活動の
拠点となる施設、医療機関などを整備対象としています。これらの中から、施設への管路が
地震時に液状化または震度７の発生が想定されること、管路の老朽化の進行が早いことなど
を考慮して優先順位を設定し、整備を行っています。
横浜市水道局給水課長 近藤 博幸
（給水課 電話：045-633-0172 FAX：045-664-6739）
・水道の導水施設の耐震化
「水道の導水施設の耐震化」について、青葉区には導水施設がないため、事業の施行はあ
りません。
なお、青葉区内には、水道の基幹施設として恩田配水池がありますが、平成 15 年度に耐
震化を実施済みです。
横浜市水道局計画課長 牛窪 俊之
（計画課 電話：045-633-0180 FAX：045-663-8820）
■健康福祉局
・ＭＣＡ無線の設置による区福祉保健センター、休日急患診療所の通信体制の強化
災害時における医療調整活動専用の非常用通信手段として、市役所、各区福祉保健センタ
ー、横浜市医師会及び各区休日急患診療所等にＭＣＡ無線を配備し、連携体制を強化します。
青葉区については、青葉区福祉保健センター及び青葉区休日急患診療所に各１台ずつ配備し、
既に平成 24 年度に配備済みの衛星携帯電話と共に、非常用通信手段として活用します。
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・休日急患診療所への自家発電装置設置補助
震災発生時等に災害時の拠点としての機能が十分に発揮できるよう、各区休日急患診療所
に設置されている災害用自家発電装置を、停電時でも３日間程度の活動が可能な発電容量を
備えた機種に更新するための経費について、既に建替えに伴って更新済みの２区を除く１６
区（青葉区を含む）に対して、補助を行います。
・薬局等への緊急持出し医薬品等の配備
これまで、災害時に使用する医薬品は、市内の小中学校（旧地域医療救護拠点）に備蓄し
ていましたが、横浜市薬剤師会の御協力により、地域の薬局で流通備蓄する方法等に、平成
25 年度から変更していくこととしました。
横浜市健康福祉局救急・災害医療課長 黒岩 大輔
（救急・災害医療課 電話：045-671-3932 FAX：045-664-3851）
■総務局
・災害対策 LP ガスボンベ常備事業
現在、地域防災拠点として指定されている中学校には、避難所の炊き出し用備蓄品として
「ガスかまどセット」を配備しています。このガスかまどセットの燃料はエルピーガスとな
っています。
拠点として指定されている中学校は 104 校ですが、これらの中学校には、ＬＰガスボンベ
は常備されておらず、震災時に災害時協定により横浜市エルピーガス協議会がガスボンベを
輸送することとなっています。しかし、東日本大震災の際に、本市においても道路渋滞が発
生し、物資の輸送に困難を極めました。
そこで、震災時の道路損壊や渋滞に備え、予め拠点として指定している中学校のうち、都
市ガス供給エリアの 77 校にエルピーガスボンベを常備するため、
「災害対策エルピーガスボ
ンベ常備事業」を平成 25 年度から開始し、順次整備を進めております。
今後とも、本市の防災対策について、御理解・御協力くださいますようお願いいたします。
横浜市総務局危機管理課防災拠点・帰宅困難対策担当課長 池谷
（危機管理課 電話：045-671-3456 FAX：045-641-1677）

充隆

・臨時災害放送局開設検討事業
臨時災害放送局は、地震等の災害時に地方公共団体等が開設する臨時かつ一時的なＦＭラ
ジオ放送局で、東日本大震災において多数の自治体で開設した実績がありますが、首都圏は
電波が混雑しているなど開設に様々な課題があることから、横浜市で臨時災害放送局を開局
する場合に必要な事項を事前に検討するものです。
この事業は、特定の区を対象として行うものではなく、横浜市全域の電波利用状況を調査
し、その調査結果に基づき臨時災害放送局を開局する場合の放送設備及び方法等について技
術的、専門的な検討を業者委託により行うものです。
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横浜市総務局危機管理室情報技術課長 大木 将彰
（情報技術課 電話：045-671-3458 FAX：045-641-1677）
・家具転倒防止対策助成事業
家具転倒防止対策助成事業は、自力で家具転倒防止器具を取り付けることが困難な高齢者
世帯等を対象に、建築士を派遣し専門的なアドバイスを行いながら取付を代行するもので、
平成 25 年度から開始しています。当該事業は、高齢者等の自助の取組を支援し、地域の防
災力の向上を目指しています。
横浜市総務局危機管理課担当課長 高鳥 修一
（危機管理課 電話：045-671-3457 FAX：045-641-1677）
■環境創造局（別添資料あり）
平成 25 年度の震災時仮設水洗トイレ用排水設備事業の内容について回答します。
震災時仮設水洗トイレ用排水設備事業は、震災時においても地域防災拠点で衛生的に使用
できるトイレを確保するために、水道が使用できない場合や排水管が壊れて建物内のトイレ
が使用できない場合でも、プール等の水を利用し、少ない水で汚物を排除できる下水道直結
型の排水施設をあらかじめ拠点の敷地内に整備するものです。現在、地震時に大きな被害が
想定される液状化被害想定区域について整備を進めており、平成 25 年度に完了いたします。
今後の整備方針については、検討した結果、液状化被害想定区域外の防災拠点について整
備することを予定しています。現在、来年度整備予定の青葉区を含む 13 区の防災拠点のト
イレ整備位置等を詳細に検討し、工事発注用の設計を行う詳細設計委託及びそのための調査
工事についても平成 25 年度予算で事業を進めております。
なお、震災時仮設水洗トイレ用排水設備事業の平成 25 年度予算内訳については、別添資
料のとおりです。
横浜市環境創造局管路保全課長 竹内 徹也
（管路保全課 電話：045-671-2829 FAX：045-641-5330）
平成 26 年３月 11 日
（広聴 第 25-900003 号）
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市政ダイレクト広聴 25-900003-3
都市整備局地域まちづくり課 別添資料
出典：横浜市地震被害想定調査報告書(平成24年10月)

