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は じ め に

第 11 期青葉区民会議 代表委員

「すべての世代が

嶋田敦雄

住み続けたいまち青葉」のまちづくりを目指して

§時は流れています。
第 11 期は平成 27 年 4 月から 29 年 3 月までの 2 年間です。この間の大きな出来事として、28
年 4 月に熊本地震が発生し想定外地域での防災減災準備の重要性を更に実感しました。 区の住
民構成では少子高齢化が明らかに進んでいて近い将来これを起因とする大きな諸課題を予感させ
ます。一方では区内主要駅周辺の再開発、市営地下鉄の延長計画、横浜環状北西線敷設も進行中
で、3 年後にはオリンピックです。また市行政面では特別自治市問題が取り上げられています。
§青葉区民会議は斯く動きました。
常に変化している身の回りの流れ・・を掴むことと今後の予測のために、今期は勉強会を精力
的におこないました。全 13 回です。その動きから公開講座・出前講座・減災教室の開催に繋が
りましたし、オープンデータ活用のプロジェクトチームの設置になりました。本年 2 月には交通
をテーマに区民のつどいを開き皆さんの意見を集めました。
また、区民とのコミュニケーションに関しては年 2 回の区民会議ニュース発刊・HP の維持更
新・区民まつりでの出店に加え、ロビー展示も含め広報・広聴の多面作戦を展開しています。
年度の定常業務としては 毎年 8 月に横浜市次年度予算に対する要望・提案を提出しておりま
すし、全市・北部 4 区の交流会等青葉区を超えた活動も熱心に進めています。
§来期にむけて。
今期と同様来期も プロジェクトチーム活動をはじめとして各部会提起の課題を掘り下げ、具
体的提案の企画をお願いします。
この動きを継続させながら、まちづくりに関して区民へ情報を提供する「広報」と区民の声を
聴く「広聴」の双方向機能を充実させ、適時的なテーマを設定し、話し合いの場を色々な形で開
催し、そのまとめを提言することで行政との橋渡しをすることが区民会議の役割であり期待と思
われます。
中立的で弾力性のある運営により区民会議の存在価値は更に大きくなると確信しております。
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第11期区民会議の主な活動
年月日
27.04.25
27.05.28
27.06.05
27.06.11
27.06.23
27.06.24
27.07.10
27.07.23
27.07.24
27.08.23
27.08.27
27.09.13
27.09.24
27.10.17
27.11.03
27.11.04
27.11.12
27.11.27
27.12.12
27.11.24
27.12.05
27.12.24
28.01.05
28.01.15
28.01.30
28.02.04
28.02.07
28.02.13
28.02.25
28.03.06
28.03.09
28.03.13
28.03.26
28.04.22
28.04.28
28.05.14
28.05.26
28.05.25
28.05.27
28.06.03
28.06.13
28.06.15
28.06.24
28.06.25
28.07.15
28.09.05
28.09.17
28.09.24
28.09.29
28.10.11
28.10.16
28.10.20
28.10.25
28.11.03
28.11.05
28.11.20
28.11.22.
28.11.23
28.11.24
28.11.30
28.12.02
28.12.08

活動内容
第11期発足総会
第1回三役会議
全市交流会実行委員会
新加入希望者へのオリエンテイション
北部4区交流会幹事会
勉強会（14名）
全市交流会実行委員会
勉強会（１５名）
市政策局ハッカソン
次世代郊外まちづくりフォーラム

要点
3部会50人体制
第11期の進め方 意識統一
11月27日開催。テーマ論議は次回。
川田さん
12月12日午後開催予定。(4区のMAP説明会と議論の予定。)
市政策局関口係長による市オープンデータ概論。
今後の予定
区政推進課室谷課長による「27年度青葉区区政方針」説明・論議
オープンデータに関し情報ビジュアル化ハッカソン
青葉公会堂にて市主催の報告・パネルディスカッション
[田園都市線沿線]ICTで未来の都市を創発する。9人参加。大野さ
横浜会議フューチャーセッション
ん（3丁目カフェ）・小池さん（区民会議とあおばみん）発表。
14人参加。第1部説明会。第2部ワークショップ進行役（大野・鮫島・
区マスタープラン中間案説明会
小池）・他は発言者。
勉強会（15名 ）
区予算調整課城内係長による市予算・区予算の構成について
セミナー参加（藤が丘地区センター）
「田園都市線沿線の都市と地理」桜美林大浜田弘明教授
区民まつり（25名）
「クイズでコーヒーを」自然部会安安部会からクイズ。三部会展示。
12月12日10時～13時開催予定の準備打ち合わせ。(3区のMAP説
横浜北部まちづくり交流会幹事会（3名）
明会と質疑。)
勉強会（9名）
奥村玄さんファシリテイショングラフィックの実技指導14～16時
15人参加。「特別自治市」市橘田室長「データ活用まちづくり」関口
全市交流会本会
係長の講座。5分科会意見交換。
14人参加。第1部秋山さん講演「18区の防災マップ比較と課題」。第
横浜北部まちづくり交流会（かけはし都筑）
2部都筑区・青葉区・緑区発表。
横浜市会議員との防災懇談会
藤崎・青木・赤野議員を囲んで懇談
みらいづくり大学公開講座
五味文彦氏「日本史の中の横浜・青葉区」参加
勉強会（13名）
市政策局関口係長「RESAS」地域経済分析システム説明会
青葉区賀詞交換会
青葉スポーツセンターにて
勉強会（12名）
東大関本准教授・長谷川研究員＜MyCityForecasｔ＞の指導
シンポジウム（3名）
第1回鶴見川流域水マスタープラン改定記念シンポ。鶴見公会堂。
震災対策技術展
パシフィコ横浜・・シンポジウム・展示会
公開講座
「青葉区の水とみどりの未来」岸慶大教授（自然環境部会）
コラボフォーラム
「青葉愛の新たなまちの仕掛人」参加90秒M/パネルT/交流会
勉強会（10名）
東大奥村教授「政策の見える化カード」公共政策大学院伊藤さん他
第3回緑区防災・減災講座（2015年度） 鬼怒川水害・広島土砂災害から考える「鶴見川流域の危機」岸教授
区会代表者・交流会実行委員合同会議 41回総括・42回について（11月25日開催・幹事青葉区）次回6月3日
シンポジウム（3名）
第3回鶴見川流域水マスタープラン改定記念シンポ。市歴史博物館。
参加者100名弱。基調講演高橋洋さん、円卓会議に中谷・西本・山
第2回減災サミット（14名）
崎・伊藤・竹下・佐藤・鈴木・昭栄さん、司会小池さん
ビオラ市ヶ尾利用者懇談会
登録更新・注意事項・各団体紹介
勉強会
（有）センターライン中条大祐さん講話「ゴミは資源ー生ごみを電気に」
中間総会
委員27人・顧問6人（藤崎・山下・横山・中山・赤野・小島議員）出席
勉強会
10人。市政策局関口係長「地域課題解決を市民協力とデータ活用で」
防災まちあるき（あかね台・奈良）
9人。支援センター集合。長津田駅解散。あかね台中学、徳恩寺訪問
第131回防災まちづくり談義の会
3人。「地域防災対策支援DB」3年の報告と今後。だるま塾
全市交流会実行委員会
2人。28年度交流会開催の第1回目の会議。
緑視率駅前観察会
たまプラ～田奈の各駅前の緑視率観察。
勉強会
11人。「青葉区まちづくり指針改定素案」説明会。区制推進課高西。
防災まちづくり談義の会（第132回）
小池由美さん講演「青葉区民会議はこう考える」於神奈川大学。
オープンガバナンスコンテスト発会式 5人。東大PadIT主催。全国自治体、市民、大学関係者参加。
勉強会（安安部会主催）
9人。「自転車交通について」市民局スポーツ振興課石原従道さん
荏田まちあるき（安安部会主催）
8人。市ヶ尾駅～江田駅。鶴見川・スポーツセンター・ピッピ保育園他
みどりアップ計画ツアー
3人。藤が丘駅～田奈JA。柿の木台・もえぎ野・恩田じじ池・田奈JA。
横浜の交通を考えるシンポジウム
3人。「郊外が支える横浜の将来交通のあり方」横国大中村教授他
勉強会
12人。「平成２８年度青葉区運営方針」の説明鈴木区政推進課長
ロビー展示
たまプラまち歩き
北部４区交流会幹事会
7人。都筑・緑区参加。当日はそれぞれの活動内容の発表がベース。
オープンデータ活用プロジェクト第１回 9人。PTの目的・テーマの論議。ML作成。月1回会合。他地区勉強。
区民まつり（名）
街路樹クイズ、防災クイズ。コーヒー提供。場所広報相談係横。
ふれあって流域鶴見川
2人。源流～河口のバスツアー。
各防災拠点防災訓練
あざみ野第2小、恩田小、軽トラ市。
北部4区交流会幹事会
4人。日程変更（1月から3月へ）。発表予定項目。
市民交流センターまつり
6人。兼務者参加。
勉強会
8人。「あおばコミュニティリビング推進事業」の説明区政推進課長。
オープンデータ活用プロジェクト第2回 9人。「なるほどあおば2015」復習。テーマ論議。今後の計画。
全市交流会
波止場会館。
青葉まちづくりフォーラム
3人。鴨志田地区コミュニティリビング構想論議。

2

運営委員会開催記録
回数/出席 開催日
内容
回数/出席 開催日
第1回
27.04.25 ・発足総会当日開催
第13回
28.04.28
第2回
27.05.28 ・11期引き継ぎ事項確認
10人
9人
・年間計画
・全市/北部4区交流会担当割り
・運委ML/委員向けお知らせメール 第14回
28.05.26
・区マスアンケの追加について
10人
第3回

27.06.25

・全市/北部4区交流会日程

27.07.23

・区マスタープラン説明会協力
・区運営方針
・年間計画
・まつり出し物

10人
第4回
11人

・区民会議年間計画

第5回
9人

27.08.26

第6回
12人

27.09.24

第7回
7人

27.10.22

第8回
8人

第9回
8人
第10回
11人

第11回

27.11.26

27.12.24

28.01.28

28.02.25

9人

第12回
6人

第15回
11人

28.03.24

・28年度市予算への要望
・フューチャーセッション次第
・区民会議ニュース43号
・予算要望
・区マスタープラン説明会式次第
・年間計画見直し
・まつり出し物・準備（部会毎）
・区民会議ニュース配付先追加
・全市交流会青葉区役割分担
・横浜北部まちづくり交流会
部会ごとの出し物
・区民まつり クイズとアンケ
・市会議員との意見交流会
・全市交流会最終プログラム
・区民まつり 総括
・顧問3人との防災懇談会（15人）
・27年度計画（区民のつどい）
テーマ別つどいとして公開講座
・全市交流会報告
・北部4区交流会報告
・鶴見川流域公開講座(2月7日）
・減災サミット（3月26日）
・勉強会（MyCityForecast)報告
・震災対策技術展案内
・公開講座（2/7,3/26)内容論議
・中間総会予定（5月14日）
・コラボフォーラム（2/13 )案内
・「鶴見川」講座（１/30）鶴流域水
協議会
・区民会議ニュース発行（2/20）
・減災サミットプログラム
・中間総会プログラム
・29年度予算要望とオープンデー
・鶴見川関連講座・シンポ（緑区・
都筑区）
・全市交流会実行委員会（28年は
11月25日）
・2名新加入（布川さん・北嶋さん）
・28年度部会行動計画

第16回
10人
第１７回
10人

第１８回
9人

第１９回
8人
第20回
8人
第21回
10人
第22回

内容
・減災サミット結果報告（１００
・中間総会準備
・28年度予算要望スケジュール
・区役所人事異動
・中間総会報告（5/14)
・防災まちあるき報告（5/25)
・新未来PTの終了予定と次の
PTの立ち上げ計画
・熊本被災地視察報告
28.06.23 ・全市交流会実行委（６／３）報
・「青葉区まちづくり指針素案」
・オープンデータ活用ＰＴ企画案
・8月検討（予算要望・ロビー展
示）
・部会名簿の記載ルール
28.07 ・休会
28.08..25 ・平成29年度市予算への要望
・全市交流会・北部4区交流会
・区民のつどい
・ロビー展示
28.09.29 ・全市交流会幹事会報告
・区民のつどい企画（交通）
・ロビー展示内容
・予算要望提出
・区会ニュース４５号発行
28.10.27 ・ロビー展示結果
・区民の集い案（中村教授）
・北部4区交流会1月14日
・オープンデータ活用ＰＴ
・区民まつり
28.11.24 ・全市交流会
・北部4区交流会3月へ延期
・減災教室1月29日
・区民の集い（交通）2月19日午
28.12.22 ・オープンデータ活用PTテーマ
・全市交流会報告
・つどい企画（中村先生）
・11期期末仕事の計画
29.01.26 ・減災教室プログラム
・区民のつどい 役割分担
・新加入者用オリエンテーション
29.02.23

・減災教室・区民のつどい報告

29.03.23

・北部4区交流会プログラム
・区民会議ニュース内容
・11期活動報告書スケジュール
・引き継ぎ事項、要領承認

6人
第23回
9人

・次期代表委員候補選任
・第11期活動記録
・解散・発足総会準備
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部会活動一覧
年月日
種別
27.04.25 総会・部会

場所
区役所

人数

主 な 内 容

15 部会の発足、自己紹介、部会長選出、部会名確認

27.05.11

部会

区役所

11

27.06.08

部会

ふれあい青葉

10

27.07.13

部会

田奈

10

27.08.10

部会

田奈

9

27.09.14

部会

田奈

9

27.10.19

部会

田奈

8

27.11.09

部会

田奈

8

27.12.14

部会

田奈

8

28.01.18

部会

田奈

9

28.02.08

部会

田奈

9

28.03.14

部会

田奈

9

28.04.11

部会

田奈

10

28.05.09

部会

田奈

7

28.06.13

部会

田奈

5

28.07.11

部会

田奈

7

28.08.18

部会

田奈

8

28.09.12

部会

田奈

7

28.10.17

部会

田奈

6

28.11.14

部会

田奈

7

28.12.12

部会

田奈

8

29.01.16

部会

田奈

8

29.02.13

部会

田奈

8

29.03.13

部会

田奈
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開催 公開講座など
28.02.07 公開講座
区役所
（鶴見川の自然と治水）

自然・環境部会

区民会議全体の役割 （３役人事）、運営委員会と部会活動、人員情報 他
第１１期発足総会の報告/ 自己紹介、定例部会の開催日・場所、
部会内の役割分担、部会費/ 第１１期の部会活動計画等について 他
運営委員会報告/ 今期部会活動年間計画について/ 11期の方針と
部会活動について/ 11期引継ぎ事項/ 部会テーマについて 他
１１期部会活動５テーマと主担当を決定/ 横浜市予算に対する要望・提案
寺家ふるさと村観察会計画について/ 区民まつりの出し物検討 他
部会活動５テーマについて発表＆論議/ 区民まつりの出し物検討
青葉区まちづくり指針［改定の中間案］について論議
区民まつり部会対応：青葉区検定（鶴見川）が候補に/ 部会ＨＰについて
「地球温暖化とエネルギーの地産地消」発表/ 青葉区まちづくり指針 他
部会活動５テーマ：各テーマ毎に発表＆論議/ 区民まつり部会対応
公開講座「鶴見川の治水と自然」計画について 他
部会活動５テーマ：横浜みどりアップ計画のフォローについて
公開講座「鶴見川の治水と自然」対応について/ 区民会議交流会 他
部会テーマ（公園の活用）発表＆論議/ 鶴見川ウォーキング計画
公開講座「鶴見川の治水と自然」準備と対応について 他
公開講座「鶴見川の自然と治水」実行委員会
鶴見川現地観察会報告 他
公開講座「鶴見川の治水と自然」の振り返り/ 今後の部会の進め方
横浜みどりアップ計画のフォローについて論議
中間総会について/ 部会テーマ（エネルギーの地産地消、緑視率、
みどりアップ計画）報告と論議/ 「鶴見川の自然と治水」今後の方向性
中間総会について/ みどりアップ計画のパブリックコメント/ 鶴見川源流
地域の保全の森について/ 全国都市緑化フェア 青葉区の取り組み 他
「鶴見川源流ウォッチング」参加報告/ 横浜市予算に対する要望・提案
区役所1階ホールパネル展について/ 区民まつりについて 他
緑視率駅前調査の報告/ 横浜市予算に対する要望・提案（緑視率、
鶴見川案内板、恩田市民の森）/ 区民まつり 青葉区検定「街路樹」提案
横浜市予算に対する要望・提案（鶴見川案内板：承認）/ 区民まつり対応
青葉区検定クイズ「街路樹」検討/ 区民ホールパネル展示検討
横浜市予算に対する要望・提案（鶴見川案内板、緑視率、恩田市民の森）
内容調整/ 区民まつり・青葉区検定「街路樹」論議/ 次の市民公開講座検討
区民ホールのパネル展示/ 区民まつりと青葉区検定「街路樹」について
区民会議交流会開催日程と内容について 他
区民まつりと青葉区検定「街路樹」議論/ 部会テーマ論議/ 「みどりアップを
見に行こう」部会版実施について/ 「緑視率」要望・提案提出報告 他
区民まつり報告/ 部会テーマのまとめについて/ 「みどりアップを見に行こう」
部会版実施について/ 部会テーマ（公園の活用について）発表 他
「みどりアップ事業」（もえぎの樹林、柿の木台地域緑のまちづくり）現地
調査/ みどりアップ事業青葉区内の実績確認/ 区民会議交流会報告 他
オープンデータ活用プロジェクトについて議論/ 区民のつどいについて
「区民会議活動記録」作成のまとめ/ みどりアップ事業青葉区内の実績 他
減災教室報告/ 「区民会議活動記録」作成/ オープンデータ活用プロジェクト
「区民のつどい」予備討論 / 次回自然観察会候補地について 他
「みどりアップ事業」（恩田の谷戸田）現地調査/ 北部４区まちづくり交流会
「区民のつどい」振り返り/ １１期活動総括と来期について/ 会計報告

第1部 講演： 温暖化豪雨時代 「青葉区の水とみどりの未来」
第2部 質疑コーナー （岸先生に聞いてみよう）
講師： 岸 由二氏（慶應義塾大学名誉教授）
参加者：１０６名（青葉区民８４、市内１４、川崎・町田市など５、顧問議員３）
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部会活動一覧
取組んだ主な活動
１１期部会主要活動テーマ

自然環境調査活動
27.08.23
調査
寺家
27.12.24
調査
寺家・鶴見川
28.06.13
調査
緑視率
28.12.12
調査
もえぎ野他
29.03.13
調査
恩田

自然・環境部会

（１）横浜みどりアップ計画のフォロー
（２）公園の活用を考える
（３）地球温暖化とエネルギーの地産地消を考える
（４）「鶴見川の自然と治水」公開勉強会を計画
（５）緑視率という指標でまちの緑を守る

8
4
7
8
6

寺家ふるさと村ガイドツアー
寺家～鶴見川新人歓迎観察会
「緑視率」駅前観察会 開催
「みどりアップ事業」もえぎ野樹林＆柿木台 現地調査
「みどりアップ事業」恩田の谷戸田 現地調査
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部会活動
自然・環境部会
第１１期を振り返る 安心・まちづくり部会
広報・広聴・提案

を柱にスタート

青葉区は街路樹が多く里山の緑も残され、緑の豊か
なまちです。この恵まれた自然環境を次世代につなげ
るため、自然と環境に関わる青葉区の特徴や課題を見
つけ区民の皆さまと意見交換しながら課題を整理して、
提案していくことをめざし活動しました。また、区民
会議の役割でもある区民への広報広聴活動にも力を入
れて取り組みました。５月６月の部会で話し合いを重
ね、部会で取り組むテーマとして５つを選択しました。

平成１０年に開園、同時に地域の住民から成る樹林愛

部会のテーマ

護会が発足し、現在３５名の会員が樹林内の整備、

１） 横みどりアップ計画のフォロー。各委員が常に

外周の草刈り、清掃、植物調査などの日常的な維持・

情報提供をおこなう

管理活動を行っています。また、
「樹林まつり」などの

２）

公園の活用を考える。

地域向けのイベントを年に２回開催し、小中学校のこ

３）

地球温暖化とエネルギーの地産地消

どもたちの環境学習の支援を行うなど地域とつながり

４）「鶴見川の自然と治水」公開勉強会を計画

のある活動も展開しています。

５）

春にはヤマザクラやニチリンソウ、夏から秋にかけて

緑視率の提案。

ヤマユリやアザミなど１００種類以上の植物を見るこ

テーマごとに報告します。
テーマ１
青葉区内の「みどりアップ」を見に行って
きました。

とができるそうです。保全された森には適切な管理が
必要で、順応的管理（ＰＤＣＡサイクル）の考えを取
り入れ、計画・実施・検証・見直しを行いながら皆で
汗を流しているそうです。