焼失棟数0棟

図8.3.2 焼失棟数：50mメッシュ（元禄型関東地震：冬18時、風速6m/s）

- 57 -
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市政ダイレクト広聴 25-900003-3
環境創造局管路保全課 別添資料

平成25年度予算
工事費/委託費

震災時仮設水洗トイレ用排水設備事業内容
行政区

整備箇所

予算額（百万円）

末吉小学校
鶴見区

市場小学校
新鶴見小学校

25

寛政中学校
中区

本牧小学校

南区

南小学校

保土ケ谷区
磯子区

工事費

坂本小学校
星川小学校
根岸小学校
屏風ヶ浦小学校

6.25
6.25
12.5
12.5

並木中学校
金沢区

並木第四小学校

18.75

大道小学校
綱島東小学校
港北区

新田中学校

19.5

新横浜公園
試掘工事
（鶴見区、神奈川区、中区、南区、
港南区、磯子区、金沢区、港北区、
緑区、青葉区、戸塚区、栄区、泉区）

15

基本設計委託（市内全域）

10

詳細設計委託

委託費

（鶴見区、神奈川区、中区、南区、
港南区、磯子区、金沢区、港北区、
緑区、青葉区、戸塚区、栄区、泉区）

計

30

155.75
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福島

憲一

様

平成 26 年９月 10 日に文書でご要望いただいた件について、次のとおりお答えします。
平成 27 年度横浜市予算に対する要望・提案
青葉区民会議

自然・環境部会

【意見・要望一覧】
１ 自主企画事業費で区内の自然環境の保全の取組について
２ 「（仮称）恩田市民の森」の早期開園について

１

自主企画事業費で区内の自然環境の保全の取組について

平成 25 年度の区民意識調査で、「生活環境の満足度」で「緑の保全と緑化の推進」が２番
目にランクされるなど、区内の緑や川の自然環境保全に対する区民の意識は大変高いです。
しかし、「区政運営方針」でも「大切な環境を守り育むまち」が挙げられていますが、「個
性ある区づくり推進費 自主企画事業費」では、自然環境の保全関連がありません。
区内の自然環境の保全に一層取り組んでください。
【回答】
ご指摘のとおり、青葉区内のまとまった緑や川という自然環境の保全に対する区民の意
識が高いものの、緑被率は減少傾向にあり、「青葉区まちづくり指針」でも谷戸の保全等を
定めております。
青葉区では、緑地保全制度の活用等により、貴重な自然環境を保全できるよう関係局と
連携しながら取り組んでいます。
平成 27 年度の区の自主企画事業としては、自然環境の保全に関する予算は計上しており
ませんが、引き続き関係局と連携して、適切な自然環境の保全に取り組んで参ります。
横浜市青葉区役所区政推進課担当課長
（区政推進課

電話：045-978-2216

郷間

宏

FAX：045-978-2410）
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２

「（仮称）恩田市民の森」の早期開園について

青葉区民にとって、「（仮称）恩田市民の森」は、「寺家ふるさと村」と共に身近で魅力的
な水・緑環境、里山里地と思います。
「（仮称）恩田市民の森」が市民にとって親しまれる森として、谷戸のある里山を散策で
きるような森として開園することを要望します。
また、市民や地元の方と情報交換しながら森づくりができるような計画を作るよう要望し
ます。
【回答】
横浜みどりアップ計画では、土地所有者の御理解と御協力を得て緑地保全制度による樹
林地の保全を進めています。
御要望いただきました「（仮称）恩田市民の森」につきましては、現在、市民の森契約を
締結した土地について、開園に向けた準備を進めています。今後、地域住民をはじめとす
る市民の方々と、意見交換を行いながら、散策路等の具体的な計画を作っていきます。
市民の森開園後は、地域の方々を中心に「市民の森愛護会」を結成いただきます。良好
な樹林地の育成を図るため、愛護会等と連携して、計画的な森づくりを推進していきます。
清水 健二

横浜市環境創造局緑地保全推進課担当課長
（緑地保全推進課

電話：045-671-2612

FAX：045-224-6627）

横浜市環境創造局みどりアップ推進課担当課長
（みどりアップ推進課

電話：045-671-2810

平成 27 年３月 20 日
（広聴

第 26-900008 号）
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景山

敦樹

FAX：045-224-6627）

辻

賢治

様

平成 26 年９月 10 日に文書でご要望いただいた件について、次のとおりお答えします。
平成 27 年度横浜市予算に対する要望・提案
青葉区民会議

健康・福祉・教育部会

【意見・要望一覧】
１ 福祉従事者の人材確保を横浜市独自の処遇改善事業の創設について
２ 介護保険制度改正による横浜市の方針説明と市民と連携・協働した取組について

１

福祉従事者の人材確保を横浜市独自の処遇改善事業の創設

「介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案」が、平成 26 年６月 20 日に国
会で可決されましたが、国の法案に上乗せする形での横浜市独自の処遇改善事業を提案し、
予算を要望します。
１福祉職員処遇改善基金の創設
２資格手当の支給
３介護職員老後保障制度の創設
今回の要望で、国のみに頼らず、市民の知恵を総動員して、不十分と認識した部分につい
て独自で埋めていくことを期待し、何らかのアクションを強く要望します。
【回答】
介護職員の処遇については、現在は国において処遇改善加算として介護報酬に含まれて
います。平成 27 年度介護報酬改定では、加算の充実が図られ、介護職員１人あたり月額１
万２千円相当の処遇改善のための加算を実施する、とされているため、状況を見守ってい
きます。
なお、本市独自に処遇改善事業を行うことは、多くの市費を投入する必要が生じること
から困難であると考えています。
横浜市健康福祉局高齢健康福祉課長
（高齢健康福祉課

松浦

電話：045-671-3683

淳
FAX：045-641-6408）
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２

介護保険制度改正による横浜市の方針説明と市民と連携・協働した取組

介護保険制度が改正され、要支援サービスの代替サービスとして、今まで以上に行政と市
民の連携・協働が不可欠になってくると予想されます。
青葉区では、他区に先駆けて、次世代郊外まちづくりプロジェクトとして、地域包括シス
テム「あおばモデル」を構築中ですが、関係者以外知らない状況となっています。
今行われていることや、行おうとしていることを、市民にわかりやすく説明し、具体的な
イメージができるようにしなければならないと思います。
また、介護保険制度改正に伴う市としての方針の大枠を明示した上で、説明会の開催や、
広報パンフレットやホームページの作成を要望します。その際には、市民と協議できる状態
にすることが重要だと考えています。
それを行ったうえで、市民ニーズとのズレを解消することを目的とした各区単位程度の介
護保険サービス検討会議の定期開催を提案します。
【回答】
[介護保険制度の改正について]
介護保険制度改正により、予防給付の訪問介護・通所介護が地域支援事業（介護予防・
日常生活支援総合事業）に移行されることになり、本市では平成28年１月から移行します
が、移行当初は、現行と同等のサービスを提供し、段階的にサービスを充実させ、平成
29年度から本格実施する予定です。
これから制度設計をするにあたり、市民の皆様への丁寧な周知・説明や、意見交換の場
を設けることの必要性については認識しています。
青葉区民会議の皆様にもぜひご協力いただきたいと思っていますので、どうぞよろしく
お願いいたします。
横浜市健康福祉局高齢在宅支援課長
（高齢健康福祉課

堀内

電話：045-671-3464

俊幸
FAX：045-681-7789）

次頁あり
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[あおばモデルについて]
地域包括ケアシステム「あおばモデル」の構築にあたっては、平成２４年１１月に区内
の各医師会等医療関係者、介護関係事業者が「医療・介護連携の地域包括ケアシステム推
進部会」を立ち上げ、青葉区ならではの地域包括ケアシステムの仕組みづくりを議論し、
実現に向けての検討を進めています。
このシステムの実現にあたっては、医療・介護関係者の密接な連携が不可欠なことから、
各職種間の相互理解のための各種セミナーを開催し、職種間の課題の共有化と情報共有を
図ることで顔の見える関係づくりが進んできました。
そこで、区民の方にその成果を伝えるとともに、今後の「あおばモデル」の姿を説明す
る場として、青葉区医師会と青葉区役所が共催して、「地域医療を語る会」（ご存知ですか
「地域包括ケア」）を２月２８日に開催し、２５０人もの区民の皆様の参加を得ることがで
きました。今後、この講演会の内容については、区のホームページにも掲載し、幅広く区
民の皆様にお伝えしていきます。
また、「あおばモデル」については、システムづくりの進捗状況に合わせ、このような講
演会のほか、様々な広報媒体を活用し、区民の皆様に周知してまいります。
横浜市青葉区役所高齢・障害支援課長
（高齢・障害支援課