横浜市では「緑豊かなまち横浜」の未来のために平

山あり谷ありの起伏に富んだ樹林内を歩いてみると、

成２１年度から「横浜みどり税」を実施しています。

訪れた人々が安全に散策できるよう階段やロープ柵が

これを財源に、市域の緑の減少に歯止めをかけ、緑豊

整備され、植物には名札が付けられていました。

かなまち横浜を次世代に継承するために、
「樹林地を守

１０年後を見据えて計画・作業がされ、丁寧な手入れ

る」「農地を守る」「緑をつくる」の３つの分野からな

によってさまざまな草花・木々が残され、昆虫や動物

る横浜みどりアップ計画の新規・拡充施策に取り組ん

のすみかになっている。

でいます。

横浜みどり税が有効に使われている実感を持ちました

区民会議自然・環境部会ではこの施策が青葉区内で具

(2)柿の木台地区（地域緑のまちづくり）

体的にどのように推進されているかを現地で確認しま
した。

「地域緑のまちづくり」とは？

(1) もえぎ野ふれあいの樹林

地域住民と横浜市が協力して、地域にふさわしい緑を

（まちの森をみんなで育んでいる現場）

創出する事業です。

横浜みどりアップ計画では、市内の森の減少をくい

平成２１年からスタートし、２７年度までに市内２２

止めるため、土地所有者の方々と契約を結ぶことで緑

地域が応募・承認され地域緑化計画を策定実行してい

の保全を進めています。また、地域で緑の管理・創出・

ますが、柿の木台地区は２６年度に青葉区では初めて

継承する市民の取組を支援しています。

手を挙げ承認された事業となりました。

「もえぎ野ふれあいの樹林」
（約 1.4ha）は藤が丘駅よ

推進団体は「やもと農塾」で、代表の工藤

昇さんが

り約５分、街中の静

「水田のある風景を残したい」という思いで、平成２

かな森で、隣りのも

１年ころに活動をスタート。その中で、地域のために

えぎ野公園と合わせ、

さらに何かできないかと考え、２６年に「地域緑のま

住宅地内の緑のオア

ちづくり」事業に応募し、緑のまちづくり推進団体と

シスとなっています。

しての活動を始めたそうです。
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部会活動
自然・環境部会
現在、会員１０名で活動しており、手作りのベンチ付
安心・まちづくり部会
お花箱（プランター）による地域の緑化や、当地由来

＊公園は｢禁止｣だらけ、何もできない空間になって

の柿の木の植樹、
「大山道」を中心とした散歩道の策定、

いないか？

緑化コンクールの実施などを目指し、柿の木台町内全

＊多世代が楽しめる公園か？

体が近隣地域の「心の里山公園」となることが最終目

公園に関する提案

的だそうです。

現状の問題点に対し、次のような意見が出ました。

町内を歩くと、郵便局や店舗、保育園、一般住宅の前

・もっと多世代（子供～高齢者）の人々が楽しく

やバス停付近など、まちのあちこちにベンチ付お花箱

利用できるよう「チェンジ！」を

が設置されていました。

・多くの人々（年齢層）がふれあい、憩い、子ども
も大人ものびのびと遊べるような公園を！
＊高齢者（プラチナ世代）向けの健康遊具の設置
＊もっとベンチの設置を！
＊ベンチの寄付募集事業の導入検討を

＊農園付き公園を青葉区
にも
＊自然のみどりと花々に

テーマ２
「公園の活用を考える」

ふれあえる公園に
＊ユニバーサルデザインの導入（誰もがアクセス
できる公園に）
＊災害拠点の役割検討
＊公園内に保育園
＊最低限のハード

→「大きな屋根を作る」。

屋根があれば、できることが広がる。
青葉区の公園数は２３０、横浜市内１８区の中で、も

理想の公園の一つとして「子供の場」「大人の場」

っとも公園の数が多く、まちの中の四季折々の豊かな

「みんなの場」
「カフェ」が設けられている二子玉

水と緑の景色は「住み続けたいまち青葉」の良好なイ

川公園（東京・世田谷区立）が報告されました。

メージの一翼を担っていると思われます。

今後も青葉区の公園のあり方について、提案につ

区民会議主催の「青葉区民のつどい」でも区民の皆さ

ながる検討を続けていきたいと考えています。

んから、公園に関する多くの意見が出ておりましたの
で、自然・環境部会の活動の中でも、公園のあり方を
検討してきました。
公園の現状の問題点
＊公園を利用する人が減ってきた？（２極化？）
→ 人の集まる公園

→

駅近、周辺にマンション、

→

周辺は１戸建て住宅

アパート、団地
→ 人のいない公園

（少子高齢化の影響）
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部会活動
自然・環境部会
安心・まちづくり部会
②資料を含め７２ページの膨大な報告書の中で下記の
テーマ３

内容（要旨）を勉強

地球温暖化とエネルギーの地産地消

■太陽光、太陽熱、風力、バイオマス、下水・地中

テーマ選定の主旨

熱の温度差利用等７種の方式につき、ケースによ

今我々が享受している電気エネルギーは、今後想定さ

っては「住宅用」「公共系、耕作未利用地等」「田

れる資源の枯渇によるコスト高騰、及び原発事故も契

畑、河川」等の特性も加味して、「経済性」「技術

機とする遠隔地での大規模供給体制への依存の反省か

面」
「設置上の課題」の調査結果と「青葉区の適応

ら、これからは脱化石燃料の地産地消のエネルギーが

性」

必須になる、と考える。

■投資回収からみた青葉区内での導入可能性のある

当面は太陽光発電が主流だろうが、再生可能エネルギ

再生可能エネルギーは、太陽光発電、太陽熱利用、

ーの種類、課題を勉強し、地産地消の可能性を考える。

及び地中熱利用の三つ

今後の議論の内容次第だが、出来得れば予算要望に結

■区内で再生可能エネルギー導入を促進する３つの

び着けたい。

事業を提案：コミュニティハウスのモデル施設と

部会での勉強内容

しての整備と活用、再生可能エネルギー等を活用

２０１５年８月

した体験学習の機会提供、区内における再生可能

① 人間活動の多様化、肥大化により、化石燃料は短

エネルギーの活用可能性の発信

期間で消費してしまう（枯渇する）と云う予想か

③部会で出た意見：再生可能エネルギーの地産地消は、

ら、これからは分散型エネルギーインフラを考え

「区」をこえた広いエリアで考えた方が良い。

る必要がある。イメージは、ⅰ）豊かな自然環境

２０１６年３月

の中で人が暮らせる社会、ⅱ）地産地消のエネル

横浜市と川崎市で稼働している計１０か所の小水力発

ギー、再生可能エネルギーの比率アップ、ⅲ）電

電の規模、発電した電気の使い道を学習。特徴は、全

力消費の平準化と再生可能エネルギー＋蓄電池

て小規模で配水、浄水関連の施設の有効利用

②事例として住宅用太陽光発電の概要と美しが丘地域

例）都筑区の港北配水池：最大出力は３００Kw、隣接

のポテンシャルを紹介

する緑道の照明に利用し余剰は東京電力に売電

２０１５年９月

１１期の総括

① 再生可能な電気エネルギーを作る主要な手段（風

電気エネルギーの青葉区内での地産地消につき大まか

量、太陽光、バイオマス、小水力、地熱）と夫々

な可能性でも見つけ出せたら、と取り組んだが、区の

の発電コスト推計、特徴、課題を勉強。これら以

報告書から、区内での具体化にはかなり高いハードル

外の手段として、太陽熱、雪氷熱、温度差熱、地

がある事が良く判った。そのため、予算への要望・提

中熱、海洋エネルギーの活用、期待技術としての

案は見送った。

環境発電も紹介

なお、今後ともこのテーマは追いかけたい。

②既に進行形の太陽光発電以外の青葉区内での可能性
としては、小型の風力発電、バイオマス、小水量か？

テーマ４
公開講座「鶴見川の自然と治水」を開催

と課題を提案
２０１５年１０月

① 開催の目的：青葉区の自然環境，地形を考える時

２０１５年度の自主企画事業として区が外部に委託し

に、川の存在は欠かせません。青葉区まちづくり

纏めた「青葉区再生可能エネルギー導入検討調査業務

指針では「生活に便利で緑豊かなまち青葉」をど

報告書」の下記の要旨を勉強

のように維持し次世代に残すのかが今後の課題と

① 報告書の目的：青葉区内の再生可能エネルギーの

考えています。青葉区は鶴見川流域にすっぽり入

導入可能量を把握し、区内への導入可能性とその

っており、まちづくりを考える上で、鶴見川水マ

課題を整理するとともに、それらの結果に基づき、

スタープランの内容に考えなくてはならないヒン

区内への再生可能エネルギーの導入促進に役立つ

トが多くあります。

事業を提案。

青葉区内には鶴見川（谷本川）、恩田川、早渕川が
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部会活動
自然・環境部会
あり、近年増えている豪雨に対して川の安全について
安心・まちづくり部会
流域で考えることの重要さを地図を用いて説明されま
関心をもつ市民が以前より増えました。今回の講座で

した。岸先生は幼少時を鶴見区で過ごされ何回も浸水

は流域で考えるというアプローチで温暖化時代の自然

の被害を体験さ

災害について、流域の構造を知り、豪雨や土砂災害な

れた話がありま

どに対する対応策などを専門家からお聞きします。ま

した。しかし昭

た、生物多様性や自然環境の保全についてもお話しい

和５１年以降、

ただき、青葉区の緑豊かな現在の環境をどのように維

水害がほとんど

持し次世代に引き継ぐことができるのか鶴見川の自然

なくなりました。

や治水について長く活動されている岸先生に講演をし

鶴見川総合治水

ていただき、市民とともに考える機会としました。

対策の成果だそうです。下水道法と河川法という法律

②区民まつりで「川のクイズ」

以外の方法で洪水対策を考える画期的な対策というこ

鶴見川について知ってもらいたく実施しました。

とです。それにより、町田では 1200 ヘクタールの森が

源流から河口までは 42 キロ、高低差は約 170 メートル、

保全され、流域に作った 4700 箇所の雨水調整地も洪水

そして流域についても聞きました。
「雨が降った時、雨

対策には貢献しており、現在はかつてない安心安全な

水が鶴見川に流れ込む地域を流域という」流域につい

鶴見川になりました。そして治水対策は地球温暖化に

てはほとんど知らなかった市民に伝える機会となりま

対する取り組みも始まった鶴見川流域水マスタープラ

した。

ンに引き継がれています。流域でやれることは、源流
域の人は森を守り保水をし、中流域は田んぼを維持し

③講座

雨水調整池に水を貯めることで下流の港北区や鶴見区

青葉区民会議

公開講座

は洪水を防げる。川の自然や防災を行政区界、自治体

鶴見川の自然と治水

単位で考えるのではなく、流域全体で考えることが本

—流域という観点から自然や防災を考えますー
【日時】２月７日(日)

当に大切であることを実感しました。

13時30分〜

【場所】青葉区役所４階会議室
第１部

講演

温暖化豪雨時代「青葉区の水とみどりの未来」
講師

岸

由二氏（国土交通省河川分科会委員、

慶応義塾大学名誉教授）
第２部

質問コーナー

岸先生になんでも聞いてみよう
第１部
一昨年の鬼怒川の水害、その前年の広島の土砂災害な

【日時】２月７日(日)

13時30分〜

第２部

ど、近年川に関わる自然災害が発生するようになりま

質問コーナー

質 雨水調整池がどのように役に立っているのか？
○

した。まずは鬼怒川洪水を振り返り、線上降雨帯が鬼

【場所】青葉区役所４階会議室

怒川の上流から下流にぴったり沿った形で居座り続け、

答 川に入るまえに水を引き取る所が調整地、洪水にな
○

る前に引き取る場所が調節池、青葉区にあるのは調整

上流から集まった膨大な雨水で下流部の脆弱なところ

＊「質問コーナー」あり。当日は直接会

地、鶴見川は水害が多い川、横浜市としても開発に伴

が決壊したとの説明がありました。さらにもし、線状

い保水力が落ちないよう

降雨帯が３０キロ西にずれて発生していたら、多摩川、

場へ。

に決めている。青葉区とし

鶴見川は同じよう

ては遊水スペースをとし

な水害が発生した

て恩田川沿いの田奈の田

かもしれない「上

んぼ、谷本川沿いの畑が大

流で降った雨が下

変大事、今後も農家の方と

流に殺到する」を

ともに維持されることが大切

理解するためには
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部会活動
自然・環境部会
○豪雨による土砂災害を考えるとき、土壌の違い
安心・まちづくり部会
質

（沖積層／洪積層／基盤）の影響をどう考えるか？
答 あまり関係ない。それより水害を考えるには線状降
○

水帯の動きや小流域の形を気にした方が良い。
答 地形図を読み解く、古老の体験を聞く話を聞くこと
○

大事だと思うのですが。
答 おじいちゃんおばあちゃんに昔のがけ崩れの話を聞
○

くのはとても良いことで、ぜひ聞いてください。地形
図は等高線の入った地図を見ればわかるので読み解く
質 流域マスタープラン市民の連携は？
○

自治体同士の連携が難しい。推進サポーター制度があ
るので企業や団体は参加してほしい。国交省画に認定
する。
質 鬼怒川の水害の教訓とて緊急対応について変わった
○

ことはありますか
質 登録しておくと危険な場所にいるところに情報（プ
○

シュ情報）が届く「逃げなさい」という情報が出せる
仕組みを国交省が考え出している。
質 港北ニュータウンの開発と総合治水の関係
○

港北ニュータウンを作るために山をくずされると鶴見
区は洪水が増えると考えていた。横浜市（公団）と建
始まりであった。大開発するときにその代償として雨

テーマ５
緑視率の提案

水調整池をつくることになった。

１．自然環境部会では、2012 年 6 月と 2016 年 6 月の

質問中流域の青葉区はどんなことができるのか？

２回にわたって、田園都市線の青葉区内の５つの駅前

多自然可動計画がある。

の緑視率を測定しました。
（緑視率とは人が認知する緑

質 小網代の活動について教えてください
○

の量、視界に入る緑の量です。カメラで撮って測定し

答 流域で自然を考える、流域で生物多様性を考える、
○

ます。一般に人が緑が豊かであると感じる緑視率はお

流域でまちを考える。流域のイーハトーブとして小網

おむね２５％以上とされています。）

設省が話し合い、対策を考えたものが総合治水対策の

代を考えている。
質 子供へのメッセージをお願いします。
○
答 都市の川で子どもが水辺で安全に遊ぶ環境を大人が
○

作ることがとても大事と思う。１０歳くらいの子供た
ちがいい。市が尾水辺の広場を活動している団体を応
援ください。
質 鶴見川流域ネットワーキング(TR ネット）
○
）の活動を

教えてください。
答 流域で仕事をしている人が横につながっている。流
○

域に貢献するお店を開きそれを公言する。対応が難し
い時には TR ネットが助け合いをしながら活動する
④講座を終えて
「流域で自然や災害を考えることの大切さ」をを知り、
今後どのように市民や行政に伝えていくのかが課題と
思う。
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部会活動
自然・環境部会
安心・まちづくり部会
協力しあって」のためにはまず街づくりへの関心を呼
び起こすことであり、緑視率指標やその測定手法はう
ってつけのツールである。
４．さらに、調査を進める中で緑視率という指標、手
法は以下の様な特徴があることがわかりました。
（１）市街地の緑を定量的に評価できる指標である（主
観から客観）
（２）目標値の設定と測定が容易。緑被率、水緑率、
建蔽率、容積率に比べスマホと少しの手作業で容易に
２．その結果、いくつかの気づきがありました。

測定できる。（手軽性・即時性）

（１）４年の変化を比較観察した結果

（３）したがって改良目標値の設定も容易で、改善効

・樹木はほうっておくと成長する（いくつかの地点で

果も容易に測定できる。

同じ街路樹本数で緑視率が向上した）

（４）手軽かつ個人的な指標で、個人住宅の緑化など

・剪定の方法により緑視率は変化する（強い剪定は効

区民だけでも運用が可能。

率的であるが景観を損なう）

（５）時系列の映像という記録が残る。普遍的な共通

・補植・植替が進んでいる地域と進まない地域がある

認識が深まる。

（たまプラーザ駅前の桜並木再整備事業推進と市が尾

（６）経年測定により街の変化とその原因がわかる。

駅前の街路樹伐採後の放置）

（７）まち歩き、測定の過程の中で、街づくりの多く

・駅舎などの開発事業は多くの場合利便性を向上させ

の気づきが出て関心が深まる。

るが緑視率は低減する（市が尾駅再開発）

（８）スマホのアプリが開発できれば、容易性・即時

（２）写真観察により、街のありかたへの関心が深ま

性は更に増す。

った

５．以上をもとに、平成 29 年度横浜市予算に対し、
「緑

・街路樹に下の植栽桝や植込みに雑草が生い茂ってい

視率」について調査・研究を継続し、その手法を広く

ていた

紹介することする、という要望・提案をおこないまし

・街路樹のある街並みにふさわしくない看板類がある

た。

ことがわかった

６．その後、
「スマホのアプリ」が既に公開されている

・無表情なコンクリート壁への壁面緑化の手法に興味

ことが判明し、区民会議全体として、このアプリをツ

がわいた

ールとした調査・研究活動を継続いくこととしました。

・景観という点から電柱の地中化が望まれる

更に、範囲を「緑」だけに留まらず、「街づくり全体」

・駅前モニュメント資産の管理維持により景観が変化

を対象に、要望・提案に結び付けてまいります。

する

＊参考資料：自主簡易アセス支援サイト、
「緑視率計算

３．
「緑視率」を使ったまちづくりのあり方、進めかた

サービス」(無償)を公開

について、青葉区民会議の基本的考え方は以下のとお

http://www.forum8.co.jp/forum8/assess1602.htm

りです。

以上

（１）
「緑視率」は単に緑を増やすためだけの指標では
ない。街づくり全般に係る指標であり、その目的は都
市景観・都市文化の維持・向上にある。都市景観・都
市文化の維持・向上とは「手をかけ続けること」であ
る。
（２）都市景観・都市文化の維持・向上は横浜市の都
市計画マスタープランや青葉区まちづくり指針にもあ
るとおり、
「区民・事業者・行政が協力しあって」進め
なければならない。
（３）「手をかけ続けること」「区民・事業者・行政が
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部会活動
自然・環境部会
その他の主要な活動 安心・まちづくり部会
２）青葉区民まつりに参加
１）自然観察会

「青葉区検定」を実施しました

青葉区内の鶴見川沿いを歩きました

毎年１１月３日に開催され、多くの区民が楽しみ集
う「青葉区民まつり」。区民会議は毎年参加して区民の

公開講座「鶴見川の自然と治水」開催を前に、区内

皆さんに活動をＰＲし、また直接意見をいただけるよ

の鶴見川沿いの現状を知るためと、今期新たに自然・

う、アンケートや発表などの活動を行っています。

環境部会に加わった新委員の歓迎ウオーキングを兼ね

自然・環境部会も、青葉区に残るみどり豊かな自然や

て１２月２４日、寺家ふるさと村から緑区・都築区と

環境に関する課題を考え、市や区に要望・提案をして

の区界近くまでを歩きました。

いる活動を知っているために、毎年趣向を考え、部会

このコースは毎年部

会メンバーで歩いていますが、以前は田畑であった所

員が役割分担して参加しています。

が荒れた耕作放棄地となっていたり、

第１１期は前期に引き続き青葉区の魅力や特徴をどれ

川沿いの青少年サイクリングコースや農園直売所が廃

だけ知っているかを問う「青葉区検定」を実施し、

止されていたりと、そのたびに少しずつ景色が変わっ

シニアから子供達まで多くの区民が楽しみながら挑戦

ていることを感じます。

してくれました。検定のテーマは、

寺家ふるさと村から寺家川

沿いに続く鶴見川への道は、散策路としての整備や、

平成２７年は「鶴見川」

案内看板の設置がされると、もっと良い道になるので

青葉区内を南北に流れ、水と緑の貴重な自然環境と

は、という意見が出ました。

景観を形成している鶴見川とその流域について

草が茂りすぎて道幅が狭くなり、歩行者・自転車がす

平成２８年は「青葉区の街路樹」

れ違うにも危険な状況だったため、区民会議が草刈り

青葉区は横浜市１８区の中で１番の街路樹数を誇りま

整備を提案要望した常磐橋から宮前橋までの左岸の道

す。豊かなまち中の緑は、私たちに季節の美しさを

はきれいに整備されていました。

味合わせてくれていますが、そのいつも道の、身近な

鉄町高水敷のオギ

の群落は市民ボランティア（ＴＲネット）の管理作業

街路樹についてのクイズを作りました。

のおかげで、きれいな景観をつくっています。
鶴見川流域の美しい自然環境の維持、そこに生きる生

平成２７年度青葉区検定クイズ「鶴見川」

物多様性、子供達が川や自然とふれあえる場作り、治
水など、
いろいろなことを皆で考えた有意義なウオーキングで
した。

平成２８年度青葉区検定クイズ「街路樹」
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部会活動
自然・環境部会
安心・まちづくり部会
３）区民ホールのパネル展示
平成２８年度青葉区検定クイズ「青葉区の街路樹」

区民会議の活動を区民の皆さんに知っていただくた
め、平成２８年１０月１１日～１４日の４日間、
青葉区役所１階の区民ホールにて活動紹介のパネル
を展示しました。自然・環境部会も部会活動をＰＲ
する機会ですので積極的に参加。以下のパネルを展
示しました。
1) 「次の世代に残したい青葉区の自然と水と緑の景観」
2)「緑視率＆駅前観察会」
3)「青葉区検定」
4) 公開講座「鶴見川の自然と治水」
5)「鶴見川流域地図」