小林

電話：045-978-2450

平成 27 年３月 20 日
（広聴

第 26-900009 号）
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野武夫
FAX：045-978-2427）

嶋田

敦雄

様

平成 26 年９月 10 日に文書でご要望いただいた件について、次のとおりお答えします。
平成 27 年度横浜市予算に対する要望・提案
青葉区民会議

安全・安心・まちづくり部会

【意見・要望一覧】
１ 青葉区防災計画（風水害対策）について
２ 横浜市業務継続計画について
３ 避難情報・災害情報の区民への広報体制について
４ 防災備蓄庫について
５ 青葉区災害時医療体制の地域での対応について
６ 家具転倒防止対策助成事業について
７ ユニバーサルデザインの考え方等について

１

青葉区防災計画（風水害対策）について

昨年度、区ホームページを通じて青葉区防災計画（風水害対策編）を区民に紹介すると回
答がありましたが平成２６年８月現在掲載されていません。都市災害への対策を早急に見直
すとともに、区民に周知してください。
青葉区洪水ハザードマップ（平成２１年４月版）では、鴨志田中学校は予備的な避難所と
なっています。避難場所としての機能整備の状況を説明してください。また、指定されてい
る避難所の中には標高が近隣の河川と同じか低いところがあります。避難所そのものが浸水
する可能性の高いところは、代替施設を検討するよう要望します。
風水害対策編の周知がないため、洪水時避難所指定のある地域防災拠点は指定があること
を了解していないのではないか。避難所として地域防災拠点管理の備蓄品等をどのように管
理・運用するのか説明してください。
【回答】
区防災計画（風水害対策編）については、市防災計画の修正（平成 26 年 1 月）に合せて
改訂作業を進めておりましたが、昨年の台風被害を受け、現在総務局において避難勧告等に
かかるガイドラインの見直しを行っております。これを踏まえた改訂を早急に進めており、
梅雨前には公表する予定です。
このため、平成 21 年に制定した旧計画は掲載をしておりません。
風水害時における避難場所を開設する際には、区職員が区役所から必要な物資を搬入いた
します。
風水害時の避難場所については、現在総務局で検討している避難勧告にかかるガイドライ
ン等を踏まえ、今後検討していきたいと考えております。
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風水害時の避難場所の開設・運営は原則として区役所職員が行います。地域防災拠点運営
委員会については、震災時避難場所にかかる活動を依頼していることから、風水害時の避難
場所としての運営や備蓄品等の管理は、現在区役所が管理しています。ただし、今後につい
ては、避難勧告にかかるガイドラインの修正結果を踏まえ、地域防災拠点運営委員会に協力
を依頼することも検討しています。
横浜市青葉区総務課長
（総務課

２

花内

電話：045-978-2213

洋
FAX：045-978-2410）

横浜市業務継続計画について

青葉区防災計画は平成２５年に制定されました。青葉区役所や公共施設などの災害事業計
画ＢＣＰについてどのような状況なのか説明してください。また、指定管理者の管理下にあ
る公共施設のＢＣＰ作成の進捗状況も教えてください。

【回答】
横浜市業務継続計画（ＢＣＰ）【地震編】は、これまで区毎にＢＣＰを策定していました
が、市長が全市一律で統制する計画として明確化するため、平成 26 年４月に市版に統一し
ました。このＢＣＰはホームページで公開しています。
横浜市業務継続計画（ＢＣＰ）【地震編】
http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/kikikanri/bcp/jishinbcp2014.pdf
また、指定管理者の管理下にある公共施設は、災害発生時には、ボランティア活動拠点や
物資集配拠点等、極めて重要な役割を担うことが想定されています。そこで、発災時には施
設の所管課が施設の被災状況等の確認を行い、一般利用の休止を指定管理者に指示します。
通常業務は災害対応の状況により適宜再開することとしています。
横浜市総務局危機管理課担当課長
（危機管理課

電話：045-671-2012

木村

利恵

FAX：045-641-1677）
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３

避難情報・災害情報の区民への広報体制について

横浜市には防災情報Ｅメールがあり情報入手対象区の選択は可能ですが、都市災害に関す
る区内情報等は配信されません。このような緊急時にはに区内情報周知のためにｔｗｉｔｔ
ｅｒを活用できる体制づくりをしてください。

【回答】
青葉区では twitter 認証済み公式アカウント（「横浜市青葉区役所@yokohama̲aobaku」
）を
設置し、災害時に情報発信を行っています。
昨年、台風 19 号の接近に伴い避難準備情報が発令された際には、避難対象地域の情報や、
避難所に関するお知らせを発信しました。
今後も twitter を活用して

さまざまな情報を発信してまいりますので、ご理解、ご協力

をよろしくお願いいたします。
横浜市青葉区役所総務課長
（総務課

花内

電話：045-978-2213

洋
FAX：045-978-2410）
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４

防災備蓄庫について

水缶詰・食料品・粉ミルクの賞味期限別の数量表を提供してください。また、備蓄品の賞
味期限表示がバラバラなので表示方法を統一してください。
紙おむつ・トイレットペーパー等は長期間更新されていません。備蓄品劣化防止のため、
防災備蓄庫に一定量をストックしながらそれぞれ日常的に使う施設で使用し更新するよう
にしてください。
発電機・炊飯器等の資機材を、ガソリン・灯油を使用するタイプからガスボンベのタイプ
へ切り替えてください。ハロゲン型投光器をＬＥＤ投光器に更新してください。大量の水が
必要な飯炊き型炊飯から炊飯袋をつかったタイプへ移行してください。
備蓄品（供給可能品）食糧について、アレルギー対応表示を明示してください。また、ア
レルギー対応の粉ミルクの集中保管場所、要請方法・搬送手段を周知してください。備蓄品
のおかゆは製造工程にアレルギー物質を使わないものを採用してください。
【回答】
４−１

備蓄品の賞味期限管理
水缶詰・食料品・粉ミルクの配備年度別の数量表及び配備年度別品目別賞味期限（年

①

月日）の表は各区に送付していますのでお問い合わせ下さい。
②

備蓄品目の賞味期限については、平成 24 年度配備分までは、年月表示（平成○年

○月）までとしておりましたが、平成 25 年度配備分より年月日(平成○年○月○日)
までとしております。
４−２

紙おむつ、トイレットペーパー等のローリングストック

トイレットペーパー等のローリングストックに関しては、防災備蓄庫以外の置き場所
の確保も必要となることなどから、導入は困難と考えます。
紙おむつ、トイレットペーパー、ほ乳瓶等の更新については、今後、財政状況を踏まえ
つつ、更新を検討してまいります。
４−３
①

資機材をエコ・省資源・省エネタイプに切り替え
今後、機器の更新時期を迎えることから、機器の更新も踏まえ研究してまいりま
す。

②

ハロゲン型投光器の更新については、今後、防災資機材を見直す場合に、各区を
通して地域の皆様のご意見も参考にしながら、検討してまいります。

③

炊飯袋を使った炊飯スタイルに移行している拠点もあると聞いております。横浜市
地域防災活動奨励助成金が活用できますのでお問い合わせ下さい。
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４−４ 備蓄品（供給可能品）のアレルギー対応
①

アレルギー対応粉ミルクについては、約半数の拠点に平成 26 年度配備分より拠点
に各１缶配備しております。残りの半数については、平成 27 年度中に配備します。

②

アレルギーにも様々な種類があり、備蓄品の原料にアレルギー物質を含まないとい
う指定は可能ですが、備蓄品の製造工程で、他のアレルギー物質を含む食品を製造し
たラインと備蓄品の製造ラインを完全に分けるという対応まで求めることは困難で
す。ご家庭での備蓄をお願いします。

横浜市総務局危機管理課担当課長
（危機管理課

５

岸本

電話：045-671-3456

弘之

FAX：045-641-1677）

青葉区災害時医療体制の地域での対応について

１２か所の定点診療拠点では災害時医療訓練が実施されましたが、他の地域防災拠点や自
治会等では応急手当や重症者の搬送をどうするかについてあまり検討がされていません。災
害時医療体制が機能するためにも、地域防災拠点等の防災訓練での応急手当の励行、市民ト
リアージの重要性周知及び研修の仕組みづくりをしてください。

【回答】
災害発生時には、傷病者の症状に応じて受診・搬送する医療機関を選択し、応急手当で対
応が可能な軽症者は、区民の自助・共助による対応をお願いしております。これまでも、広
報よこはまやラジオ番組等で区民の皆様への広報に取り組んでまいりましたが、今後も防災
訓練等や各種広報媒体を活用し、区民の皆様にご理解いただけるよう、周知を図ってまいり
ます。
また、地域防災拠点における応急手当等については、横浜防災ライセンス青葉連絡会での
研修内容に盛り込むなど、防災ライセンスリーダーを中心に地域防災拠点での訓練等で活か
されることを想定した取組等を今後も進めてまいります。
今後とも、青葉区の災害医療の取組にご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
横浜市青葉区役所福祉保健課長
（福祉保健課

松永

電話：045-978-2436

勉
FAX：045-978-2419）
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６

家具転倒防止対策助成事業について

家具転倒防止対策助成事業の実施状況を教えてください。また、助成申請の条件を見直し、
実態に即した助成制度としてください。

【回答】
家具転倒防止対策助成事業の平成 26 年度の青葉区の申請件数は５件です。
当事業は、
「自らの身は自ら守る」自助の取組である家具転倒防止対策について、転倒防
止器具の取付をご自身で行うことが困難な高齢者や障害者、要介護者及び要支援者の方々で
構成する世帯に対して、転倒防止器具の取付を代行するもので、ご指摘いただいた独り暮ら
しの高齢者の方（75 歳以上）もご利用いただけます。
今後も助成対象者への周知活動により力を入れて取り組みますので、ご理解ご協力くださ
いますようよろしくお願いいたします。
横浜市総務局危機管理課事業推進担当課長
（危機管理課