３）横浜市予算に対する要望・提案
今期は下記の要望・提案を提出しました。
２７年度提出
(1)「（仮称）恩田市民の森の一般公開を早期に
実現してください」
２８年度提出
(1)「緑視率」を緑豊かなまちづくりのための１つの
指標として取り入れることを要望します。
(2)「緑視率」調査から出たいくつかの事業提案
(3) 鶴見川流域共通サイン（バクの案内板）「市ヶ尾
高校周辺案内図」の改修を要望します。
(4) 鶴見川川沿いの道（右岸）より「寺家ふるさと村」
へ入る道案内表示の設置を提案、要望します。
(5) 市が尾駅前に、鶴見川沿いに歩いて寺家ふるさと
村へ行く周辺案内図の設置を要望します。
(6)（仮称）恩田市民の森が整備され、開園することを
要望します。開園に際しては地域の方や市民と意
見交換をするなど市民に理解され、開園の準備が
進められることを要望します。
（要望・提案の詳細及び横浜市の回答は３部会分を
まとめて後段に記載されていますので確認願います）
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健康・福祉・教育部会
年 月/日
27
5月13日
6月4日
7月7日
7月28日
8月5日
9月2日
9月2日

28

大場ケアP
ビオラ市ヶ尾
ビオラ市ヶ尾
ビオラ市ヶ尾

人数
9
7
10
3
11
10
１０+２

9月15日 実習
10月7日 部会
11月4日

ビオラ市ヶ尾
ビオラ市ヶ尾
ビオラ市ヶ尾

4
10
9

12月2日 部会

ビオラ市ヶ尾

9

1月20日 部会

ビオラ市ヶ尾

8

2月10日 部会

ビオラ市ヶ尾

7+1

3月7日 部会

ビオラ市ヶ尾

10

4月5日 部会

ビオラ市ヶ尾

9

5月17日 部会

ビオラ市ヶ尾

9+1

6月8日 部会

ビオラ市ヶ尾

10+1

荏田ケアP
ビオラ市ヶ尾
ビオラ市ヶ尾
ビオラ市ヶ尾
ビオラ市ヶ尾
ビオラ市ヶ尾
ビオラ市ヶ尾

3
8
6
8
4
10
10+3

12月7日 部会
ビオラ市ヶ尾
12月7日 学習会 ビオラ市ヶ尾
1月17日 部会
ビオラ市ヶ尾

6
6+2
10

1月17日 学習会 ビオラ市ヶ尾
2月24日 部会
ビオラ市ヶ尾

10+2
11

2月24日 学習会 ビオラ市ヶ尾
3月7日 部会
ビオラ市ヶ尾

11+2
7

6月20日
7月13日
8月10日
9月8日
10月11日
11月15日
11月15日

29

種別
部会
部会
部会
学習会
部会
部会
学習会

学習会
部会
部会
部会
部会
部会
学習会

場所
ビオラ市ヶ尾
ビオラ市ヶ尾

主要内容（詳細別記） 敬称略
前期運営方針を踏襲し福祉課題を優先する
５月部会の決定に従い荏田地域ケアプラザ報告、次回大場訪問
７/２８大場ケアプラザアポ西本チーム、平塚、岩瀬、渡部
ケアプラザの実態と立地等所長以下３名の説明受ける
9/25ビオラ市ヶ尾アポ４名訪問とす。９月部会で税法海底勉強会する
青葉かがやく生き生きプランとリンクしケアプラザ全訪問を指向する
税法海底相続税を含め空き家対策等税理法人あおば池田所長
及び担当課長の講義を受ける
ビオラ市ヶ尾ケアプラザ訪問所長以下と懇談、特養問題等共有
生き生きプランとケアプラザ訪問研究、区民まつり対策等議論
ケアプラザの認知度調査は予想を上回り５０％以上だったが応募者は
６０～７０歳の女性が８０％以上だった。その際、碓井が入部希望
碓井入部、ケアプラザ対策・区民会議方針の公開講座の可否
実行プランをどうするか議論、両案浮上しなかった。
ケアプラザ未訪問箇所のアンケート対策を協議12/17フローレンズで
高齢者住宅建設基準等の講習会報告、岩瀬運営委員を補充
布川新部員加入、嶋田代表同席、障害児対策等論議、年金、保険と
等あり税申告期でもあり混乱
ケアプラザ訪問運動が年度が年度末に入り人事もからみ苦戦
アポをどうするか
第３期青葉区地域福祉計画の主体はケアプラザである事は明らかだ
から当部のメーンテーマとしてやり抜く事を決定
中里特別支援学校と市の中学校給食事情をオブザーバーを入れて
検討、今回は教育部門の方々の意見を聞く
部会開催中、藤崎議員飛び入り参加まつり対策、ハマ弁給食及び
埼玉県で介護再生、和光方式について検討
認知症の接し方、脳トレ法、鴨志田ケアプラザ所長の講義
部会に先立、脳トレを全員で実習、広角思考に目覚める
区民ニュースの作業、報告。ケアプラザへの質問項目の検討
ハマ弁と他地域の給食事情報告
公式行事対策、予算要望書の取扱、振込詐欺防止啓発
区民まつり報告 当部８名出席、各交流会対策、公開講座の可能性検討
横浜新都市脳神経外科病院のご協力で実施、今回以降も部会と並行
して連月実施依頼し快諾を得る
遅れるケアプラザ対策協議、部会長一任。次年度の会場確保報告
脳出血及び心臓病の予防と治療の実態講座
次年度の継続部員９名確定、未定４名。 青葉区介護施設一覧表
第５版の発表、ケアプラザ研究最終案検討
明日から実施出来る脳卒中対策、P6資料で学習会実施
次年度継続部員２名更に確定、区民会議ニュース報告、医療学習会
を公開、公開講座として５～６付き実施を目途に部活動に引継ぎ
病気の発見と対処法、まとめの質疑応答で終了
総会事項の徹底、努力目標として残余のケアプラザを訪問、一定の
まとめをする

14

健康・福祉・教育部会
当部会は名称が示すように健康・福祉・教育と３つの分

（４）立地状況について

野の活動を対象としています。そのため部会として統一

前回訪問した大場地域ケアプラザは現在、道路沿いの案

テーマで活動することが難しい部会でした。今期当初よ

内板が見やすくなり改善されていました。

り『第三期青葉区地域福祉保健計画（青葉かがやく生き

恩田地域ケアプラザは高いところにあり坂道が多く、ま

生きプラン）
』を参考に地域ケアプラザ(以下ケアプラザ)

たバス便も少ないところにあります。利用者は大変だと

の役割や事業に注目しました。ケアプラザを通して利用

推測されます。

者である区民のニーズを知り、またケアプラザ側の悩み

すすき野地域ケアプラザはあざみ野駅からのバス便が多

等を分かるために区内全域１２ケアプラザを直接訪問し

く職員の通勤は大変便利です。しかし地域の周辺団地は

て生の声を聴きました。

建築年数も古く５階建てにもかかわらずエレベーターが

最終的に職員の方々にお集まりいただき面談させて頂い

無い状況です。また道に起伏も多く高齢の利用者へは利

たのは３か所にとどまりました。平成 28 年 12 月新設の

用にさいして何等かの支援が必要です。

すすき野地域ケアプラザをはじめ残余の９ケアプラザの

（５）担当エリアについて

全てにご協力頂き数多くの資料を得ることができました。

夫々のケアプラザの担当エリアは別表写真の通りです。

各ケアプラザからの資料から凡そ以下の様な姿が浮かび

今後人口、高齢者比率を勘案して検討を加える必要があ

上がってきました。

ると思われますが、次年度の課題としました。

●地域ケアプラザ

（１） 広報について

●中学校の給食について

横浜型配達弁当：通称ハマ弁

諸行事及び利用者への広報は若干の違いはありますが、

横浜市は通称「ハマ弁」という独自の給食制度をつくり

各ケアプラザの特色を活かした会報的印刷物が発行され

2016 年年７月より実施し 2017 年 1 月現在では市内全

自治会や老人会等へ配布されています。横浜市広報青葉

145 中学校で行われるようになりました。しかし喫食率

区版や各ケアプラザのホームページ等も利用しています。

は１％に満たない状況です。当部として平成 29 年度予算

会報は月間または旬間で、新設のすすき野地域ケアプラ

への要望・提案のひとつとして提出しました。ハマ弁の

ザでは 4 号、鴨志田地域ケアプラザではすでに 157 号が

より利用しやすい方法を模索しています。

発行されています。
（２） 管理運営団体について

●健康医療について

各ケアプラザには地域特性がありますが管理運営を委託

医療法人社団 横浜新都市脳神経外科病院の協力を得て、

されている団体は緑成会や、若竹大寿会など概ね８団体

脳卒中を中心に急性期・回復期・維持期にかけてセルフ

あります。

ケアの能力を高める事を主眼に「高血圧、糖尿病、不整

（３）行事の特性について

脈等の受診のタイミング、治癒の実態」について学習会

身近な地域で様々な福祉サービスを一体的に提供するケ

を 4 回開催しました。

アプラザとして、概ね行事内容におおきな差異は無いよ

健保及び介護保険金の支払い減につながる内容で、公開

うでした。その中で、たまプラーザ地域ケアプラザでは

講座の企画として部会でも検討することにしました。第

癌と共に生きるサークル活動があり、我々の目に止まり

12 期で実現できるよう継続課題としました。

ました。
色々な行事の参加費は無料から最高 1000 円で概
ね 100～500 円程度の会費となっ
ています。3 月に限ってみると子
育て関係の行事が多いのはビオ
ラ市ケ尾ケアプラザと青葉台地
域ケアプラザでした。
又、葬儀・遺言等の指導を手がけ
ているケアプラザもあり、青葉区
でも平成 29 年 2 月に作成したエ
ンディングノート（わたしのノート 青葉区版エンディ
ングノート）も次第に浸透していくものと思われます。
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安全・安心・まちづくり部会(部会╱勉強会）
活動記録一覧
年月日
27.04.29
27.05.08
27.06.06
27.07.03
2708.07
27.09.04

種別
総会・部会
部会
部会
部会
部会
部会

場所
区役所
ビオラ市ケ尾
ビオラ市ケ尾
ビオラ市ケ尾
ビオラ市ケ尾
ビオラ市ケ尾

人数
9人
10人
8人
10人
4人
12人

27.10.02

部会

ビオラ市ケ尾

9人

27.11.06
27.12.04
28.01.08
28.02.05

部会
部会
部会
部会

ビオラ市ケ尾
ビオラ市ケ尾
ビオラ市ケ尾
ビオラ市ケ尾

28.03.03

部会

ビオラ市ケ尾

28.04.04

部会

ビオラ市ケ尾

28.05.06
28.06.10
28.07.01
28.08.05
28.09.02
28.10.07

部会
部会
部会
部会
部会
部会

ビオラ市ケ尾
ビオラ市ケ尾
ビオラ市ケ尾
ビオラ市ケ尾
ビオラ市ケ尾
ビオラ市ケ尾

28.11.04

部会

ビオラ市ケ尾

28.12.09
29.01.20
29.02.03
29.03.03

部会
部会
部会
部会

ビオラ市ケ尾
ビオラ市ケ尾
ビオラ市ケ尾
ビオラ市ケ尾

年月日
27.05.22
27.06.19
27.07.17
27.09.18
27.10.16
27.11.03
27.11.30
27.11.12
27.11.22
27.12.12
27,12.18
28.01.22
28.02.19

種別
部会勉強会
部会勉強会
部会勉強会
部会勉強会
部会勉強会
区民まつり
防災まち歩き
全市交流会
部会勉強会
北部交流会
部会勉強会
部会勉強会
部会勉強会

場所
ビオラ市ケ尾
ビオラ市ケ尾
ビオラ市ケ尾
ビオラ市ケ尾
ビオラ市ケ尾
区役所
美しが丘
波止場会館
ビオラ市ケ尾
都筑区
ビオラ市ケ尾
ビオラ市ケ尾
ビオラ市ケ尾

主 な 内 容
自己紹介・部会役員・運営委員・部会名・日程について
部会開催日・副部会長・広報委員の選出、第11期の進め方論議
11期活動計画案の提示 ３Dマップを使った調査・分析 交通関連調査など
地域防災拠点の課題に関するアンケートの実施検討 4区の準備 減災サミット企画検討
区民会議活動について説明(予算要望提案の作り方、区民まつりだしもの検討など）
区民まつり―減災トリアージクイズ検討 予算要望提案の検討
減災トリアージクイズ作成 「神奈川県に係わる自主防災組織・ボランティア団体等に
関する調査」に協力 青葉区地域防災拠点活動状況アンケート企画検討
たまプラーザまちあるき企画 北部まちづくり交流会報告内容について検討
「高齢化」・「バス停」・「コンビニ」の重畳マップで議論展開 減災サミット企画案検討
減災サミット企画案検討

8人
6人
6人
8人 震災対策技術展報告 青葉区コラボフォーラムについて
青葉区高齢化マップ / 楽食プロジェクト実施について（4/15) /「町の防災組織と地域防災
3人
拠点の役割分担」資料説明
今年度の部会活動計画の策定 自転車および交通に関する計画/防災・減災╱楽食プロ
10人
ジェクトなど
8人 年間計画 名簿確認 横浜市予算に対する要望・提案の検討
10人 29年度横浜市予算に対する要望・提案の検討
3人 29年度横浜市予算に対する要望・提案の検討
6人 ケアプラザアンケート(福祉部会）協力について検討
9人 29年度の予算要望（8項目）と県警への要望（2項目）
6人 区民ホール展示準備について 区民まつり企画について ・トリアージクイズ改定版
まち歩き等実施後は、報告書作成 ╱発災時における車中泊のためのガイド検討╱減災教
7人
室企画準備
10人 減災教室(1/29)準備 中村先生のテーマ どのような内容で話してもらうか検討
8 人 減災教室準備╱つどいのテーマについて議論 11期活動報告準備
6人
10人 つどいのフォローについて・交通アンケート企画 申し送り事項の確認
内容
取り組みたい課題の意見交換
３Dマップについて
広域避難場所避難地区割り当て表について考える
減災トリアージ内容について確認 浸水表示のアイデアについて
トリアージクイズ内容確定 要望提案の検討
減災トリアージクイズ実施 回答集計
防災まち歩き#1 美しが丘地区
青葉区地域防災拠点活動状況アンケート企画検討
「横浜北部のまちづくりを地図から考える 」
コンビニ、防災拠点、バス停（バス路線）、高低差等をマップ
減災サミット企画検討
青葉区災害ボランティア連絡会竹下さんと懇談

ビオラ市ケ尾 減災サミット準備、役割分担決め、28年度行動計画について
検討
28.03.26 公開講座
区役所
減災サミット
28.04.15
実習
ビオラ市ケ尾 楽食プロジェクト実施
28.05.20 部会勉強会 ビオラ市ケ尾 他都市の交通事故マップから見えることについて
28.06.17 部会勉強会 ビオラ市ケ尾 減災クイズ案
青葉区まちづくり指針素案について
防災まち歩き
恩田
防災まちあるき#2 恩田あかね台地区
NPO自転車活用推進研究会の石原従道さんに「交通手段としての
28.07.15
学習
ビオラ市ケ尾
自転車について」
28.09.05 防災まち歩き 市が尾江田 防災まちあるき#3 市が尾・荏田地区
28.10.21 部会勉強会 ビオラ市ケ尾 地域の防災・減災力 指標について考える
28.11.03 区民まつり
区役所
減災クイズ 回答集計
28.11.21 部会勉強会 ビオラ市ケ尾 道交法改定を理解する
28.12.02 全市交流会 波止場会館
28.12.16 部会勉強会 ビオラ市ケ尾 減災教室(1/29)準備 打ち合わせなど
29.01.20 部会勉強会 ビオラ市ケ尾 被災時の暮らし方調査案について
29.02.17 部会勉強会 ビオラ市ケ尾 区民のつどいでの話し合い内容について
29.03.16 オリエンテーション
区役所
部会紹介(部会長）
29.03.19 北部交流会 ビオラ市ケ尾 区民のつどいで取り上げた「交通まちづくり」の考え方を紹介
28.03.18 部会勉強会
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部会活動
安全・安心・まちづくり部会
11 期活動総括 安心・まちづくり部会防災－楽食
10 期に続き今期も月 1 回の定例部会と勉強会を実施。

10 期に開始した楽食プロジェクトを引き続き 11 期で

前期 2015 年度計画として

も展開するため、まず勉強会として実施。青葉区食生

1．ユニバーサルデザインのまちづくり

活等改善推進員会（通称ヘルスメイト）から区民会議

2．防災まち歩き

へ推薦されて所属している委員もおり、ヘルスメイト

3．減災

３D マップ作成

防災マップ

公開講座企画

の災害食メニューを作って試食しました。

4．楽食プロジェクト

（4 月 15 日 2016 年）

5．青葉区まちづくり指針関連（交通調査など）

＊スパニッシュオムレツ（乾パンで）

6．青葉区民防災カレッジ

＊チップスを使った簡単スープ

7.地域防災拠点の課題の情報共有

アンケート実施

さらに 5 月度部会では、防災マップに関連して活動
目標を次のような考えました。
1．各種防災関連マップから見える青葉区の状況を把握
する。青葉区防災マップ

青葉区洪水ハザードマップ

青葉区土砂災害ハザードマップ
2．マップを使った課題の見える化を考える。
3．防災マップから

地域防災拠点の温度差について検

証し課題解決に繋げる。
＊多くの区民は拠点運営の実情を知らない╱気づかな
いことが部会員で拠点運営委員や自治会防災担当経験
者から課題として挙がりました。
→課題のみえる化

共有が必要

1．については後期(2016 年度)での減災教室＃1 実施で
区民に地域の災害リスクの把握手段としての My 減災
マップを提供できました。
2．については、横浜北部まちづくり交流会 2015 での
報告を作成することが出来ました。課題をマップで表
すことがオープンデータの勉強につながりました。
3．については地域防災拠点運営委員会へのアンケート
調査を試みましたが実施できませんでした。
前期(2016 年)での防災・減災公開講座（減災サミット
＃2）ではパネリストに地域防災拠点運営委員会や青葉
区災害ボランティ
ア連絡会、マンシ
ョン防災の先進事
例など、それぞれ
が抱える課題を提
示してもらうこと
で拠点や自治会で
の課題の見える化
が出来ました。
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部会活動
安全・安心・まちづくり部会
安心・まちづくり部会きっかけとなりました。
防災をマップで考える
防災・減災、人にやさしいまちづくり等まちの安全安

活動テーマ

心をテーマとしています。今年は 3D マップを使って

●「神奈川県に係る防災研究データベースの活用を起

見えてくる地域の課題や防災カレッジ構想などを検討

爆剤とした官学民連携による地域防災活動活性化研

しています。統計 GIS や３D マップで防災・減災デー

究」主催の神奈川県内の自主防災組織・ボランティア

タを視覚的に再現する手法を部会で勉強しました。ま

団体等調査に協力

た防災まち歩きでは高低差マップを携帯アプリで作成

http://all-bosai.jp/chiiki_pj/group.php?gid=10074

したり、今昔マップで比較したりしました。

地域防災対策支援研究プロジェクトの一つとして実施

まちの防災組織を考える

されている調査に当部会の防災への取り組みや過去開

先進事例調査

他団体との交流

防災計画の中には、区民や地域の役割としてかかれて

催した防災・減災公開講座などで得た内容などを提供

いる「町の防災組織」ですが、地区によって状況に違

しました。2 月 21 日 2016 年神奈川大学での地域報告

いがありそうです。自治会・町内会の区域を超えて他

会に参加。活動事例集に掲載されました。

の防災組織と協力したり、拠点と連携したり実効性の
高い防災組織の輪を広げることはできないでしょうか。
防災・減災力を持った人材を育て、町の防災組織で活
かすことを目指して先進的な取り組みをしている練馬
区(7 月 9 日)と茅ヶ崎市市民安全部防災対策課(7 月 22
日 2015 年)を訪問しました。

●防災塾だるま
第 132 回防災まちづくり談義の会で講演

交通

勉強会

日時：6 月 24 日(金)2016 年

日時：7 月 15 日 2016 年

開場：神奈川大学

NPO 自転車活用推進研究会の石原従道さんに「交通手

青葉区民会議はこう考える～市民の視点とデータで

段としての自転車について」と題して海外・日本の自

防災・減災の課題をとらえる～安全・安心・まちづく

転車利用、動向、今後の展望を話していただきました。

り部会の取り組み

青葉区まちづくり指針への提案を部会で検討する中、
さまざまな課題があることや自動車から公共交通へ切
り替えるための手段として徒歩や自転車利用について
さらに勉強する必要がありました。この勉強会は翌年
の区民のつどい「交通まちづくり」への布石となりま
した。通勤・通学での自転車利用が交通分担率からみ
ると日本は 12.3％と自転車先進国と比較しても決して
低い数値ではないことや、人口 1,000 人あたり駅駐輪
場 33 台（H26）はオランダを上回っていることなど、
感覚的に判断するのではなく現状をしっかり把握する
必要も感じました。横浜市では自転車総合計画が 6 月
に策定され、さらに横浜市交通計画も改定中です。青

http://darumajin.sakura.ne.jp/30dangi/dangi2016/

葉区のまちづくりの一つの視点として交通を考える気

dangi_report20160624.pdf
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部会活動
安全・安心・まちづくり部会
2016 年度
区民ホール展示安心・まちづくり部会
10/11-10/14/2016
あなたの減災力