電話：045-671-2011

岸本

弘之

FAX：045-641-1677）
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７

ユニバーサルデザインの考え方等について

青葉区のすべての施策にユニバーサルデザインの考え方を取り入れ、施策策定時は分野や
局の壁を越えた横断的な協働をしてください。また、多年度にわたって施策の保持・推進が
できる仕組みを配慮してください。

【回答】
横浜市では、障害のある人やお年寄りなどすべての人が、お互いに交流しながら、自分た
ちの住む地域で安心して生活ができ、自分の意思で自由にさまざまな活動に参加できる社会
をつくっていくため、ユニバーサルデザインの考え方を基調とした「福祉のまちづくり条例」
に基づく施策や事業を推進しています。
青葉区においても、区局間や庁内での連携強化を図りつつ、このような考え方をふまえた
施策の立案・推進を行ってまいります。
横浜市青葉区役所区政推進課長
（区政推進課

洋一

電話：045-978-2216

横浜市青葉区役所福祉保健課長
（福祉保健課

室谷
松永

FAX：045-978-2410）

電話：045-978-2436

勉
FAX：045-978-2419）

平成 27 年３月 20 日
（広聴

第 26-900012 号）
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第 10 期区民会議に参加して
自然・環境部会
飯塚 宏

福島

憲一

区民会議の名の通り、区民の声を聴取して市政、区政

みどりアップ計画の中身や自主企画事業費の内訳の

に反映させることを希望しているのですが、時間の制

勉強、及び青葉区及び近隣のまとまった緑の観察等々、

約等があり理想に近づけないのは残念です。来期は少

楽しい２年間であった。ただ、残念な事に、区民を巻

しでも多くの区民が参加できるよう望んでおります。

き込んだ活動にまで進めなかった。尚、９期、１０期
と部会長を務めさせて戴いたが、大過なく勤められた

大野 承

のは部会員のお陰です。この場を借りて部会員の皆さ

第７期から活動していますが今第１０期は後半が「３

んにお礼申し上げます。

丁目カフェ」をオープンしたため、全く活動ができず
皆様に大きな迷惑をかけました。

松下

秀亘

緑視率など掲げたテーマも断念。第１１期は地元自治

今期の自然•環境部会活動を顧みて

会で防災・減災に取り組むため部会の変更を検討して

今期は残念ながら体調が悪く（難聴）なり部会に参加

います。

するだけの活動しかできなく、皆様に迷惑をかけたこ
とをお詫びします。そのような状態ですので、今期限

加茂 千鶴子

りで委員を辞めることにしました。長い間お世話にな

緑豊かな自然から青葉区民は大きな恵みをもらって

りました。有り難うございました。

いると思います。残したい環境です。次の世代に引き

自然環境を守ることは大切なことですので，焦らず,

継ぐためには何ができるでしょうか。区民とともに課

いろいろな角度から取り組んでもらいたいと思いま

題を見つけ、活動していきたいと思っています。

す。

衣笠 紀男

三品

自然・環境部会の中での各種の提案をしてきたが、外

区民会議参加も 2 期からで久しい期間、いろいろな方

部との繋がりが少なかったという反省はある。インタ

と知り合え楽しい思い出を作らせていただきました。

ーネットを活用した区民の参画呼びかけ、区民団体と

最近はほかのグループの若い人に紹介していますが、

の連携による意見集約など課題は多く、具体的には既

関心を持ってくれません。目に見える活動をどうして

設公園の多角的運用推進などに注力したい。

いくか課題です。高齢化で体力亡くなり来期は休みま
す。

小杉 富雄
「住み続けたいまち青葉」を自然・環境の視点から考
え、提案したいと考えていたのです
が、発信できるような成果はあまり出せず、反省の今
期でした。来期があるならば、少し
目線（テーマ）を変えて考えたいと思っています。区
政２０周年事業や区民まつり、観察
会の参加など、個人的には楽しく活動させていただい
た２年間でした。

66

武司

第 10 期区民会議に参加して
健康・福祉・教育部会
岩瀬浩一

古川

紀子

当部会は特別支援学校を青葉区に新設するよう、県及び市に永

第 10 期に初めて「区民会議」というものを知り、参加させて

年に亘って要請を行なってきましたが、このたびみたけ台の中

いただきました。皆様の熱心な討論をお聞きして、ひとつのこ

里学園の跡地に設置される方向で動き始めました。これは我々

とに対してもいろいろな考え方があるのだと再認識しました。

にとって大変喜ばしい出来事だと思います。

なかなか意見が発言できるまでにはなりませんでしたが、本当

私個人について言えば、今期は別件で多忙を極め十分な活動が

に勉強になりました。ありがとうございました。

できなかったことを申訳なく思っています。

福田康子

区民会議そのものについては、特定の人達だけでほとんどの事

毎月 1 回開催される部会には、なるべく参加しようと思って受

が進められており、本来果たすべき公聴の役割があまり機能し

けたの、ほとんど参加出来ませんでした。参加出来た時には、

ていないのではと危惧しています（アンケートばかりが公聴で

みんな活発な意見が出て、とても楽しい会になります。来期も、

はない）
。なるべく多くの新しい血（知?）を導入して多様な意

たのしく・みんなで、やりたいと思います。2 年間、ありがと

見が反映されるようにしていく事が必要だと考えます。

う御座いました。

坂田啓輔

辻賢治

10 期では、部会から少し離れた活動も行いました。

第 10 期は、部会長として活動させて頂きましたが、当初思い

「次世代郊外まちづくり住民創発プロジェクト」への応募へ取

描いていたことが出来ずに終わってしまいました。もっと自ら

り組み、部会委員同士で得意分野の能力を持ち寄って活動し、

積極的に動き、活動によってリードしていくことが必要だとも

街の活性化への取り組みとして良い経験が出来ました。こうし

感じていましたが、現役の職員として働いていた為、それも儘

た経験も 11 期で活かせれば良いと思います。

なりませんでした。

手塚 博之

しかし、部会長としてのこの 2 年間は、市民活動組織のあり方

仕事との関係であまり出席が出来ず、残念です。唯一、区民ま

について真剣に考えるよい機会を与えて頂いたと思っていま

つりには参加が出来ました。部会の開催がフレキシブルである

す。

と助かります。

大友徹

佐々木允明

飛鳥田氏が標榜した公聴主体の区民会議は官民協業でより良

ワイワイガヤガヤと話し合えることを最優先したい。結論が出

い区政を推進する組織であった筈だ。残念乍ら多くの区民会議

なくともワイワイガヤガヤと自由に忌憚なく話し合える区民

は、その存在意義を失い自滅した。官も民も、もう一度原点を

会議としたい。独自性を尊重したい。市民の目線で考えたい。

省みる必要を痛感した今期であった。

例えば「区長を選挙で選ぼう」とか。すぐ実現できなくとも、

飯塚秀子

活動を通じて多くのことを学べると思うし、区民会議を PR で

区民会議第 10 期も終わった。
「健康・福祉・教育」に在籍し

きるし。そんな活動はどうだろうか。

ているが、とても深い課題で、区民会議委員が話合い、取り

狩野恭子

組んで行くにはなかなか難しい問題である。地域住民の意見

10 期終了にあたり、ふりかえってみると、メンバーの皆さんは

や要望をまとめ、その上で区民会議で検討し、青葉区として

それぞれしっかりした意見をお持ちだし、お話もお上手なので、

横浜市や県、国へと持っていけるように皆の力を結集して行

楽しい会に出席出来て本当によかったと思っています。

く問題である。ますます高齢化する時期、福祉問題を真剣に

今後、私も含めて、高齢者が増える現状では、安心して外出が

考えていくことが必要であり、区民会議委員のつとめである

出来る、お買い物が出来るといったなんでもない日常の生活が

と思う。

大切になって来ると思います。其のためには、どんな事が出来
るか皆で話し合って生きたいと考えています。
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第 10 期区民会議に参加して
安全・安心・まちづくり部会
Ｋ氏からのお誘いです。この年の 3 月からマンション自