さまざまなマップを展示しました。
１．青葉区まちづくりマップ

試して Q

2016

を実施

1枚

来場者にポストイットで参加してもらう。
青葉区こんなところ（良いところ
ところ

改善して欲しい

ここにこんな面白い所を記載）

2．防災まち歩き

報告マップ

3 回分

3枚

1）美しが丘地区
2）あかね台・恩田地区
3）市が尾・荏田地区
3．交通事故多発地マップ

1枚

「自転車ひやり・はっと」を書き込んでもらう

区民まつりへ参加
2015 年度
減災トリアージクイズを実施
正解率から今後何に力点を置いた研修が必要かが見え
てきます。
回答から、正解率も気になりますが、地域住人の意識
などにも注目すべきことがたくさんあることが分かり
ます。特に問 6 では防災訓練については、参加してい
ない理由として周知されてい
ないことや驚いたことに、自治
会に入っていないので参加資
格がないと思っているなど、改
善の余地があります。
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部会活動
安全・安心・まちづくり部会
減災サミット＃2安心・まちづくり部会 う意見を集めました。
開催日時：3 月 26 日（土）2016 年
「災害が起きる前にできること

講演のまとめとして次の 3 項目を上げられました。

あなたのまち

（１）住民組織関係

の「防災人」づくり」

・防災力は地域力です

10 期から継続して開催してきた防災・減災公開講座

・地域の特性に合わせて、力を育てるには・・・

の第 9 回目を開催しました。

・ときどき「頭脳の防災訓練」にも取り組んでみまし

第 1 部基調講演「共に考えよう地域は誰が、どのよ

ょう

うにして守るのか？」をサンダーバード理事の高橋洋

・「減災」の学習も重要！！

（子供たちの防災教育）

さんにお願いしました。東日本大震災の被災地での活

（２）行政組織関係

動報告に続き、

・「慣例」で訓練していませんか

1)

なぜ防災に取り組むのか

・防災機関の展示などは防災訓練ではなく「おまつり」

2)

地域の住民、防災関係者や行政の役割

・実際の動きに近い訓練を

3)防災訓練や防災教育の重要性と改善への方向性

・職員の災害時の役割に沿って行う防災訓練が必要

について話していただきました。

・実動でなくても役に立つ

第 2 部では街の防災、拠点の防災をさまざまな形

（３）自治体防災力の源

態で取り組んでいるパネリスト 5 人にサミット形式

・地域特性を生かすには

で話し合ってもらいました。

①地域防災計画

・中谷英世さん－巨大マンション(684 世帯)が 10 分で
安否確認

・行政・防災機関・議会だけでなく、災害対策関係住

(ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ杉並ｼｰｽﾞﾝ管理組合防災会)

民の声が懇談会、パブコメなどを通して生きる

・西本和彦さん－まちの防災と地域グループとの連携
（青葉区みすずが丘自治会

防災の基本は自助から始まることを再度認識し、地域

あざみ野第二小学校地

の減災力を向上させるための仕組みづくりについて活

域防災拠点）
・山崎誠さん－安否確認

②災害対策条例

動計画として取り組むこととしました。
共助の進め方

（桂小学校地域防災拠点）
・伊藤久美子さん－これからどうする拠点防災
（榎が丘小学校地域防災拠点）
・竹下瞭さん－災害ボランティアセンターと拠点の連
携は（青葉区災害ボランティア連絡会）
第 3 部で会場全員で「防災人」づくりについて話し
合いました。
地域を守る人
づくり、人を
活かす地域づ
くり（仕組み
づくり）につ
いて青葉区の
防災・減災力
を高めるため
に必要なもの
をどう作って
いくのか当部
会での取り組
み「防災大学」
へつながるよ
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部会活動
安全・安心・まちづくり部会
減災教室＃１ 安心・まちづくり部会・自治会などの防災訓練で取り入れると良い
開催日時：1 月 29 日（土）

・避難場所への安全ルートを探すことが大切

「my 減災マップ」づくりワークショップ

・この地域は公助は期待できない

地域の災害時のイメージを持とう

・減災意識を住民一人ひとりに持たせるための方策

減災アトリエ主宰の

・地域の最新情報を知ることが出来る

鈴木光さんを講師に

・弱者対策

「MY 減災マップ」を

・水を受け取りに行く困難さ

ワークショップで作

使用したマップは、防災関連施設マップ、想定震度╱

成しました。昨年の

土砂災害危険個所地図、浸水想定区域地図、航空写真

防災・減災公開講座

の 4 種類でした。航空写真では高低差や密集度、道路

中高、大学生の防災意識向上が必要

では「防災人」づく
りを目指しました。
今回は、地域で実際
に活動している人を対象に、講座を開催。一人ひとり
の減災力向上のスキルを身に着けてもらうことが目的
です。My 減災マップでは、自分の住む地域の地図を使
います。その地域のさまざまな災害リスクを学ぶこと
で対応を考えます。今回はモデル地区として青葉区役
所周辺を想定し、参加者全員に考えてもらいました。
●モデル地区選定の理由：
・さまざまなリスク要因がある（想定震度、液状化危

状況、河川な

険度、消失棟数、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害

どを知ること

計画区域、洪水・内水ハザード、電線

ができます。

・行政機関施設（災害時に必要になる施設が集中）

地域を災害リ

・拠点、災害ボランティアセンター設置個所、福祉施

スクの視点で
把握すること

設、障害者施設など点在
・交通機関や緊急道路なども集中

の重要性や有

・川や高低差のある場所がある

益性を参加し

・駅周辺には商業地域、コンビニ、マンション(居住者)

た人たちに理

・バリアフリー基本構想策定地域

解していただ

・高齢者分布（生産者年齢層分布）→要援護者対策

けたワークシ

＋

ョップとなり

帰宅困難者対策が必要です

ました。

●当日のアンケートでの感想
・自宅の周りの減災マップを作成したい
・自分の拠点でもマップを作って訓練したい
・更に大きな範囲で制作し共有したい
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部会活動
安全・安心・まちづくり部会
●防災まちあるき安心・まちづくり部会
第1回
美しが丘たまプラーザ地域
日時：11 月 30 日 2015 年

9 時半～

コース：たまプラーザ駅→美しが丘第 5 公園→東名高
速道路跨線橋→尾根道→美しが丘東小学校→美しが丘
小学校→美しが丘中学校→菅生緑地裏側→平津三叉路
（さんさん

丸）→シェアハウスドーミーたまプラ

ーザ→たまプラ―ザ住宅（公園を）→陸橋→たまプラ
ーザ駅
■今回の目的と観察地点：

（防災確認箇所）

・公園内防災備蓄庫（美しが丘第 5 公園内に設置）
・市境（横浜市青葉区―川崎市宮前区）での避難所の
ありかた

この地域では指定避難所（犬蔵中学校）

より美しが丘東小学校の方が近距離。
・高低差

美しが丘地域は高齢化が非常に進んでいる

地域でしかも高低差が非常にある地域。高齢者の避
難時の移動手段の確保
・拠点間連携

小学校 2 校中学校 1 校で防災拠点の連

携活動がある
・公園内に自治会館が設置

地域住人の交流拠点に

・ケアプラザエリア内にいる外国人住人が多い地区
・広大な集合住宅地内の公園の活用状況を把握する
・陸橋の耐震性
れる地域
■感想

コンクリート製の陸橋が多くみら

災害時での被災想定は

気が付いたこと

◇地図だけ見ていては現場の状況が理解できないこと
が実際歩いてみて分かる。避難路や避難方法などと
実際の居住環境などを知ることが大切。
◇防災に関して行政単位を超えて取組が必要
◇青葉区は山
坂が多い高低
差がまちづく
りだけでなく、
防災施策にと
っても重要な
課題になるこ
とを認識

美しが丘地域では行政を超えた
施策が必要
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部会活動
安全・安心・まちづくり部会
●防災まちあるき安心・まちづくり部会
第2回
恩田あかね台地域
日時：5 月 25 日 2016 年
コース：田奈駅
ね台

→

→

恩田川

熊の谷公園

田ケアプラザ

→

冶谷公園

徳恩寺

→

9 時半～12 時半
→

→

あかね台中学校

山吹緑地
→

奈良川
→

樹木林

→

あか
→

恩

→

鍛

恩田駅

■今回の目的と観察地点：

（防災確認箇所）

恩田川沿い急傾斜地（緑区長津田３丁目）：
急傾斜地崩壊危険区域
恩田川沿い、奈良川沿い
熊の谷公園

田んぼ：洪水ハザード区域

：

一時避難所

あかね台中学校

：

地域防災拠点

恩田ケアプラザ

：

特別避難場所

山吹緑地

：

成瀬山吹特別緑地保全地区

樹木林（あかね台と奈良の間）
：
あかね台１号雨水調整池
■感想

：

土砂災害危険区域
貯水池観察

気が付いたこと

◇恩田川沿いの田んぼは、海抜２５ｍ程度で集中豪雨
が続く（２日で４００ミリの雨）と氾濫して洪水の恐
れがある。

一方、あかね台、恩田地域には雨水調整

池が４カ所あり洪水がおきにくくしている。また、恩
田川沿いの急傾斜地は崩壊の危険があるところもある。
◇あかね台、恩田町の周囲の樹林地帯は土砂災害警戒
区域が点在する。
◇あかね台地区は海抜４０ｍから８０ｍで洪水、津波
の心配はまずないが、周囲の洪水危険個所や土砂災害
警戒区域の存在は避難時などに備え住民が意識してお
くことが望まれる。
◇災害危険個所と災害を軽減するための施設の存在の
両方を意識すべきでしょう。
◇最後に訪れ災害支援のお話しをいただいた徳恩寺の
ご住職は熊本地震の直後３回も熊本に駆け着け災害支

（雨で増水した恩田川）

援を実施された防災エキスパートでもあります。

（徳恩寺

（災害時の避難場所）
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鹿野ご住職）

部会活動
安全・安心・まちづくり部会
●防災まちあるき安心・まちづくり部会
第3回
市が尾荏田地域
日時：9 月 5 日 2016 年
コース：市が尾駅出発→謝恩の碑と上原出羽守の墓（朝
光寺）→市ヶ尾町公園と朝光寺遺跡→鶴見川沿い→ビ
アス市が尾→ピッピ保育園→青葉スポーツプラザ→劒
神社（大蛇伝説）→江田宿常夜灯→江田駅
■今回の目的と観察地点：（防災確認箇所）
・高低差

（市が尾駅周辺と鶴見川

朝光寺沿い）

・鶴見川増水（大雨）とバイパス
・マンション防災の状況（ビアス市が尾）
・高齢者施設と保育施設の複合施設での防災対策
（ピッピ保育園）
・大雨による擁壁崩れ現場（青葉スポーツプラザ）
■感想

気が付いたこと

◇市が尾駅周辺は高度があり、鶴見川沿いへは急な坂
道が多いことが歩くと分かる。この地域は高齢化が進
んでいるので避難時の移動については検討が必要と思
われる。
◇近年の大雨で鶴見川の増水が頻繁にみられる。バイ
パスが隠れるぐらいの増水が昨年は発生している。洪
水ハザードマップでも色塗りされている地域。防災拠
点が避難所になるが地震以外での訓練について今後検
討していきたい。
◇マンションが在宅避難を災害時に取る方向が出始め
ている。地域防災拠点との在宅を前提とした連携方法
も今後必要と思われる
◇保育施設や高齢者施設が災害時の特別避難所として
機能できるよう、日頃から訓練が今後必要になる。ピ
ッピ保育園は先進的な取り組みをしているので、他施
設に広がると良い◇
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新未来プロジェクト
新未来プロジェクト 提案提出の経緯

青葉区まちづくり指針中間案への意見② 概要

26 年度(第 10 期青葉区民会議) ①

テーマ別提案

・青葉区プランへの提案提出（12 月 2014 年）

1．住宅地・拠点づくり

「住み続けたいまち 青葉

「緑豊かなまち、生活に便利なまち」づくりを再度提案

～多世代で暮らすまち 回帰するまち 青葉をめざして～」

2．交通ネットワークづくり

27 年度 （第 11 期前期）

地域の生活を優先させる「生活路線バス」を提案

・青葉区まちづくり指針中間案説明会ワークショップへ

3．水と緑の環境づくり

協力(9 月 13 日 2015 年) 14 名参加

「水と緑の環境を維持・発展させるまちづくり」を引き

・青葉区まちづくり指針中間案への意見提出 ②

続き提案

（9 月 30 日 2015 年）

4．暮らしを支えるまちづくり

28 年度 （第 11 期後期）

「元気な高齢者」が主人公として活躍できるまちを目指

・素案説明を勉強会で実施 （6 月 23 日 2016 年）

すことを提案

・青葉区まちづくり指針改定の素案への提案提出 ③

5．安全・安心なまちづくり

(7 月 5 日 2016 年)

災害対策・防犯対策の指針図の明示╱災害時在宅避難者対
策╱都市災害や火山噴火なども想定した総合防災対策の
推進
6．魅力と活力のまちづくり
青葉区のさまざまな魅力の見える化の仕組みづくりを提
案╱景観・歴史指針図として表現を提案

青葉区まちづくり指針改定の素案への提案③ 抜粋
中間案説明会ワークショップの様子 (9 月 13 日 2015 年)

改定の考え方について

http://www.city.yokohama.lg.jp/aoba/00life/10machi

・次世代にとっての優先順位をつける。

/20160524214354.html

本素案も前指針の基本理念を引き継ぎ、その中心を「次
世代に引き継ぐまちづくり」に置くならばその担い手
の確保・増加のため「子育てに魅力あるまちづくり」
（出産増を可能とする街、若年層の受け入れが進む街）
を明確に掲げる。将来都市像-「緑豊かで生活しやすい
まち」を実現するためにも、人口規模を維持するため
にも改定の考え方として次世代担い手に焦点を当てる。
まちづくりの課題について
・人口減少や超高齢社会の到来という中に、単純に高齢
者が増えるとか子どもが減るという人口割合だけでな
くどういう状況に今なってきているのかが分かる記述
をする。生活支援拠点を作るにしても、高齢者だけが
対象ではない、子どもだけが対象ではない。担い手、
30、40，50 代の人たちの状況が変わってきていること
が背景にあって、拠点づくりを考える。ダブルケアが
起こりつつあるという状況をどこかに記載する。
指針の具体化と充実について
・
「進捗状況を随時」ではなく「毎年度」とする。
など多くの提案を提出しました。
http://www.city.yokohama.lg.jp/aoba/00life/10machi/kupuran/iken.pdf
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オープンデータ活用プロジェクト
●オープンデータ活用プロジェクト

●どのように活用するのか

11 期後半で新たに設置したプロジェクトです。

たとえば、青葉区は今後 20 年の間に急激な高齢化を迎

会議開催 4 回(10/25,11/30,12/27,1/30/2017)

えます。人口増減をグラフにしたり、マップと連動させ

●プロジェクトの目的を次のようにしました。

て表現することができます。将来の青葉区のまちづくり

1) 市民参加・参画を推進する場としての区民会議の機

を考える上でこのような「データを見る力」が必要にな

能強化→この機能強化にデータをどのように使うか、使

ります。そのために「オープンデータ活用プロジェクト」

えるかを考えます。

を設置し、勉強を始めました。

2) 横浜市予算への要望・提案の内容をさらに効果的な

データの表し方にもさまざまな形態があります。横浜

ものとする→提案の背景や考えを支持するためのデータ

市では統計 GIS といって統計データと地図を組み合わせ

処理や見える化を行う方法を学びます。

て表示しています。

3) 行政との協働場面の展開、推進→課題解決のために

例えば、青葉区の

考える場(区民のつどいなど)へデータを提示し、課題を

地域のことが違う

「区民目線」で分かり易く説明できるようにする。

角度から分かりま

●プロジェクトの活動内容

す。右の地図は、

1)部会活動の支援を行う。

地域包括支援セン

部会ごとの活動テーマにそった地域の課題をどのよう

ターの担当範囲ご

に分析判断し、提案にまとめるか考え方などを PT とし

との高齢単独世帯

て支援する。

数を色別に表しています。美しが丘一帯と藤が丘一帯に

2)区民会議の提案力の向上を図る。

単独世帯が多いことが分かります。

課題解決に必要なデータは何か、どこから入手できる

データを立体地図と組み合わせると青葉区の地形が抱

か行政施策の政策見える化カードを作る

える課題が見えます。高齢化が進むと移動手段として従

3)区民を対象とした「横浜市や青葉区の政策の見える化

来のバスネ

に基づいた周知の場」＝区民のつどいでどのようなこ

ットワーク

とが出来るか考える。

だけで良い

●プロジェクト設置の背景

のかといっ

≪横浜市オープンデータの取り組み≫

た課題が見

横浜市では平成 26 年度(2014)から「オープンデータを進

えてきます。

める基盤づくり」
、
「オープンデータを活用した地域課題
解決の仕組みづくり」
、
「オープンデータによる地域経済
の活性化」を３つの柱として「横浜市オープンデータの

11 期の「青葉区民のつどい」
（2 月 2017 年）では、こ

推進に関する指針」を基に取り組みを始めました。平成

の課題をテーマに開催しました。

29 年(2017)3 月には横浜市官民データ活用推進基本条例

●11 期プロジェクトで取り上げた課題とテーマ

が制定されました。

安全なまちづくりを目指すための指標とは

http://www.city.yokohama.lg.jp/shikai/pdf/gian/h29

交通事故を減らすための工夫をさまざまな

-1t-gtg012.pdf

視点から 効果の見える化へ

≪青葉区のオープンデータ≫

東急田園都市線 50 周年と青葉区のまちづくり

青葉区では「なるほどあおば」のオープンデータ化が

鉄路が開通する前後でのまちの変化を見える化し、

行われデータカタログとしてホームページ上で公開され

将来予測へ

ています。

まちの緑を考える

横浜市のデータは冊子として公表されていましたが、
、

自分ごととして参加する人を増やすには

データカタログサイトからグラフやマップに簡単に変換

●今後の活動へ

できる形式で公開されています。数字だけでは分かりに

プロジェクトは 12 期へ引き継ぎするよう運営委員会で

くかったものが直観的に理解できたり、課題を分かりや

承認されました。各課題を見える化し区役所ホール展示

すく表現することができます。

実施することを目標に今後も活動を続けます。
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平成 28 年度

区民のつどい 2017
安心・まちづくり部会
「 Place-related な街路での活動を奨励すること」と
区民のつどい

日時：平成 29 年 2 月 19 日（日）午後 2 時～4 時半

いうように従来の考え方を超えた思考法が必要になっ

●第一部

てきています。さらに交通計画そのものの領域の変化

基調講演

「バスだけじゃない

中村文彦さん

青葉」

があります。以前であれば交通計画は交通＝道路上の

横浜国立大学理事・副学長

計画であったものが、ハード整備（道路設置や安全な

国土交通省交通政策審議会委員

道路設計）から環境問題や福祉問題（高齢者や障害者

情報提供「横浜の交通を取り巻く環境と取組の方向」
横浜市都市整備局都市交通課
●第二部

必要になっています。

エリア別ワークショップ：

また新しい考え方－カーシェアリングや電動アシス

あなたの意見を集めます！
●第三部

対応など）、景観問題、まちづくり問題など総合計画が

ト、パーソナルモビリティ、さらに自動運転やロボッ

ワークショップ報告とまとめ

トシャトルなど制度や技術躍進は目を見張るものです。
こういった社会的、広域的、歴史的な背景の解説のあ
と、青葉区でどのように交通とまちづくりを考えれば
よいのかまず、青葉区のさまざまなデータを使っての
背景の分析がありました。
最後に第二部でのワークショップへの考える課題と
して次のようないくつかの視点を挙げられました。
• 拠点のイメージ
生活支援拠点、生活拠点、総合庁舎も
• バスの位置づけ
例：駅（生活拠点）アクセス重視（＝他は軽視）
• バスでカバーできない部分を誰がどう考えるか
メニューは多様、市民主導＋IT 技術活用で可能性大
• 道路空間のわりつけは今のままでよいか
もっと歩行者にスペースを、もっと自転車にスペ
ースを
「 何かかを減らさないと街をよくすることが無理だ

第一部

基調講演

とすると、市民は地域合意や優先順位を考えて何を減

中村文彦さんから一般論としての都市交通のとらえ方

らす、あるいは何を減らすことが可能か」を考えなく

について冒頭解説があり、その後青葉の街であればど

てはならないと話されました。

のような課題や課題解決に向けての取り組みが考えら

■情報提供「横浜の交通を取り巻く環境と取組の方向」

れるか示唆に富んだ他都市の事例などヒントを紹介し

横浜市都市整備局都市交通課

ていただきました。

横浜市全体での区別の人口増加率や高齢化率からみた

1)一般論：都市交通の捉え方

青葉区の特徴や、横浜市での市内鉄道・路線バス利用

1. 交通計画の発想の変遷

者数の変化から今後の交通問題について解説がありま

2. 交通計画の領域の変化

した。最寄り駅まで 15 分の達成状況など他区と比べて

3. 都市交通の革新

も非常に高くはあるものの、今後の急激な高齢化が進

4. 昨今のキーワード

むことを視野にいれると特に青葉区では山坂が多く高

都市交通といっても街路に対する意識の変換が進み、

低差が激しい地勢が今後の交通問題で大きな課題とな

街路の主役が「歩行者と自転車」「 幅広い歩行者空間

ることが分かります。こういった少子高齢化が引き起

と街路でのさまざまな活動」「 公園とオープンスペー

こす「負のスパイラル」にどのように対応できるかが

ス」「 沿道建物との連携」と変化を遂げています。ま

取り上げられています。横浜市での交通政策の論点の

た街路の使いかたも「 必然的な車両の動きは保持する

紹介があり、第二部でのワークショップでの論点とも

こと」「 徒歩、自転車、公共交通を優遇すること」

なりました。
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区民のつどい 2017
◆超高齢社会の到来など交通を取り巻く環境が変化す
安心・まちづくり部会
なのかどうか不明で分かりにくいことや、バス交通網
る中で誰もが移動しやすい交通体系とは何か

として行政区を超えたものの検討がでました。

◆きめ細かい交通サービスを提供するために、タクシ

B エリア：青葉区役所が便利な所に位置していること

ーや自家用車による運送（福祉有償運送など）を交通

から（区の中央）区役所をバスハブターミナルにし、

政策としてどのように位置づけ、どう活用していくか

区役所経由でトランジットで区内各所に行けるネット

◆地域交通サポート事業の立ち上げから約 10 年が経

ワークづくり

過し、超高齢社会を迎える中で、今後どうすればより

C エリア：

よい仕組みになるか

電車駅との連動は良いが、面的にカバーされていない

◆持続可能な公共交通のためには、限られたマンパワ

ので不便。東急コウチのようなコミュニティバスも効

ーと財源でモビリティマネジメントを進めていく必要

果的。青葉区の高齢者は元気なのでもっと歩いても良

があるが、どうすれば効果的に進められるのか

い。自転車専用レーンの設置については住民ベースで
さらに検討が必要。交通に関して総合的な考えが必要。

●第二部

エリア別ワークショップ：

路上駐車の取り締まりなどが出ました。
D エリア：
自然が多い地域で道路が広い。一方で非常に狭い道も
残っている。バスは便利だが乗り継ぎを検討してほし
い。駅へ行く手段の多様化が望まれる。駐輪場を駅に
増やして自転車→電車という流れがあると良い。
E

その他：

このまちの鉄道中心のまちになっていて通勤通学対象
の時刻表のまち。全体的に歩かないまち。バスと電車
のつながりの工夫がさらに必要。住民主体の移動手段
として福祉移送など新しい手段を検討してはどうか。
多摩丘陵エリアといった広域交通としてとらえてはど
今回のつどいでは、青葉区まちづくり指針の中で「生

うか。高齢化が進む、子育ての人が増えて欲しいとす

活支援拠点」という新しい考え方とそこをつなぐ交通

ると通勤通学では

ネットワークが取り上げられているので、そのエリア

なく、日中に動く

を視野にいれた地域区分を設定し、居住区での意見を

人にとって使いや

集めるよう工夫をしました。各エリアごとに、交通ま

すい交通体系が必

ちづくりとして「ここが良い」「気になる」「こうなっ

要。

て欲しい」という項目で意見を集めました。
A

田園都市線

急行が停まる駅

周辺エリア

たまプラーザ、あざみ野
B

田園都市線

停まらない駅

青葉台

周辺エリア

江田、市が尾、藤が丘、田奈
C

駅から徒歩 10 分を超える

中間エリア

D

周辺エリア（生活支援拠点

ふきん）
奈良、鴨志田、すすき

E

その他

●第三部

エリア別ワークショップ報告

A エリア：あざみ野駅周辺には商業施設が少なくシャ
トルバスなどがあると良いという意見や高齢者の引き
こもり対策として歩行者補助ボランティアの創設など
がでました。また青葉台駅前の交差点はスクランブル

28

区民会議勉強会
●区民会議勉強会開催

プンイノベーション」で未来の都市を創発する～」

区民会議ではさまざまな提言活動を行っていますが、そ

青葉区民会議の取組状況を報告しました。

のための勉強会の必要を感じ、行政職員や各分野の専門

（主催：横浜会議フューチャーセッション－横浜市政策

家、地域で活動されている人たちに講師になっていただ

局政策課 会場：東京都市大学）

き勉強会を開催することとしました。勉強会は公開とし

●第 4 回勉強会 2015 年 9 月

委員だけでなく誰でも参加できる形式にしました。

「青葉区に係る予算のすがた」

●第 1 回勉強会 2015 年 6 月

城内予算調整係長に横浜市の予算内訳とその中で青葉区

－横浜市のオープンデータ推進について－政策局政策課

ではどのような予算が執行されているのかについて「区

担当係長関口昌幸さんに横浜市の取り組みについて説明

民に分かる予

をしていただきました。横浜市では「行政がもつデータ

算のすがた」

を誰でも自由に利用し、さまざまなものに活用できるよ

を説明しても

うにすること」を進めています。もちろん特定の個人に

らいました。

関する情報を含まないのが基本です。その上でどんなこ
とが出来るのでしょうか？例えば「帰宅困難者一時滞在
施設」を携帯アプリを使って「今いる所から一番近い滞
在施設とその施設の状況」を携帯上のマップで見つける
ことが出来ます。 あちこちに分散している子育てに関す
る情報をまとめて必要とする人たちへ提供するサービス
を金沢区では始めています。便利で安心な生活へオープ
ンデータを活用している事例です。青葉区での可能性に
ついて勉強会を始めました。
●第 2 回勉強会 2015 年 7 月
平成 27 年度青葉区区政運営方針を聞く！
「住み続けたいまち『青葉』
」 が青葉区の運営方針の基
●第 5 回勉強会 2015 年 11 月

本目標になっています。横浜市の各区局の運営方針は毎

ファシリテーショングラフィック

年 5 月に公表されます。370 万横浜市では 18 区と 26

よこはまプランナ

局・統括本部の方針が出されます。

ーズ・ネットワー

青葉区のまちづくり事業は、区が単独で実施するもの

クの奥村玄さんに

もあれば、局と区で連携して行うものもあります。青葉

よるワークショッ

区だけの計画（運営方針）を見るだけでは、区内で実施

プ。人の話の要点

されているさまざまな事業の全貌が分かりません。市全

やキーワードを絵

体の計画をしっかり見ることも重要です。例えば、青葉

や図で表しながら(板書）し、話の内容・流れを分かり

区の緑の保全や創出は、環境創造局で市の事業として行

やすく「見える化」する技術です。参加者が全体の流れ

われますが、身近な公園の管理や街路樹の維持整備など

を分かり、議論がやりやすくなります。区民会議は区民

は区土木事務所が担っています。

の意見を集める、共有する、知らせる（考える）ことを

●第 3 回勉強会 2015 年 8 月

目指しています。

「田園都市線沿線の未来を描く～ICT を活用した「オー

そのためにも会
議の進行役にと
っては必要なス
キルです。
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●第 6 回勉強会 2015 年 12 月

う仕組みが始まります。横浜市でも各区がデータのオー

データを活かした「地方創生」とオープンガバメントの

プン化を始めます。地域の課題や区民ニーズを広聴し、

取組 政策局政策課担当係長関口昌幸さんに国が今進め

解決のために

ている

区民会議は行

RESAS（地域

政へ要望・提

経済分析シ

案を行ってき

ステム）の

ました。今後、

説明と横浜

行政のさまざ

市の取組に

まなデータを

ついて話し

活用し、より

ていただきました。RESAS は地方自治体の取組を情報

内容のある提案づくりへと進むことが出来ます。

面・データ面で支援する内閣府のシステムです。青葉区
民会議では、まちづくりに役立つどのようなデータがあ

●第 9 回勉強会 2016 年 4 月

り、それをいかに活用するのか勉強を始めることにしま

ごみは資源‐生ゴミを電気エネルギーに変える

した。

70 歳で大学に入り「持続可能な循環型社会」について学

●第 7 回勉強会 2016 年 1 月

ばれた中条大祐さんにお聞きしました。昨年、青葉区

MyCityForecast～あなたのまちの未来予報～東京大学生

では再生可能エネルギーの調査が行われ、太陽光発電、

産技術研究

小水力発電、風力発電、バイオマス発電などが調査され、

室より関本

太陽光発電の

義秀准教授

可能性が報告

と研究員長

されました。

谷川瑤子さ

しかし、中条

んに青葉区

さんによると、

の未来予報

廃棄物利用で

を開発されたアプリを使って説明してもらいました。自

のバイオマス

分の住む地域の例えば 2035 年の未来予報をシミュレー

発電がこれからの社会で一番必要になるのではとのこと。

ションし現在と比較できます。私たちの住む地域がこの

今、社会問題になっているフードロスも一転して優良な

ままではどうなるのか、都市計画を導入するとどう変化

資源となるという示唆に富んだ内容でした。

するのか、人口分布や施設配置データなどをもとに予報

●第 10 回勉強会 2016 年 5 月

がつくられています。未来の予報を参考に住みたいまち

横浜市の「ダブルケア」の取り組み

青葉区について考えました。

局政策支援センター・関口 昌幸さんに解説していただき

●第 8 回勉強会 2016 年 2 月

ました。ダブルケアとは家族の中に複数のケア（介護ケ

オープンガバメント/オープンデータ/現状と課題

ア、子育てケ

東京大学公共政策大学院客員教授・奥村裕一さんに「今

ア）が同時に

なぜ 『オープンガバメント』なのかー」 国が進めて

行われること

いるオープンガバメントやオープンデータの取り組みに

をいいます。

ついて話してい

「高齢化や長

ただきました。

寿命化」
「晩

市民や企業の行

婚・晩産化」

政データ利用を

「兄弟数の減少」
「若年性認知症」
「近居・同居の娘にケ

可能にし、課題

アが集中」など超高齢化・人口減少社会における家族で

解決に市民が参

起こりうるさまざまな状況がダブルケアの要因となりま

加するオープン

す。ダブルケア問題を地域で認知し、地域での支え合い

ガバナンスとい

が今後必要になります。団塊ジュニア世代に起こり始め
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横浜市政策

区民会議勉強会
ているこの問題を家族内の問題とせず、縦割りの子育

行政だけで課題は解決できなくなります。これからは、

て・介護支援を連携させたり、働き方・企業支援の見直

横浜市全域で加速する課題

しや地域での支え合いを進めるなど取り組むべきことが

を区ごとに対応できる仕組

たくさんあることが分かりました。

みが必要となります。

●第 11 回勉強会 2016 年 6 月
青葉区まちづくり指針」都市計画マスタープラン・青葉
区プラン改定素案説明

6

月に公表された素案について区政推進課高西係長から説
明を受けました。どの部分が前回からの変更箇所なのか
確認をしながら質疑応答となりました。この勉強会を通
してさらに 7 月には区民会議から「多世代を対象とした
まちづくりへの具体的な取り組みはどのようなものがあ
るのか掲載する」
「青葉区まちづくり指針の書き方として、
今後、地下鉄延伸や道路などを考えると横浜市の中だけ

●番外編 自転車交通についての勉強会】

でなく関東エリアでの青葉区という要素を入れた青葉区

安全・安心・まちづくり部会（7/15/2016)

指針とし、そのためにも広域連携という視点をいれては

石原従道さん（NPO 自転車活用推進研究会)

どうか」
「地域ニーズなどは住人向け会合を開き集めて欲

「交通手段としての自転車について」～海外・日本の自

しい」といった提案を提出しました。

転車利用、動向、今後の展開～

●第 12 回勉強会 2016 年 9 月

横浜市では「横浜市自転車総合計画」が策定され「まも

青葉区運営方針を聞く

る」
「はしる」
「とめる」
「いかす」の 4 つの方針が出まし

毎年区版広報 4 月号に区の主要事業や区の運営方針が掲

た。青葉区は山坂が多く、交通手段としてはバスの他、

載されます。その中でどれを重点的に計画しているのか

乗用車利用が多いところです。環境や健康の面からも自

直接、区政

転車利用が望まれますが課題が多そうです。外国での取

推進課鈴木

り組みなど石原さんに聞きました。ヨーロッパの街、特

課長から説

にオランダやベルギーの街角風景として自転車がよく登

明を受けま

場します。日本の状況は予想に反して自転車交通分担率

した。区民

は 12.3％と世界の中では高いとのこと。移動のためのコ

会議では行

ストやエネルギー、環境面からも自転車への転換が求め

政との情報

られます。しかし自転車走行空間の確保という大きな課

交換の場を設けています。

題があります。自転車は車ですが、危険を避けて歩道を

●第 13 回勉強会 2016 年 11 月

走りたくなります。総合計画の「まもる」とは交通ルー

コミュニティリビング推進事業の 3 年計画の内容につい

ルやマナーを守ることですが、自転車だけに交通ルール

て

を守らせるのでは安全は確保できません。国土交通省が

区政推進課吉田課長から青葉区の現状調査の結

果報告やデータなどの情報をお聞きしました。

「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」を 7

●第 14 回勉強会 2016 年 12 月

月に公表し、自転車通行ゾーンの路面表示が全国統一さ

Local good Yokohama

横浜コミュニ

れました。しかし路面表示だけで「安全な自転車のため

ティデザイン・ラボ代表理事／ヨコハマ経済新聞編集長

の走行空間」が保証されるとは思えません。さて、青葉

杉浦裕樹さんに横浜の地域資源（ヒト／組織／拠点／制

区の自転車利用は進むでしょうか？どうすれば安全に自

度／プロジェクト）や情報を市民の「共有財」として「ま

転車利用ができるのか、今後も取り組みます。

ちづくり」にどのように活用するか IT を使った仕組みを
説明していただきました。
「情報は発信するところに集ま
る／情報は関心があるヒトから関心があるヒトに伝わっ
ていく」これはまさに区民会議の機能に通じます。超高
齢化・人口減少時代に突入し、社会コストが増えます。
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区民まつり参加
平成２７年 青葉区民まつり

１１月３日
平成２８年 青葉区民まつり
「地域の力〜共に進もう心の絆を青葉から」を

恒例の区民まつりが 11 月３日に開催され、青葉区民会
議も参加しました。今年のテーマは「地域の“わ”～

テーマに開催され、快晴に恵まれて今年も大盛況だ

未来をつくる区民の笑顔～」
。

った青葉区民まつり。多くの区民とふれあい、意見
を聞ける絶好の機会ですので、区民会議は今年も

当日は雲一つない見事な秋晴れのなか、例年以上の約

３部会が協力して参加しました。

５万５千人という本当にたくさんの区民の方々が来場し
ました。

出店場所は昨年に
区民会議は毎年メイン会場の第１駐車場のテント村に

続き区役所１階の

出店してきましたが、今年は場所の移動があり区役所ホ

区民ホールとなり、

ールでの開催となりました。当初は来場者が減るのでは、

あおばみんさんとの共同出店となりました。

と心配しましたが、大勢の方が来られてコーヒーサービ

自然・環境部会は「青葉区検定（第６回）街路樹クイ

スも 250 杯が完売になりました！

ズ」
。 安全・安心・まちづくり部会は「あなたの減災

今年の出し物は・・自然・環境部会が「青葉区検定（第

力 試してＱ 2016」を実施。 健康・福祉・教育部会

５回）鶴見川流域クイズ」を。

は好評の「介護施設一覧表」を配布しました。

安全・安心・まちづくり部会は「市民減災トリアージ・

クイズやアンケートに答えていただいた方への煎れ立

減災クイズ」を。健康・福祉・教育部会は「ケアプラザ

てのコーヒーサービス（区民会議カフェ）は今年も

知っていますか？」+介護施設一覧配布を実施しました。

大変喜ばれました。

今年は念願だったお揃いのはっぴを着ることになり、

多くの区民の皆さんと意見交換ができ、区民会議の

来場者に一目で区民会議メンバーが分かるため、区民の

活動をＰＲできた一日でした。

皆さんとのコミュニケーションを図るうえでも効果が大
きかったように思いました。
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区民会議交流会 2015
第 41 回 区民交流会
日時 平成 27 年 11 月 27 日（金） 2 時～4 時 30 分
場所

分科会の様子

波止場会館４階大会議室、小会議室

テーマ 「今こそ考えよう！これからのまちづくり」
参加者

■ 当日プログラム
＜第１部＞
(1)挨拶（趣旨説明）
交流会実行委員長：保土ヶ谷区民会議
(2)あいさつ
市民局部長
まちづくり入門講座
(1)横浜市が目指す大都市制度『特別自治市』について

グループ意見交換報告

政策局大都市制度推進室長政策局担当部長 橘田 誠氏
(2)データを活用した市民参加のまちづくり
政策局政策課担当係長

関口 昌幸氏

(3)質疑応答
〜休憩〜
＜第２部＞グループ意見交換（５分科会）
(1)福祉：高齢者、子育て支援、地域の助け合い
(2)自然と環境：水・緑、３R 夢（スリム）プラン
(3)交通 ：自転車、バス、道路
(4)教育・文化：人づくり、地域づくり
(5)災害 ：防災・減災、自助・共助
＜第３部＞グループ意見交換報告
■ 全市交流会全体報告
横浜市民局オーホームページを参照

http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/kochosodan/k
ocho/kuminkaigi/pdf/41kouryukai-shiryou.pdf
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区民会議交流会 2016
第 42 回 区民交流会

●畑達子さん

日時 平成 28 年 12 月 2 日（金） 2 時～4 時 30 分

「ほどがや☆元気村」は８年前から始まりました。区

場所

の委託を受けて地主さんのご厚意とご指導で、区内の

波止場会館４階大会議室、小会議室

小学生４～６年生は私達実行委員と一緒にやっていま

テーマ 「いくつになってもチャレンジする

す。
大体子育てが終わったころ生涯学級に入りまして、

新らしい社会をめざして」

そこで学び、現在の活

参加者

動につながったそうで
す。小さな子供の頃か
ら環境や自然と絆を持
つことが大事なんじゃ
ないかと気づきまして、
開村した「ほどがや☆
元気村」に入ることになりました。
●長谷川さん

■ 当日プログラム

「鶴見川舟運プロジェクト」を立ち上げられました。鶴

＜第１部＞

見川舟運文化を次代に」との思いで、新横浜公園、日産

(1)挨拶（趣旨説明）

スタジアムの中に40 坪の土
地を借りて子供たちと一緒

交流会実行委員長：青葉区民会議

に稲刈り、餅つきというよう

(2)あいさつ

なことで、一年間のストーリ

市民局部長
(3)リレートーク

ーを作って活動しています。

【パネリスト】

●大野

畑 達子氏

ほどがや☆元気村

保土ケ谷区

2006 年、自治会長さんというくじに当たって人生が狂い

長谷川 武明氏 鶴見川舟運復活プロジェクト 港北区
大野

承氏

【進行】

承さん

始めました。自治会を中心に様々のグループに関わるよ

３丁目カフェ
青葉区
小池 由美（青葉区）

うなってしまいました。いろんな地域の情報を横串にし
た「かわら版を作りました。次に横浜市と東急が企画し

～～休憩～～

ている「次世代郊外まちづくり」に「３丁目カフェ」と
いう地域の居場所作りを提案しました。家賃を払う経営

＜第２部＞グループ意見交換（５グループ）

を何も知らないで初めて
＜第３部＞グループ意見交換報告

しまいましたが、
「大丈夫
か？心配しているよ」とい
う声掛けでなんとか続い

■ 全市交流会全体報告

ているとのお話でした。

リレートーク

第２部では、パネリストも交えて５グループに分かれ、
テーマ「いくつになってもチャレンジする新しい社会を
目指して」や地域活動についてグループ意見交換をしま
した。
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横浜北部まちづくり交流会
横浜北部まちづくり交流会は、実行委員会形式で北部 4 区の団体が幹事を持ち回りで開催しています。
構成団体：青葉区民会議、Tomodachi Club(港北くみんの会)、まちづくりネットワーク緑、都筑魅力アップ協議会
このまちづくり交流会は 1996 年に青葉区民会議、港北まちづくり区民の会、緑区民会議の 3 区民会議交流会を発端
としたものです。港北区、緑区の区民会議が解消後、都筑区のまちづくり関連団体も合わせ、新たに 4 区の横浜北
部まちづくり交流会として交流会を継続しているものです。