高林美千代
区民会議は名前だけ知っていました。所属のボラン

治会の公募の防災委員になっていましたので、視野を

ティア団体推薦での入会ですが、選んだのは安安部会。

広げることを目的に参加しました。メンバーの見識の深

男性委員が多かった（？）のが理由です。前記団体は

さ、広さに驚きつつ、あっという間に 1 年４か月が経過

女性で構成されているのでその反対を経験する為です。

しました。次年度も継続参加の予定です。スキルアップ

思った通り部会は収集情報は多く 決断・実践も早い。

のため、防災士の資格も取る計画です。日々学び日々

小気味よいほど事が進んでゆきます。私は食に関する

実践していきたいと考えています。

分野を担当、皆さんに助けられ 2 年間を過ごすことが
出来ました。来期は一区民として部会活動を続けま

嶋田敦雄

す。

早いもので区民会議に参加してから 5 年が過ぎまし
た。入会直後の 3.11 発生で安安部会は防災・減災の
まちづくりに力を入れることになり、各種催し事を推進

鮫島毅人

してきました。訳解らずに引き受けた部会長役でしたが、

私が区民会議活動に参加してから 10 年近くになりま
した。活動の中で私が感じたことは、会員の皆様が長

幸いなことに地域活動のスーパースターである部員の

年にわたり蓄積された知識、ノウハウがこの活動の中

皆さんに助けられ、企画・実行・評価・次計画の運営サ

に集積され、それを学ぶことによって私の地域活動に

イクルを適時的に回すことが出来ました。この歳での

幅と深みを加えることが出来たということです。

貴重な経験です。 大変有難うございました。

近年多くの団塊の世代がリタイアーされましたが、その
中には自分のやりことが分からなくて困っておられる方

小池由美

もおられると思います。

横浜市での区民会議は今 3 区のみ。特別自治市構想

そのような方々には、一度青葉区の「区民会議」活動

を掲げ地方自治のありかたを変えようする横浜市。住

を覗いて見ることをお勧めします。

民参加のまちづくりについて私たちは何を考えなくては
ならないか、青葉区民会議として岐路に立っていると
思います。住民意見を市政・区政に反映させるための

諏訪猛男

仕組みづくりが必要です。区民会議を飛躍させる時期

昨年６月から途中加入しました。気持ちと身体はフレ

が目の前に来ています。

ッシュマンと意気込んでいましたが、実際、活動に参加
しますと先輩メンバーの皆さんが、心、頭も数段フレッ
シュなことと湧き出し続ける地域活動へのエネルギー

西本和彦

に驚き、新鮮な刺激を受けています。

区民会議に参加して４年間、防災・減災をテーマに

横浜市区民会議交流会で見聞した他区区民会議と青

地元（自治会、地域防災拠点）の課題と区民会議での

葉区区民会議の温度差の要因と青葉区民会議の幹と

取り組みがうまくシンクロでき、他区も含めて多くの方

なる活動を模索、見究めながら、地域の安全・安心が

のお話を聞く機会に恵まれたことに感謝しています。

半歩でも

防災・減災の視点からまちづくりの取り組みを進め

前進する活動にチャレンジ、参加することを目指してい

ると「災害弱者」を地域でどう守るかという課題に行き

ます。

つきます。来期は全くの素人ですが「福祉」の視点から

飯島秀剛

まちづくりの課題に取り組んでみたいと考えています。

私は、一昨年の 11 月から、安全・安心部会に途中
から加わりました。きっかけは、Facebooｋで知り合った
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第 10 期青葉区民会議委員名簿
自然・環境部会

（１６名）

部会長：福島憲一

副部会長：関司郎

飯島邦夫

大野承 緒方陽子

福田宏

松下秀亘

飯塚秀子
實方 博

片村晋 加茂千津子 衣笠紀男

鈴木喜代子

田中保子

西山菊翁

（１９名）

副部会長：岩瀬浩一

エレンズ小百合
手塚博之

古川 紀子

部会長：嶋田敦雄

大友徹

狩野恭子

安全・安心・まちづくり部会

齋藤静子

小島満寿江

増田裕子

坂田啓輔

福田庸子

佐香寛

佐々木允明

佐竹章良

神田啓二

工藤裕一郎

森健

(１９名)

副部会長：小池仁

秋山アサヒ 飯島秀剛
小池由美

小杉富雄

三品武司

健康・福祉・教育部会
部会長：辻賢治

飯塚宏

三枝和江

今吉邦夫
鮫島毅人

太田真一

諏訪猛男

大和田和子

髙林美千代

加藤隆士

手塚 孝

豊田將文

西本和彦

宮艸哲

※平成 25 年 4 月 20 日現在

委

員

構

成 (平成 27 年 3 月 1 日現在)

公募

自治会・町内会推薦

団体推薦

合計

４１

４

９

５４

推薦 自治会・団体
美しが丘連合自治会

青葉区 PTA 連絡協議会

青葉区食生活等改善推進員会

榎が丘西第一自治会

青葉区老人クラブ連合会

青葉区更生保護女性会

谷本連合自治会

運
氏

営 委

名

員 会
役

職

等

加茂 千津子

代表（自然・環境部会）

福島 憲一

副代表（自然・環境部会）

辻

副代表（健康・福祉・教育部会）

賢治

嶋田 敦雄

副代表（安全・安心・まちづくり部会）

小池 由美

副代表（渉外担当、安全・安心・まちづくり部会）

大野 承

広報委員長（自然・環境部会）

小杉 富雄

（自然・環境部会）

衣笠 紀男

（自然・環境部会）

岩瀬 浩一

（健康・福祉・教育部会）

大友 徹

（健康・福祉・教育部会）

齋藤 静子

（健康・福祉・教育部会）

小池 仁

（安全・安心・まちづくり部会）

鮫島毅人

（安全・安心・まちづくり部会）

広
委員長：

大野 承

小池 仁

小杉 富雄

報 委 員

副委員長：小池 由美
佐竹章良 嶋田 敦雄

会

岩瀬 浩一
今吉 邦夫
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エレンズ小百合

辻賢治

手塚孝

加茂 千津子
福島 憲一
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