●横浜北部まちづくり交流会 2015

●横浜北部まちづくり交流会 2016

日時：2015 年 12 月 12 日（土） 10:00－12:30

日時：2017 年 3 月 19 日（日） 10:00－12:30

場所：かけはし都筑 （都筑区）

場所：ビオラ市ケ尾地域ケアプラザ（青葉区）

幹事区：都筑区

幹事区：青葉区

参加者：45 名

参加者：35 名

●開会の挨拶

山岸紀美江

●開会の挨拶

●横浜１８区の防災マップの現状を知る

嶋田敦雄

●各区報告

「横浜１８区防災マップ比較と課題」秋山満（都筑区）

港北区－Tomodachi Club（港北くみんの会）の活動

都筑魅力アップ協議会

緑区－プラントの災害と対策

●横浜北部の情報交換

青葉区－区民会議活動報告

・まちづくりネットワーク緑

都筑区－都筑魅力アップ協議会の活動報告

「良き部分を表す道具としてのマップ」

●ランチ交流（Mom’s

・青葉区民会議

●閉会

「横浜北部のまちづくりを地図から考える」
・都筑魅力アップ協議会

Dining より）

次回への引き継ぎ

港北区代表 川井さんへ

内容：今回は北部 4 区全区が集まることができました。交流会

「マップあれこれ」

としてテーマを設けず各区の活動紹介としました。港北区では

内容：第１部に秋山さんより横浜 18 区防災マップの比較

高齢者支援や駐輪など交通課題、地域話題など 4 つの活動を展

とそこから見える課題について講演がありました。詳細

開。緑区からはプラント災害の危険な状況から日頃の自助共助

比較については別途報告書を参照。第 2 部では今回 3 区

につながる話題、都筑区からは横浜市長ティーミーティングで

からマップを通して区を伝える報告がありました。緑区

報告した緑道と自転車交通課題の状況など、いずれもホットな

からは「オープンデータの時代にきて、データを利用し

内容でした。今回はランチを食べながらの分散会形式での交流

た市民活動の時代ではないか」や「地域で一般に使える

としましたが、どのグループからも、交通や福祉など各区で共

マップができないか」といったまとめがありました。青

通する話題が多く話されました。区ごとの課題であっても情報

葉区民会議からはオープンデータ活用プロジェクトとも

共有することでさらに違う視点に気づいたり、先進的な取り組

連動させまちづくりを地図から考えるためのさまざまな

みを知ることができるなど、北部 4 区で交流することの意義が

データを紹介しました。都筑区からは住民や地域企業と

再確認されました。次回は幹事区を港北区にバトンタッチする

協働して防災マップを作成している状況の報告がありま

ことが了解され、今後も継続的に会を開催することで各区のま

した。

ちづくりにお互い貢献していくことができる良い機会となりま
した。
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広報委員会

HP

●第 11 期広報委員会は各部かいより部会長、広報委員、

●区民会議活動紹介展示を行いました。

および代表、広報委員長の構成で活動しました。

場所：青葉区役所 1 階区民ホール

（広報委員会名簿参照）

日時：10 月 11 日～14 日

●区民会議ニュースの発行

内容：3 つの部会活動と区民会議ニュース 9 期～11 期

43 号 平成 27 年（2015）9 月発行
44 号 平成 28 年（2016）2 月発行
45 号 平成 28 年（2016）9 月発行
46 号 平成 29 年（2017）3 月発行
以上 4 号発行しました。配布先として、自治会回覧用（15
連合自治会を通じて区内全域に配布）と、区民利用施設
各所（6 地区センター、11 地域ケアプラザ、コミュニテ
ィハウス、山内図書館、青葉区民交流センターなど）
、田
園都市線区内駅 6 カ所、市地下鉄あざみ野駅、JR 長津田
駅などの PR ボックスへ配架しました。
●編集・発行
青葉区民会議ガイドブックの改定、作成しました。
(50 部)
第 11 期区民会議活動記録の編集作成を行いました。
（100 部）
●お知らせメールの配信
運営委員会からの情報をお知らせメールとして、適宜委
員に配信しました。 ●号から
内容は、運営委員会報告（部会報告などを含む）
、事務局
からの情報提供、区民会議活動に必要な各種行政情報な
どをお知らせしました。
●横浜北部まちづくり交流会用 ML の運営
11 期中に 2 回の交流会を開催し、その連絡用に活用しま
した。
●ホームページの運営
定期的に更新を実施しました。
公開講座の申し込みやアンケートなど、必要に応じてフ
ォーム設定をし、広報周知に役立てました。
また、他関連サイトへのリンク張りをすることで、周知
が出来ました。
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総
■発足総会

会

平成 27 年 4 月 25 日(土)

■中間総会

平成 28 年 5 月 14 日(土)

第 11 期区民会議代表委員選出に関しては、第 10 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嶋田
敦雄委員（安全・安心・まちづくり部会）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－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２名。 代表委員
を加え総勢１２名の運営委員でスタートしました。
継続委員 38 名 新規 10 名 総数 48 名
代表１、副代表として 3 部会長、渉外担当副代表１
中間総会プログラム
9：30
開場 受付
10：00
開会
進行
池 由美
10：05
行政挨拶
青葉区長
小池 恭一
代表挨拶
代表 嶋田 敦雄
10：10
部会活動報告(10 分)
自然・環境部会
部会長
加茂千津子
安全・安心・まちづくり部会
部会長
小池 仁
健康・福祉・教育部会
部会長
大友 徹
質疑応答
10：40 広報委員会活動報告（HP 含む） 広報委員長小池 由美
運営委員会報告
代表
嶋田 敦雄
（提案内容などの報告）
（勉強会報告） 担当 小池 由美
質疑応答
11：00
顧問のみなさんからの情報提供
発足総会プログラム
13:00 開会宣言
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 10 期青葉区民会議代表委員 加茂
13:25 第１１期発足準備
・第１１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
・３部会(３分野)紹介（１．健康、２．環境、３．安全）
13:40 第１回部会開催
・自己紹介
・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（仮でも可）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
→選ばれた運営委員は運営委員会会場へ移動
→運営委員以外の委員は全体会会場へ移動
休憩
14:15 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 11 期運営委員
・代表、副代表、広報委員長、運営委員の紹介
・第 11 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
室谷野区政推進課長
15:00 閉会宣言
第 11 期運営委員

（顧問議員の方々からの情報提供）

■解散総会

平成 29 年 4 月 22 日(土)

第 12 期活動が円滑にスタートすること期待して、第 11
期運営委員会では、3 部会継続を引き継ぎ事項としまし
た。今後さらに活動が活発になるようテーマ別活動の進
め方について早期に検討することも引き継ぎ事項としま
した。
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衣笠 紀男

・自然・環境部会

２０１６年度 論点案

飯塚 宏

１）公園にこんなものあるいはサービスがあるともっと

幅広く区民の方々の要望や問題点を聴取して、区民と

楽しくなる

して少しでも住みやすいまちづくりに貢献できたらと大

２）
（仮称）
「公園を考える会」を立ち上げる

きな希望を持っているのであるが、時間に制約されてし

２０１６・８・２２

まい思う通りに行動できなかったことを反省している。

（１）区民まつり向けに街路樹検定提案（添付別紙）

区民会議もできるだけ多くの方に参加して頂きよりよい

（２）予算案に対するコメント 都市文化に占める緑の

国にして行きたいものである。

役割など

板垣 隆士

小杉 富雄

本年度、緑のまちづくり地域緑化を推進している柿木

光陰如矢

１１期の２年間もあっという間に終わろ

台を見学したり、藤が丘のもえぎの樹林を見学したり、

うとしている。期初、部会長を補佐し、経験・個性豊か

寺家ふるさと村を歩いたりと、青葉区内の自然・緑化に

な仲間の皆さんと、楽しくいろいろな活動をしたいと思

ついて理解を深めた。それぞれで、自然・緑化に関する

っていたが、振り返ると反省も多い２年間だった。

取り組みの熱意を感じた１年間だった。

来期は区民会議の役割を再考し、期待される、自由闊達
で楽しい区民会議活動ができればと考えています。

太田 治人

関係した皆さん、ありがとうございました。

自然環境部会に入り2年経過しました。よく解らず多分

鈴木喜代子

皆様に多大なご迷惑おかけしたと思います。地球温暖化

－寺家ふるさと村－

等環境問題には大変興味を持っておりますが、青葉区と

長いことスポーツ一筋に過ごしてきて、趣味とは言っ

言う一番身近な場所で環境に即したテーマを議論してい

てもよりプロに近い日々を過ごしてきたが、いまはもう

ることに感心し、特に鶴見川の自然と治水に関しては、

気力もなく、もちろんプレーもできなくなり、はたと困

今まで無関心であっただけに驚きました。皆様と一緒に

って何をしようかと思った時、子供時の疎開先での生活

前向き活動したいと思いますので、

が思い出されたのです。小学校４年生のとき転校し、そ

宜しくお願い致します。

こは郡山でも田舎っぽい学校だった。のちに父が言うに
は、私と弟をのびのびさせたかったのだと。戦時中で周

大野 承

りには若い人はおらず、年寄り子供ばかりでも野原があ

前期途中から仕事を初めてしまったため、今期１１期

り、川があり、夏は天気が良ければ泳ぎ、普段は近所の

も区民会議活動に半分程度しか参加できなくて、皆さま

子と遊び、恵まれた子供時代過ごした。学校帰りには田

に迷惑をかけました。そんな中第２回の緑視率駅前観察

んぼで藁の下に潜ったり稲わらに登ったりした。その後、

会が出来たのが唯一の救いでした。

東京の家は戦災で焼け落ち、再び戻ることができなくな
った。戦後いつも思い出すのは、あの田園風景。結婚し

加茂 千津子

てから東京に戻り、子育てにも一段落し、より安らぎが

広報活動広聴活動を担いたく、今期は公開勉強会を目

あり田舎っぽい所はどこか？現在私は毎日２０分ほど車

指し活動をしました。部会の皆さんの協力で「公開講座

を転がし、この辺りで一番田舎っぽい所？を歩いている

を」開催しすることができ、区民に「流域のいう視点で

のです。ここは区民会議で知り、歩いた所です。

鶴城川の自然や防災」について伝えることができました。

福島 憲一

これからもまちを観察しまちの課題を見つけ、区民とと
もにすみやすいまちづくりを目指し活動していきたいと

１１期の大イベントは公開講座。当日は法事で欠席で

思います。

したが、町内会の会長にお願いして、町内の全掲示板に
そのチラシを貼る事で告知を手伝えたのはせめてもの救
い。部会運営は部会員の総意とはいえ、観察会が少なか
ったのは残念。
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伊藤久美子

健康・福祉・教育部会

部会の皆さんの勉強量・知識量に、多くの刺激を受け勉

飯塚秀子

強させていただきながら、楽しく街づくりを考えること

12 期も継続して参加したいと考えているが、各部会の運

ができました。防災・減災、交通問題等、意見交換や活

営の仕方を考えて行く必要があるのではないかと思う。

動を通して浮き彫りになるまちづくりの課題や提案を、

各部会でそれぞれの議題を持ちながら、その検討結果

もっとより多くの区民の方々に発信できたらと感じてお

が区民につながっていない。折角の討議、勉強が委員間

ります。また、北部４区との情報交換も大変有意義なも

に限られてしまっている。

のでした。今後も小さな積み重ねがまちづくりに反映で

区民会議の目的を元に戻して区民から意見を吸い上げ、

きるよう区民会議の活動に参加していきたいと思います。

検討し、地域に還元することを重点において１２期を進

太田真一

めて行きたいものである。

まちづくりや交通については、議論する時間は少なかっ

大友徹

たが、防災については部会の人から様々な情報が提供さ

多くの人々に支えられて１１期が終わろうとしている。

れ、勉強になった。区民会議にこれまで長くかかわって

当部の部員の方々に感謝し乍ら次期には又、力を合わせ

きたが、久しぶりに部会・勉強等に参加して充実してい

て市民目線の活動を致しましょう。お互いに金太郎飴で

た半面、関心を持ったことが色々出てきても、部会や勉

はなくてよかった。部名の如く、区民会議各位のご健勝

強会以外に時間をとって情報収集したり、情報がまとめ

を祈ります。

たりする時間がとれずに、中途半端に終わった感もある。
それでも、やはり様々なことに関心を持ち続けたいと思

佐々木允明

う。

区民会議の知名度はあいかわらず低迷を続けている。
税金を使って活動しているがその意識は希薄であり、存

小池由美

続の是非が問われても不思議ではない。

11 期は新未来プロジェクトに係りました。都市計画マス

区民会議でしかできない、区民目線に立っての共通の目

タープラン・青葉区プランの改定へどれほど区民の関心

的意識をどう形成するのか、その仕組みを早急につくら

を集め意見集約が青葉区民会議として出来るのかが問わ

ねばならない。

れたと思います。いくつかの項目が区プランの中で取り

トップだけで空回りしているような“トップダウン制度”

上げられ、提案活動を続けたいという原動力になりまし

は、もう止めてはどうか。

た。さらに横浜市のオープンデータ推進を受け、区民会
議活動向上のためオープンデータ活用プロジェクトをス
タートさせたことは、いつかの時点で評価されたいと思
います。

小池仁

安全・安心・まちづくり部会

2 年前に交通事故で愛娘を失った父親の一言、
「青信号に

飯島秀剛

なったから渡っていいよ、とはもう言えません」が忘れ

前期、途中からの参加で、１年あまりよくわからないま

られません。今期は 2 月に開催した「歩く人も交通ー交

ま、参加していた。基礎的な勉強が必要だと痛感し、今

通まちづくり」を自分のメインテーマとして活動しまし

期の初めに防災士の資格を取得した。防災・減災の世界

た。普段自分で車を運転していて感じている

を俯瞰すると、さまざまな団体が乱立し、防災関連の資

「ゾーン 30」や「40 ㎞/h 制限」すら守らない車が多い

格も多種あるが、団体間連携が密でなかったり、防災関

現状について、他の方々と意見交換したいと思ったから

連の資格取得者を地域で生かす受け皿が機能していなか

です。色々なご意見を伺えたのは区民会議に参加して得

ったりで、災害に対する準備期の備えに課題があると感

られた収穫です。これをもとに今後も「安全・安心まち

じている。次期では、この点を深めていきたい。

づくり」の活動を進めていくつもりです。
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鮫島毅人

ましたが、鈍牛としては反芻を繰返しながら一歩、一歩

私が青葉区民会議の委員になってから 13 年になります。

歩んでいきたいと思っています。安全で安心な、
「花と緑

一時期委員になりてがなかったり不稼働委員が多数出た

に満ち満ちた読書活動が盛んな街」となることを願って

りして、区民会議がこのまま存続出来るのかと心配した

います。

時期もありましたが、多くの若い方が参加されるように

千葉泰弘

なり、議論も活発で安心しています。若い方の意見を聞

第 11 期区民会議安安部会に参加させていただき、

くことは私自身にとって非常に参考になり、教えられる

幅広い活動の一端に触れ、感謝しています。第 11 期の

ことも多く、勉強になります。 有難いことです。

テーマは「防災」と「交通」
、それぞれに関係した講演
嶋田敦雄

会やワークショップ、まち歩きも大変勉強になりまし

第 11 期、区民会議の皆さんにはお世話になりました。

た。自分からアクティブに行動することはあまりあり

青葉区ライフの今までは・・・何もやらなくても平和も

ませんでしたが、今回の参加を機に地域の問題にもっ

どきに時が過ぎてきました。 でも 何かをやろうとす

と積極的に関わっていきたいと思います。来年度の活

ると 「壁たち」が見えてきます。 そんな中で来期は

動にも参加させていただきたいと思います。

「まちのこれから」を想定したいと実感しています。

土志田晶子
諏訪 猛男

最初に安安部会に参加させていただいたときに衝撃を受

昨年は４月の熊本地震から１２月の糸魚川大火災まで自

けました。高度な内容、皆さんの熱い心にです。よくわ

然災害多発の年でした。被災された方々に心からお見舞

かりません！と言って教えていただき、自分でも勉強す

い申し上げつつ、特に熊本地震の災害支援活動は今後起

べきでした。今は皆さんの発信をもっと多くの方に知っ

こるとされる南海トラフ、首都圏直下地震の参考になる

てほしいです。小池さんから楽食で子供たちも一緒にで

と思い、安安部会の田奈・恩田地区まち歩きに参加し、

きるプログラムをと伺いました。是非またヘルスメイト

徳恩寺住職の方の熊本地震ボランティア活動体験談を聞

も関わらせていただきたいです。よろしくお願いします。

けたことが一番の思い出、収穫でした。
年後半は自治会、防災拠点活動と日程調整がつかず、区

松尾良信

民祭りなどの活発な安安部会活動には殆ど心の参加に終

私は、地元自治会での防災活動に参加した事がきっかけ

わりました。来年は区民会議、安安部会活動を参考に、

で、防災拠点の運営委員になり、区民会議の「安全・安

もう少し、自分の活動の幅を広げ、内容を深化する必要

心・まちづくり部会」に参加する事になりました。

があると感じています。

大地震は必ずやって来る、でも青葉区は大丈夫、と多く
の人が確信しています。この根拠の無い自信の発生源の

関谷純

探索が当面の一番の関心事です。

もともと、地方行政に関しては、いろいろと考えること
が多かった。同時に、市民としての役割も一層自覚せね

渡辺欣行

ばと思っている。横浜市政に関して、少しでも働きかけ

昨年４月から参加しました。要領がわからないままに５

る、意見が言えるチャンスがあればと思い、昨秋から会

月末に「防災まちあるき 恩田あかね台地区」を計画し

議に参加した。時間の制約もあるなかで、もう少し参画

いつものメンバーでまち歩きを実施しました。 恩田川、

を増やしたいと考えている。

田奈田んぼ、あかね台中学校（地域防災拠点）
、徳恩寺な
どを回り、地区にある防災上注意すべき地点や減災施設

田中秀行

などを再認識しました。徳恩寺ご住職の話もよかったで

青葉区の様々な現状に気づくことのできる良い学びの場

す。また、部会や教室など通じ地域の仲間と交流できた

だと思います。先輩諸兄姉の知識量に感心しながら、素

ことも大きな収穫でした。来年度は、
「地域の防災力の向

人目線での意見を述べさせていただいた一年でした。な

上」をテーマに防災まちづくりをより多くの仲間と交流

かなか日程の調整がつかず（特に日中の勉強会）不参加

して進めていきたいと思います。

できないことも多く、話が見えなかったことも多々あり
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第 11 期青葉区民会議委員名簿
自然・環境部会

（15 名）

部会長：加茂千津子

副部会長：大野承

飯塚宏

板垣隆士

太田治人

福島憲一

福田宏

三品武司

健康・福祉・教育部会
部会長：大友徹

小杉富雄

緒方陽子

片村晋

衣笠紀男

鈴木喜代子

関司郎

（山口麻津子）

（14 名）

副部会長：齋藤静子

飯塚秀子

岩瀬浩一

狩野恭子

狩野恭子

手塚博之

福田康子

森健

近藤美恵子

安全・安心・まちづくり部会
部会長：小池仁

小島満寿江

坂田啓輔

佐々木允明

碓井知佐子

（西本和彦

古川紀子

諏訪猛男

嶋田敦雄

布川美由紀）

(23 名)

副部会長：小池由美

秋山アサヒ

大和田和子

飯島秀剛

加藤隆士

鮫島毅人

高林美千代

手塚孝

太田真一

三枝和江

山口香世

松尾良信

土志田晶子

田中秀行

北嶋克悦

渡辺欣行

伊藤久美子

関谷純

※平成 29 年 3 月 1 日現在

(

松本主計

千葉恭弘

)は期中に退会

委

員

構 成 (平成 25 年 3 月 1 日現在)

公募

自治会・町内会推薦

団体推薦

合計

45

2

5

52

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

青葉区更生保護女性会

青葉区老人クラブ連合会

谷本連合自治会

運
氏

営

委 員

名

会

役

職

等

嶋田 敦雄

代表（安全・安心・まちづくり部会）

加茂 千津子

副代表（自然・環境部会）

大友 徹

副代表（健康・福祉・教育部会）

小池 仁

副代表（安全・安心・まちづくり部会）

小池 由美

渉外担当副代表╱広報委員長（安全・安心・まちづくり部会）

大野 承

（自然・環境部会）

福島 憲一

（自然・環境部会）

小杉 富雄

（自然・環境部会）

飯塚秀子

（健康・福祉・教育部会）

岩瀬 浩一(西本和彦)

（健康・福祉・教育部会）

齋藤 静子

（健康・福祉・教育部会）

鮫島 毅人

（安全・安心・まちづくり部会）

松尾 良信

（安全・安心・まちづくり部会）

広
委員長：小池 由美
坂田啓輔

大友徹

斎藤静子

報 委

員

会

副委員長：大野 承
加茂千津子

小杉 富雄
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小池 仁

嶋田 敦雄

田中秀行

平成 28 年度横浜市予算に対する要望・提案と回答
加茂 千津子 様
平成27 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28 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」の早期開園について
「（仮称）恩田市民の森」の早期開園について
恩田地域の里山は、寺家ふるさと村とともに青葉区民として継続して保全していきたい地
域です。
「（仮称）恩田市民の森」は、市民に親しまれ、身近な緑として散策できる森と、谷戸が
保全されるような整備をして一般公開してください。
開園に当たっては、計画から市民が参加し、市民が協力して保全活動ができるような組織
を作ってください。
また、良好な森として維持管理するための森の保全管理計画も作成してください。

【回答】
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。樹林地のもつ形態を生かし、
自然に近い環境の中で散策などを楽しんでいただけるように、区域の拡大に向けた取組も
進めており、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。
開園後の維持管理にあたっては、多様な動植物の生息や利用者への安全確保等の良好な
樹林地の育成を図るため、地域の方々を中心とした市民の森愛護会の結成や森の将来像や
具体的な管理方法を定めた保全管理計画の策定について、調整を進めてまいります。
平成28 年3月31 日
横浜市環境創造局緑地保全推進課担当課長 清水 健二
（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 景山 敦樹
（みどりアップ推進課 電話：045-671-2810 FAX：045-224-6627）
（広聴 第 27-900008 号）
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平成 28 年度横浜市予算に対する要望・提案と回答
小池 仁 様
平成 27 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。
青葉区民会議 安全・安心・まちづくり部会
【意見・要望一覧】
１ 「青葉区在宅避難のススメ」の策定
２ 感震ブレーカーの設置推奨や青葉区の特性にあった補助制度を希望します。
３ 地域防災拠点の役割とまちの防災組織の役割の明確化
４ 自助や共助が有効に行えるための情報支援
５ ガスカセット式発電機への早期入れ替え
６ AED について
７ マンション防災対策の整備
８ エレベーター内閉じ込め救助車を規制除外車両対象とすること
９ 災害時要援護者を地域防災拠点（避難所）ではなく直接特別避難所へ受け入れる体制
１０ 自転車利用ルールの周知のための継続的啓発について
１１発災時にボランティアの受入れ窓口となる災害ボランティアセンターに区民の安全・安心のための体制と設備を充実
１ 「青葉区在宅避難のススメ」の策定
東京都では自然災害に備えた自宅での備蓄について～「都民の備蓄推進プロジェクト」を展開しています。青葉
区での災害想定として「在宅避難」が一番に挙げられるとするならば、それを念頭に置いた対策をしっかり立て、
区民が自助や共助で対策を行うことを推進してください。
【回答】
在宅避難に当たっての各ご自宅の備えは、災害対策を考える上で重要です。これについては、行動指針としてよ
こはま地震防災市民憲章等において、具体的に３日間の備蓄や自宅の耐震化・家具の転倒防止を示しています。
また、自宅での対策として、小冊子「わが家の地震対策」でまとめています。
さらに青葉区では、
「青葉区防災計画（震災対策編）
」において、“最低でも３日間、できれば１週間程度の備蓄”
を区民の皆さんにお願いしており、
「青葉区ガイドマップ・防災マップ」に掲載しております。また、平成 26 年
９月の「広報よこはま青葉区版」では、７日間備蓄等を含めた在宅避難を念頭に置いた自助に関する内容を掲載
しました。
今後も、あらゆる機会を通じて、在宅避難に向けた取組について広報してまいります。
横浜市青葉区総務課長 花内 洋
（総務課 電話：045-978-2213 FAX：045-978-2410
２ 感震ブレーカーの設置推奨や青葉区の特性にあった補助制度を希望します。
横浜市では設置推進対象地域があり、青葉区は対象とはなっていません。しかし、青葉区でも積極的に感震ブレ
ーカーの設置を進めることは火事をださない、在宅避難を勧める青葉区の減災対策のためには必要です。なお、
夜間での感震ブレーカ一作動時での安全対策として、簡易フットライトや非常灯との同時設置も必要であること
も付け加えます。
【回答】
現在、横浜市が行っている感震ブレーカーの補助制度は、地震火災による被害を減らすために、延焼火災の危険
性が高い木造住宅密集市街地等を対象地域として、設置費用の一部を補助するものです。この対象地域は、横浜
市地震被害想定において焼失棟数５棟以上／50ｍメッシュを含む町丁目に相当しています。なお、青葉区では、
「青葉区防災計画（震災対策編）
」において、区民の皆様に対し、火の始末と電気のブレーカーを落とすことにつ
いてお願いしており、感震ブレーカー等についても、今後広報してまいります。
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総務局危機管理課事業推進担当課長 岸本 弘之
（総務局危機管理課 電話：045-671-2011 FAX：045-641-1677）
横浜市青葉区総務課長 花内 洋
（総務課 電話：045-978-2213 FAX：045-978-2410）
３ 地域防災拠点の役割とまちの防災組織の役割の明確化
在宅避難を勧めるためにも、地域防災拠点の役割とまちの防災組織の役割を明確にした青葉区全体での防災体制
づくりを進めてください。
【回答】
町の防災組織と地域防災拠点の役割については、横浜市防災計画及び青葉区防災計画において、定めています。
町の防災組織の役割は、大規模災害が発生した際に、被害を最小限にくい止めるため、必要な初期消火、応急手
当活動、情報収集、避難誘導等を行う身近な助け合いを行うことです。
地域防災拠点は、“避難生活場所”“地域への情報発信場所”“住民による救護・救出活動の支援”“備蓄”の各機能を有
しており、特に地域住民が災害時に生活をおくる“避難生活場所”の開設と運営が重点的な役割です。
町の防災組織においては、町の防災組織活動補助金によりその活動経費を助成するとともに、平成 26 年度から
総務局危機管理課で防災・減災推進研修を開催し、町の防災組織としての具体的な活動を支援しています。また、
消防署等により各自治会・町内会の訓練を指導しています。
地域防災拠点では、避難所の開設・運営や安否確認、炊き出し訓練等の訓練を区内各地域防災拠点で実施してい
ます。
引き続き、青葉区としてそれぞれが役割を果たせるように支援してまいります。また、横浜市総務局危機管理課
では、自治会・町内会等の町の防災組織の活動の参考としていただくため、町の防災組織の活動をまとめた事例
集「ヨコハマの「減災」アイデア集」を作成し、平成 28 年３月に各自治会・町内会に配布したところです。本
事例集においては、
テーマの一つとして“地域の中で連携しよう”という章を設けており、町の防災組織と地域防災拠点との連携につ
いて複数事例を紹介しておりますので、ご活用ください。
横浜市 総務局 危機管理課企画調整担当課長 佐藤 匡広
（危機管理課 電話：045-671-4351 FAX：045-641-1677）
横浜市青葉区総務課長 花内 洋
（総務課 電話：045-978-2213 FAX：045-978-2410）
４ 自助や共助が有効に行えるための情報支援
さまざまな災害が発生することが今後想定されます。迅速に正確な地域の情報を、必要とする人や支える人に届
く方法（体制と情報伝達媒体）を検討ください。
昨年 10 月 13 日に発生した大雨についての避難勧告、避難準備情報を知らせる際の青葉区での情報提供の方法
について、当日での情報提供は、エリアメールでの一斉情報が出た後は、青葉区 twitter によるものが 1 通、避
難所閉鎖が翌日 1 通のみでした。事前に当該地区自治会には連絡が行きましたが、青葉区民対象としては状況が
分からなかったと思われます。また、横浜市の HP へアクセスが集中し、つながらなくなりました。その後の対
応も各区では違っていました。市 HP へアクセスできないと分かると twitter を使って地域情報を出している区
もありました。前回の回答では、twitter を活用してさまざまな情報を発信していくとありましたが、都市災害や
地震災害など緊急時での情報提供に特化して体制を整備してください。
【回答】
災害時の情報伝達については、青葉区としても重要な課題として捉えており、平成 28 年度に青葉区の主要事業
として、災害時の緊急情報発信手段の多重化、多様化を推進する“青葉区版防災情報伝達システム”の検討を行っ
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ています。
具体的には、青葉区コミュニティＦＭ“ＦＭサルース”と連携し、緊急情報を自動的に受信し、拡声する専用の防
災ラジオを自治会・町内会長、地域防災拠点運営委員長等へ無償貸与します。また、クラウド電話を活用して、
自治会・町内会長の電話に対して一斉に情報伝達と収集が行えるシステムを導入します。詳細な事業内容につい
ては、別紙資料をご参照ください。
併せて、twitter による情報発信も引き続き実施し、多様な情報提供ができるよう努めてまいります。
横浜市青葉区総務課長 花内 洋
（総務課 電話：045-978-2213 FAX：045-978-2410）
５ ガスカセット式発電機への早期入れ替え
横浜市全備蓄庫配備のガソリン式発電機の整備状況が良くないとの報告があります。青葉区では順次ガスカセッ
ト方式へ転換するとのことですが、いつ起こるか分からない災害に対応できるよう早急に入れ替えを進めてくだ
さい。
【回答】
青葉区では、平成 27 年度事業として、区内 40 の地域防災拠点にガス式発電機を配備しました。小学校の地域
防災拠点にはカセットガス式発電機、中学校地域防災拠点には LP ガス式発電機を配備しております。
なお、現在、地域防災拠点の防災備蓄庫に配置している各種資機材については見直しを含めた検討を行っていま
す。
横浜市青葉区総務課長 花内 洋
（総務課 電話：045-978-2213 FAX：045-978-2410）
６ AED について
区内のさまざまな施設（公共施設 民間施設 医療機関 コンビニなど）に設置されている AED の電池切れ、パッ
ド利用期間切れを管理し、勧告できる仕組みをご検討ください。いざというときに役立つことが肝心です。
また同時にバッグ・パルプ・マスクの AED とのセット配備を検討してください。
【回答】
AED については、設置者の責任のもと維持管理をしていただいております。日本救急医療財団がインターネッ
ト上に作成している“全国 AED マップ”において、点検担当者の配置の有無等を公表して、情報の登録及び更新を
呼びかけています。
また、医療局ホームページにおいても、AED のバッテリー、電極パッド等消耗品について、AED を設置する各
施設において、点検等適切に管理するよう周知しております。バッグ・バルブ・マスクは、取扱いに習熟した方
（医師、看護師、救急救命士、救急隊員、心肺蘇生訓練講習会の研修課程修了者）以外には使用が難しく、扱え
る方が限られています。ほとんどの AED には、一般の方でも取り扱える、感染を防ぐための人工呼吸用マスク
が付属しています。
医療局ホームページ：http://www.city.yokohama.lg.jp/iryo/aed/ 全国 AED マップ：https://www.qqzaidanmap.jp/
横浜市 医療局 がん・疾病対策課 救急・災害医療担当課長 黒岩 大輔
（がん・疾病対策課 電話：045-671-2465 FAX：045-664-3851
７ マンション防災対策の整備
戸建て住宅に対する防災とは大きく異なるマンション防災について別途対策を明確にしてください。
在宅避難を想定すると、戸建てと集合住宅ではその対策が大きく違います。
【回答】
戸建て住宅と集合住宅で、基本的な防災対策である家具の転倒防止や備蓄等は、共通した対策ですが、集合住宅
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の特徴として、エレベーターが停止すると、昇り降りや物の運搬が困難となり、住宅が孤立するおそれがありま
す。よって、集合住宅の住民等で防災マニュアルや防災訓練、日頃からの備えについて話し合い、共助の体制を
整える必要があります。また、横浜市総務局危機管理課では、自治会・町内会等の町の防災組織の活動の参考と
していただくため、町の防災組織の活動をまとめた事例集「ヨコハマの「減災」アイデア集」を作成し、平成２
８年３月に各自治会・町内会に配布したところです。本事例集においては、テーマの一つとして、“マンションの
対策に学んでみよう”という章を設けており、町の防災組織のマンション対策について複数事例を紹介しておりま
すので、ご活用ください。
横浜市 総務局 危機管理課企画調整担当課長 佐藤 匡広
（危機管理課 電話：045-671-4351 FAX：045-641-1677）
横浜市青葉区総務課長 花内 洋
（総務課 電話：045-978-2213 FAX：045-978-2410）
８ エレベーター内閉じ込め救助車を規制除外車両対象とすること
震災時にビル内エレベーターに閉じ込められた人を救助するための、エレベータ一保守業者の車両を、一定の条
件（例 対応できるエレベーター機種は一社に限らず多様に可能であるなど）の上で「規制除外車両」として認
め、事前届け出申請を可能とすることを要望します。
11 エレベータ閉じ込め
エレベータは中程度の震度でも停止する可能性があるので、南海トラフ巨大地震でも多くの閉じ込めが発生す
る可能性があります。また、元禄型関東地震では大規模火災の可能性があり、救助要員の不足から救出が困難
となる可能性があります。
エレベータ閉じ込めが発生する可能性のある台数（単位：台）
台 数

元禄型関東地震

東京湾北部地震

南部トラフ巨大地震

2,739

1,453

897

横浜市防災計画 P38 より
【回答】
“規制除外車両”の事前届け出申請は、申請を行う規制除外対象車両の使用者が、申請する車両の使用の本拠の位
置を管轄する警察本部に届けることとなっており、以下のものが対象車両とされています。
•医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
•医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両
•患者等搬送用車両（特別な構造又は装置があるものに限る。
）
•建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
“規制除外車両”の審査等は、各都道府県公安委員会によって行われますので、ご了承の程よろしくお願いいたし
ます。
横浜市青葉区総務課長 花内 洋
（総務課 電話：045-978-2213 FAX：045-978-2410）
９ 災害時要援護者を地域防災拠点（避難所）ではなく直接特別避難所へ受け入れる体制
災害時要援護者（要配慮者）をはじめから特別避難所で受け入れられるように体制を整えることを要望します。
（提案 3 とも関連しますが、拠点の役割、町の防災組織の役割の明確化を行うことでこの課題解決が進みます）
【回答】
特別避難場所は、一次避難場所となっていませんが、特別避難場所への受入れについては、
地域防災拠点に避難されている方に限らず、在宅の方を含めた全体の中で、援護の必要性の
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高い方を優先して区本部長が決定することとしています。今後も、迅速に特別避難場所を開設し、要援護者の方
の受入れができるよう、日頃からの関係機関等との連携を進めていきます。
健康福祉局福祉保健課長 菊池 孝
（福祉保健課 電話：045-671-3427 FAX：045-664-3622）
10 自転車利用ルールの周知のための継続的啓発について
自転車が安全で快適に通行できるよう自転車通行空間の整備を推進するとともに、自転車利用のルールの厳守を
周知するために、これまで実施してきた周知活動の効果検証を行い、さらに限られた年齢層だけでなく、全年齢
層への効果的な周知方法を検討するとともに、それらの継続的な周知活動を要望します。
【回答】
現在、策定が進められている“横浜市自転車総合計画”を踏まえ、自転車を安全に正しく使えるよう利用促進の施
策を進めます。
また、これまでも、小学校における自転車の乗り方教室や、スケアードストレート（スタントマンによる交通事
故再現）による自転車の正しい乗り方指導などを行っています。また、青葉警察署や青葉交通安全協会などが実
施する自転車マナーアップキャンペーンへの協力を行うなど、自転車の運転マナーについて啓発活動を行ってい
ます。
自転車の運転マナーの向上を図るためには、自転車を運転する一人ひとりが、運転マナーを理解し、実践してい
くことが必要であり、そのためには、様々な機会を捉え啓発活動を行っていくことが重要と考えております。引
き続き、青葉警察署等の関係機関と連携し、自転車の運転マナー向上の啓発活動を推進していきますので、御理
解と御協力をお願いいたします。
青葉区地域振興課長 功刀 恵子
（地域振興課 電話 045-978-2292 FAX 045-978-2413）
横浜市青葉区青葉土木事務所 副所長 山田 耕作
（青葉土木事務所 電話：045-971-2300 FAX：045-971-3400 ）
11 発災時にボランティアの受入れ窓口となる災害ボランティアセンターに区民の安全・安心のための体制と設備を充実
発災時に全国から集まる災害ボランティアの受入れと被災地への派遣・コーディネートを行う災害ボランティア
センターの役割は重要です。しかしながら、災害ボランティアセンターの開設場所を公会堂の 2 階に決定してい
るものの、その活動に必要な設備（PC、ファックス、電話、ネットワーク環境など）が防災計画に文字通り書か
れているだけで具体的な設置・運用可能な状況にはなっていません。災害はいつ発生するか分かりません。ボラ
ンティアセンターの活動をスムーズに行うための設備の導入をご検討ください。
【回答】
ご指摘のとおり、災害時におけるボランティアセンターの役割は重要です。大規模災害が発生し、ボランティア
の受入れが必要になる場合は、インフラにも大きな被害が予想されます。そのため、提供する設備（特にインタ
ーネット回線）について、耐災害性の高いものを準備する必要があります。
今後は、民間企業等と協力し、災害に強いネットワークの導入を含めた検討を行い、ボランティアセンター設置
主体である青葉区災害ボランティア連絡会や青葉区社会福祉協議会と連携して、準備を進めてまいります。
横浜市青葉区総務課長 花内 洋
（総務課 電話：045-978-2213 FAX：045-978-2410）
平成 28 年 3 月 31 日
（広聴 第 27-900010 号）
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平成 29 年度横浜市予算に対する要望・提案と回答
加茂 千津子 様
平成28年９月15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 自然・環境部会
【意見・要望一覧】
１．「緑視率」を緑豊かなまちづくりのための１つの指標として取り入れることを要望します。
２．「緑視率」調査から出たいくつかの事業提案
（１）歯抜けとなった街路樹の補植について、地域のシンボルである駅前地区の優先付けをおこない実施する。
特に市が尾駅前は永年街路樹伐採後放置されており、バリアフリー化や電線地中化などの選定地区であることか
ら、補植の優先順を上げる。（写真A）
（２）シンボルツリーの植樹による駅前景観の確保。樹木が困難な場合は大体のオブジェ案を公募するなど、街
づくりへの関する関心を高めると共に景観の向上を図る。具体的にはあざみ野駅前。（写真B）
（３）駅前景観という視点から新たな商業看板基準の設定。具体的には「横浜市屋外広告物条例」の適用に加え、
みなとみらい地区と同様に青葉区内の駅前周辺の「横浜市景観計画」の策定。特に藤が丘駅前。（写真C）
（４）青葉台駅前の電線地中化の優先順を上げて欲しい。（写真D）
（５）壁面緑化策の研究及び導入誘導。 例：藤が丘駅前。（写真E）
（６）駅前シンボル緑地の整備。折角の地域資産を有効に生かすため、公募などにより街づくりへの関心を高め、
景観の向上を図る。具体的には藤が丘駅前。（写真F）
（７）青葉区の特徴資産である街路樹についての広報を強化して、緑の維持・景観の維持への関心を高める。
（８）ハマロードサポーターの広報を強化して、区民・行政・事業者一体の環境維持向上を進める。
３．鶴見川流域共通サイン（バクの案内板）「市ヶ尾高校周辺案内図」の改修を要望します。
４．鶴見川川沿いの道（右岸）より「寺家ふるさと村」へ入る道案内表示の設置を提案、要望します。
５．市が尾駅前に、鶴見川沿いに歩いて寺家ふるさと村へ行く周辺案内図の設置を要望します。
６．（仮称）恩田市民の森が整備され、開園することを要望します。開園に際しては地域の方や市民と意見交換
をするなど市民に理解され、開園の準備が進められることを要望します。
１、「緑視率」を緑豊かなまちづくりのための１つの指標として取り入れることを要望します。
「緑視率」は緑の量の測定だけではなく、まちづくりの問題発見ツールとしても有効な指標となります。街路樹
や住宅地の緑、屋敷林など小さな緑の存在を認識し、広く紹介できます。緑視率という指標を使った測定のメリ
ット は以下の通りと考えています。
①感覚的評価を比較的簡単に数値化できる
②経年測定により緑の量の変化とその原因がわかる
③緑の測定と合わせて街の変化がわかり、まちづくりへの関心が深まる
【回答】
水と緑の基本計画においては、水と緑の総量を把握する指標として水緑率を基本指標としています。なお、個別
の事業においては、緑視率を用いて事業前後の緑の量を把握している場合もあります。
水・緑環境の状況を把握する手法については、その他の手法も含め、継続的に研究、検討していきます。
環境創造局政策課 みどり政策調整担当課長 相場 崇
（政策課 電話：045-671-4214 FAX：045-641-3490））
２、
「緑視率」調査から出たいくつかの事業提案
１ 歯抜けとなった街路樹の補植について、地域のシンボルである駅前地区の優先付けをおこない実施する。特に市が尾駅前
は永年街路樹伐採後放置されており、バリアフリー化や電線地中化などの選定地区であることから、補植の優先順を上げる。
【回答】
街路樹の広報については、
「広報よこはま」や「青葉区民まつり」などで、
「人気がある桜並木」や「公園と一体
で楽しめる散策コース」を紹介するなど、街路樹の持つ魅力を紹介し、景観に興味を持っていただけるように取
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り組んでいるところです。
また、ハマロード・サポーターの広報については、
「道路局ホームページ」
、
「青葉土木事務所ホームページ」
、
「青
葉区民まつり」
、
「チラシ配付」などで、活動紹介や登録団体募集を行うとともに、
「花壇づくり研修会」や「草刈
り講習会」などを実施して活動内容の充実に努め、道路環境の維持向上を進めています。引き続き、より多くの
区民の皆様に関心を持っていただけるような広報づくりに取り組んでまいります。
青葉区 青葉土木事務所 副所長 木村 修平
（青葉土木事務所 電話：045-971-2300 FAX：045-971-3400）

３．鶴見川流域共通サイン（バクの案内板）
「市ヶ尾高校周辺案内図」の改修について
青葉区内の鶴見川沿いの歩道に設置されているバクの案内板のうち、経年劣化などで損傷がはげしく、ほとんど読めないもの
がありますので、改修を要望します。当該案内板：「青葉区市ヶ尾町」（市ヶ尾高校周辺案内図）市の東部・北部に位置する 5
区（鶴見区、港北区、緑区、青葉区、都筑区）を貫いて流れる鶴見川。川沿いの道では、自然環境を愛する人や、健康増進の
目的などから、散策やランニングを楽しむ市民の皆さんが多くいます。
共通サインは、そうした市民に、鶴見川流域における位置、周辺の動植物情報、地域の魅力施設等を紹介し、楽しく鶴見川を
散策できるように案内することを目的として設置されています。
設置は 2003 年となっていますので、13 年を過ぎたなかで、日当たりが良いなど、立地条件によっては、一部に損傷のはげ
しいものがでてきているものと思います。上記のように川沿いを行き来する市民にとっては大変有意義な案内板ですので、改
修を要望します。
【回答】
御要望いただきました「鶴見川流域共通サイン（バクの案内板）
『市ヶ尾高校周辺案内図』の改修」につきまして
は、昨年 11 月に改修を行いました。
今後も定期的に鶴見川流域共通サイン（バクの案内板）の点検を行い、必要に応じて、改修を行ってまいります。
青葉区 区政推進課担当課長 吉田 和重
（区政推進課 電話：045-978-2216 FAX：045-978-2410）

４、鶴見川川沿いの道（右岸）より「寺家ふるさと村」へ入る道案内表示の設置を提案、要望します
寺家ふるさと村へ入るには、自家用車や青葉台駅などからのバス便の他、市が尾駅などから鶴見川の川沿いの道を歩いて、寺
家川との合流地点などより入るコースがあります。 ただ、鶴見川沿いの道には、寺家ふるさと村へ入る道の案内が全くあり
ませんので、簡単なもので良いので、その設置を要望提案します。
【回答】
寺家ふるさと村内には、既存の案内板が数か所設置されていますが、設置から 30 年が経過し、劣化が進んでお
り、劣化の激しいものについて順次、改修を進めています。ご要望箇所の案内板については、平成 29 年度以降、
早期に設置する予定です。
環境創造局 農政推進課長 清野 昌樹
（農政推進課 電話：045-671-2608 FAX：045-664-4425）
５．市が尾駅前における、鶴見川沿いに歩いて寺家ふるさと村へ行く周辺案内図の設置について
田園都市線市が尾駅は、青葉区役所をはじめとした行政施設やスポーツ施設などが集積しており、多くの市民が訪れる駅です。
また近くを鶴見川が流れ、川沿いの道を上流に歩いて行けば、田園風景や史跡が残っており、横浜の原風景ともいえる「寺家
ふるさと村（市民の森）」に通じているため、水と緑の自然環境とも触れ合える貴重な地域でもあります。また、青葉区まち
づくり指針にも市が尾駅周辺について「鶴見川（谷本川）沿いの公共的空間を生かすとともに自然的環境と調和した『区の顔』
となる拠点づくりを進めます」とあります。市が尾から寺家ふるさと村まで川沿いを歩いていくことができるこのウォーキン
グルートを市が尾駅を訪れる市民に知ってもらうため、駅前（区役所側）に駅→鶴見川川沿いの道→（区役所前）→寺家ふる
さと村への散策コースを描いた「周辺案内図」の設置を要望提案いたします。バクの案内板と同じような形で良いと思います。
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【回答】
「青葉区まちづくり指針」では、市が尾駅周辺において、
「鶴見川（谷本川）沿いの公共的空間と調和した「区の
顔」ともなる地域拠点づくり」を進めることとしており、これらの自然的環境を区民のみならず様々な人々にご
利用いただくための環境整備は必要と考えています。
今後、市が尾駅周辺においては、
「市が尾駅周辺地区バリアフリー基本構想」に基づき、案内サインの見直しを検
討していきます。この機会をとらえ、市が尾駅を訪れた方がこれらの自然的環境に触れる機会を創出できるよう
な案内サインの表示についても検討をしていきます。
青葉区 区政推進課担当課長 吉田 和重
（区政推進課 電話：045-978-2216 FAX：045-978-2410）

６、
（仮称）恩田市民の森が整備され、開園することを要望します。開園に際しては地域の方や市民と意見交換
をするなど市民に理解され、開園の準備が進められることを要望します。
横浜市の緑の１０大拠点にも位置付けられている恩田地域の里山は、寺家ふるさと村とともに青葉区民として継続して保全し
ていきたい緑の豊かな地区です。恩田地区は特別緑地保全地区の指定区域が増えつつあり、今後も緑が維持されることは区民
として大変嬉しいことです。
「（仮称）恩田市民の森」は身近な緑として市民に親しまれ散策できる森と多様な生き物たちが住
むことができる谷戸が保全されることを願っています。
また、森づくりや自然に関心のある市民を育てることも視野に入れ、森づくり体験教室や生き物観察会などを通して市民の関
心を高めるための普及啓発活動も要望します。開園準備には計画の段階から市民も参加し、市民が協力して保全活動が推進さ
れる組織を作られるよう願っています。
さらに、今後も良好な森として維持管理するための森の保全管理計画も合わせて作成されることを要望します。
【回答】
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。樹林地のもつ形態を生かし、自然に近い環境の中で散策などを楽しんでいた
だけるように、区域の拡大に向けた取組も進めており、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。
開園後の維持管理にあたっては、
多様な動植物の生息や利用者への安全確保等の良好な樹林地の育成を図るため、
地域の方々を中心とした市民の森愛護会の結成や、森の将来像と具体的な管理方法等を定めた保全管理計画の策
定について、調整を進めてまいります。
環境創造局 緑地保全推進課担当課長 坂井 和洋
（緑地保全推進課 電話：045-671-3832 FAX：045-224-6627）
環境創造局 みどりアップ推進課担当課長 景山 敦樹
（みどりアップ推進課 電話：045-671-2810 FAX：045-224-6627）
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大友 徹 様
平成 28 年 9 月 15 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 健康・福祉・教育部会
【意見・要望一覧】
横浜市立の全中学校に学校給食の導入を要望します。

横浜市立の全中学校に学校給食の導入を要望します
1. 現状
中学校での完全給食の実施は、全国的にはほぼ常識となっており、各自治体の実施率は、 東京都 98％、埼玉県 99％、千葉県
100％等で、全国平均でも約 81％（2014 年）となっている。一方、横浜市においては中学校の給食は行っておらず、完全給
食を実施すべしとの要望に対しては今年 7 月から「ハマ弁」を導入して対応しようとしている。
2. 完全給食の実施を要望する理由
・母親がいない生徒は、他の生徒が母親の作った弁当を食べているのを毎日そばで見ているのは大変つらいものがある。
・行政よりの補助がある家庭はまだしも、補助対象外のグレーゾーンの中間層の中では近年厳しい経済情勢下にある者が増え
ており、そのような家庭と裕福な家庭の格差を「弁当」で目の当たりにしてしまう事になる。
・生活に余裕がない家庭では、弁当代にも事欠く結果、登校したがらないあるいは昼食を粗末なもので済まさざるを得ない生
徒もいる。
・共働きやシングルマザー等仕事を持つ母親にとって、弁当を作ることは時間的、精神的に大きな負担であり、結果的に弁当
を作れないケースも多い。
・給食と違い弁当は冷めた食事となり、夏場は食中毒のリスクも考慮する必要がある。
・厚生労働省では｢野菜は 1 日 350ｇ摂取｣と言っているが、家庭で作る弁当に１食約 120ｇの野菜を入れることは難しい。
・家庭で作る弁当は、子どもの好きなもの主体の栄養バランスの偏ったものになる可能性が高くなる。 成長期の生徒にとっ
て栄養バランスの取れた食事を摂取する事が、肉体的にも精神的にも極めて重要であることは論を待たない。
以上の諸点に対して、「ハマ弁」では十分に対応できないことは明白である。
また横浜市と同様に給食を実施していなかった大阪府や川崎市も完全給食の実施に向けて走り出しており、行政として対応出
来ないという説明は説得力を持たないことも明らかである。
3. 当面の対応策としての提言
「ハマ弁」の取組みが始まったばかりという事情を考慮すれば、本要望に対してすぐに対応することは難しいと思われる。
そこで将来の完全給食の実施へ向けた当面の対応策として、例えば青葉区もしくは幾つかの区を特区として、極力早い時期に
完全給食への試行を開始することを提言する。
【回答】
本市の中学校昼食につきましては、平成 26 年 12 月に、家庭弁当を基本とし、家庭弁当と事前予約による配達弁
当のどちらも選択できる環境を整え、当日注文できる業者弁当で補完する「横浜らしい中学校昼食のあり方」を
まとめました。
生徒・保護者のご都合に合わせて注文できる、栄養バランスのとれた配達弁当（ハマ弁）を 28 年７月から市内
12 校で開始しました。順次、実施校を増やし、29 年１月からすべての中学校・義務教育学校で実施しています。
今後も、
「横浜らしい中学校昼食のあり方」を踏まえ、中学校昼食の充実に取り組んでいきます。
教育委員会事務局 健康教育課担当課長 大野 豊
（健康教育課 電話：045-671-4136 FAX：045-681-1456）
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小池 仁 様
平成 28 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。
青葉区民会議 安全・安心・まちづくり部会
【意見・要望一覧】
１ 青葉区防災関連団体連携会議を新設し、定期的に会議を開催してください
２ 「青葉区防災計画」に「在宅避難のススメ」を新規に章立てし掲載してください
３ 隣接区や隣接市町村を含めた広域の防災体制や防災対策を検討してください
４ 災害時の広報を充実させてください
５ 発災時、地域防災拠点に配置される職員への防災教育を充実させてください
６ 防災減災力向上のための教材や読本を作成してください
７ 谷本公園の整備項目に防災機能整備を追加してください
８ オープンデータ化を進めるにあたって、区民と情報を共有する「連絡会」等の仕組を作ってください
９ 災害時トイレ対応計画を作成してください
10 あおばコミュニティリビング推進事業に際し、市民参加のできる仕組づくりを要望します
11 出産、子育てを重点項目にした予算編成を行い、予算執行の見える化を進めてください
1．青葉区防災関連団体連携会議を新設し、定期的に会議を開催してください
「青葉区防災計画」の改定時に、「青葉区災害対策連絡協議会」に代わって、実務を伴う「青葉区防災関連団体連携会議」を
新設し、定期的に会議を開催してください。
【回答】
青葉区防災計画における「青葉区災害対策連絡協議会」は、官公庁、自治会・町内会、防災・防犯、福祉・教育、
医療、報道、ライフライン、建設、運輸、流通の関係機関 113 団体により構成されており、青葉区防災計画の改
定など、特に重要な案件について協議する場合に青葉区長が召集します。
また、同協議会の主要な 33 団体を委員とした常任委員会を設置し、毎年５月に定例で開催しております。常任
委員会では、災害対策本部の設置状況、前年度の防災訓練・各種会議等の事業報告、現年度の青葉区災害対策取
組方針について、各委員から幅広く意見をいただいております。
青葉区防災計画に記載されている内容は、同協議会の設置により達成されているため、現在のところ、新たな会
議体を発足する予定はございませんが、区民の皆様との情報共有を目的として、議事要旨の公開等について、今
後検討してまいります。
【参考資料】
・青葉区災害対策連絡協議会委員一覧
・青葉区災害対策連絡協議会 常任協議会委員一覧
横浜市青葉区役所総務課長 川合 裕子
（総務課 電話：045-978-2213 FAX：045-978-2410）
2．
「青葉区防災計画」に「在宅避難のススメ」を新規に章立てし掲載してください
「青葉区防災計画」改定時に、青葉区民に特化した避難準備や避難対策をわかりやすくまとめ、「青葉区防災計画」に「在宅
避難のススメ」として新規に章立てし掲載してください。
【回答】
在宅避難については、本市の災害対策を考える上で重要です。青葉区防災計画（震災対策編）では、
「最低でも３
日間、できれば１週間程度の備蓄」を区民の皆様にお願いしており、在宅避難を念頭に置いた記載をしておりま
す。また、自宅が無事な方が地域防災拠点に避難してしまうと、限られた避難スペースがいっぱいとなり、家
屋倒壊等で住宅に戻れない方が避難生活を送る機能が十分果たせなくなるため、地域防災拠点の役割についても
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記載しております。
このように、防災計画は、区民、防災関係機関等のそれぞれの役割を明確にし、災害対策の方針を定めるもので
すので、計画に詳細な記載はできませんが、大地震への備えや避難対応を分かりやすくまとめた「わが家の地震
対策（青葉区版）
」を配布しています。
横浜市青葉区役所総務課長 川合 裕子
（総務課 電話：045-978-2213 FAX：045-978-2410）
3．隣接区や隣接市町村を含めた広域の防災体制や防災対策を検討してください
隣接区や隣接市町村を含めた広域の防災体制や防災対策を検討し、「青葉区防災計画」に掲載してください。
【回答】
横浜市防災計画（震災対策編）は、神奈川県地域防災計画等との整合性、関連性を有しており、他都市など広域
的な防災体制についても、各項目（緊急輸送路や他都市からの受援等）で記載しています。横浜市防災計画（震
災対策編）を受け、青葉区が関係する部分（広域応援活動拠点や緊急消防援助隊受入地点等）は、青葉区防災計
画（震災対策編）に記載しています。また、他都市との連携した訓練についても、毎年九都県市合同防災訓練等
を通じて、連携強化を図っております。
横浜環状北西線の開通等、新たな道路が開通した際には、横浜市防災計画（震災対策編）で適宜修正が加えられ
ますので、それに合わせて、青葉区防災計画（震災対策編）も併せて修正する予定です。
横浜市青葉区役所総務課長 川合 裕子
（総務課 電話：045-978-2213 FAX：045-978-2410）
4．災害時の広報を充実させてください
一般区民への情報伝達手段として青葉区 twitter の機能強化（例：横浜市総務局危機管理室の「twitter アラート」のように即
応性・push 型のもの）と防災計画への記載を要望します。
さらに、twitter など即時性の高い情報提供を円滑に行うため、庁内各課での連携や提供内容の逐次承認（決裁）の仕組を確定
してください。
また、平成 20 年に締結された FM サルースとの防災協定について、内容をもっと区民に広報してください。併せて災害時に
FM サルースを聞くことのできる環境づくりを要望します。
【回答】
青葉区 twitter に twitter アラートの機能を付加することについては、条件等を含めて精査する必要があります。
現在、即応性・PUSH 型の情報発信としては、横浜防災情報Ｅメールがあり、横浜市防災計画（震災対策編）に
おいて、広報媒体として記載されています。
また、災害情報については、市と区の本部をつなぐ危機管理に関するシステムを介してタイムリーに共有をして
おり、Ｌアラート・横浜防災情報Ｅメールなどを活用して即時性の高い情報を迅速に提供する仕組みは整ってい
ると考えています。
平成 20 年に締結した FM サルースとの協定については、28 年８月の「青葉区版防災情報伝達システム」の運
用開始に伴い、新たな協定を締結しており、記者発表しておりますので、別紙資料をご参照ください。
また、一般的なラジオでも FM サルース（FM84.1MHz）に合わせれば、同じ緊急放送を聴くことができます。
【参考資料】
・記者発表資料（
「青葉区版防災情報伝達システム」の運用を開始します）
・災害時における緊急放送に関する協定
横浜市青葉区役所総務課長 川合 裕子
（総務課 電話：045-978-2213 FAX：045-978-2410）
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5．発災時、地域防災拠点に配置される職員への防災教育を充実させてください
平時は拠点運営委員会の会議に２名の区役所管理職（係長）が参加しています。しかし、発災時に拠点へ来るのは平時の会議
に参加していない青葉区近隣に居住する職員（青葉区職員２名、局職員２名）です。住民には防災ライセンスリーダーや家庭
防災員の研修機会がありますが、実際に災害時に配置される職員にも、同等の研修機会を設けることを要望します。
現状では、地域防災拠点運営にあたり運営委員や住民と知識の共有化が図れません。
【回答】
地域防災拠点動員者は、拠点開設時の初動対応と開設後の運営支援が主な役割になりますので、地域防災拠点運
営委員会が実施する運営訓練に参加し、訓練参加を通じて地域の方との顔合わせや拠点運営の現場確認等を行う
ようにしております。また、平成 28 年度は、拠点動員者を対象として、青葉区の概要や無線やシステムの取扱
いなど、区災害対策本部との連絡調整役である役割を意識した内容の研修を青葉区独自に実施しました。今後も
継続的に、拠点動員者に対する研修機会を設けていきたいと考えています。
横浜市青葉区役所総務課長 川合 裕子
（総務課 電話：045-978-2213 FAX：045-978-2410）
6．防災減災力向上のための教材や読本を作成してください
横浜市や青葉区の防災計画そのものはあまり知られていません。まず何が防災計画に書かれているのかを知ることも地域防災
には非常に大切なことだと考えますが、現状では、ほとんど参照されることはありません。一般市民が興味を持ちやすく見易
い表示、子供や高齢者といったパソコン等を持っていない人も参照しやすい方法での提供、啓発事業の充実を検討してくださ
い。また、防災計画を身近に理解するためにも、防災減災力向上のための教材あるいは読本の作成＝「横浜防災」を全災害対
応で要望します。
【回答】
地震以外のその他災害も含めた教材については、現在制作を進めており、29 年度以降に研修等での活用を検討
しています。この教材を活用して、地域での勉強会などを実施していただけることを期待しています。
いただいたご意見は、今後の防災啓発資料作成の参考にさせていただきます。
横浜市総務局危機管理課地域防災支援担当課長 佐藤 匡広
（危機管理課 電話：045-671-2019 FAX：045-641-1677）
7．谷本公園の整備項目に防災機能整備を追加してください
谷本公園の北側エリア（野球場）整備事業が進んでいない状況です。環状北西線情報ビデオの中でも紹介されていますが、当
該道路は災害時には広域での災害緊急用道路にもなります。公園のある地区は、災害物資貯留箇所としても想定されると思わ
れますので、対応ができるよう、現状の整備計画に防災機能整備を盛り込んで置く必要があります。
【回答】
御要望いただきました「谷本公園」につきましては、現在、北側の野球場エリアにおいて用地取得に時間を要し
ており、全面開園に至っていません。引き続き、公園予定地の用地取得に向け土地所有者との交渉を進めていき
ます。
また、整備の際には、地域住民の意見も取り入れながら、防災面に考慮した整備内容を検討してまいります。
横浜市環境創造局緑地保全推進課担当課長 坂井 和洋
（緑地保全推進課 電話：045-671-3832 FAX：045-224-6627）
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8．オープンデータ化を進めるにあたって、区民と情報を共有する「連絡会」等の仕組を作ってください
「横浜市オープンデータの推進に関する指針」において、市民や民間団体等と公的データを共有することで、本市の課題を協
働により解決するための礎を創ると書かれています。このことを具体的に進めるためにも、区民と情報共有し地域課題を解決
するための「連絡会」などの仕組を要望します。
【回答】
平成 28 年６月から、青葉区ホームページにオープンデータのページを設け、統計情報などの行政データを二次
利用可能な形で提供しています。
現在のところ、新たに「連絡会」などを立ち上げる予定はございませんが、区民会議の皆様をはじめ、区民の皆
様に幅広くご活用いただけるよう、今後も提供データの充実に努めてまいります。
横浜市青葉区役所総務課長 川合 裕子
（総務課 電話：045-978-2213 FAX：045-978-2410）
9．災害時トイレ対応計画を作成してください
下水道設備が受災した想定で、地域のトイレ対応計画を市全体でまとめておくことは大切です。地域防災拠点避難者および在
宅避難者、帰宅困難者に関して、下水道が使えなくなった場合のトイレ対応ガイドが必要です。トイレマップの更新も含め行
政関連部署の中から下水道担当部署の環境創造局が中心となり関連部署が一体となった市もしくは区での「災害時トイレ対応
計画」の作成を要望します。
【回答】
災害時下水直結式仮設トイレは、総務局が作成した横浜市防災計画（震災対策編）に基づき、地域防災拠点等へ
整備を進めており、平成 28 年度末には、市内全域で 141 箇所の整備が完了する予定で、今後も着実に整備を
進めていく計画です。整備した場所は、環境創造局のホームページや防災情報が掲載されているわいわい防災マ
ップで確認することができるようになっておりますのでご活用ください。
なお、環境創造局では、震災時でも下水道事業を継続できるよう、横浜市下水道 BCP（Business continuity
planning：事業継続計画）を作成し、毎年度、被災を想定した図上訓練と実地訓練を行っております。
災害時の対応については、総務局などの関連部署との連携の強化を図り、継続的に取り組んでまいりますので、
ご理解とご協力をよろしくお願いします。
横浜市環境創造局管路保全課長 脇本 景
（管路保全課 電話：045-671-2829 FAX:045-641-5330）
10．あおばコミュニティリビング推進事業に際し、市民参加のできる仕組づくりを要望します
青葉区まちづくり指針にある生活支援拠点の展開も含め、次世代郊外まちづくりが提案するようなコミュニティリビングばか
りでなく、駅からから離れたエリアを対象とした生活支援拠点構想も含め、どのような調査を地域が求めているのか、市民広
聴の場や意見を出せる場づくりを要望します。
【回答】
「あおばコミュニティリビング推進事業」は、次世代郊外まちづくりで提案されているコミュニティ・リビング・
モデルを、駅周辺だけではなく、駅から離れたエリアを含む区内各所で展開実現することを目的に、平成 28 年
度から実施している事業です。平成 28 年度には、国勢調査や区民意識調査等の既往の調査結果を用いて、買い
物、医療、交流、子育て等の生活機能に対する世代ごとのニーズや配置状況等を調査し、新たなモデルエリアの
検討を実施しています。平成 29 年度以降は、新たなモデルエリアにおいて、事業実施に向けた基本構想の検討
等を実施する予定です。検討にあたっては、モデルエリアにお住まいの方をはじめとした区民の皆さまのご意見
をお聞きしながら、進めていきます。
横浜市青葉区区政推進課担当課長 吉田 和重
（区政推進課 電話：045-978-2216 FAX：045-978-2410）
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11．出産、子育てを重点項目にした予算編成を行い、予算執行の見える化を進めてください
住み続けたいまちにするために、
「出産」
「子育て」を重点項目にした予算編成や予算執行状況の見える化を進めることを提案
します。
・出産一時金の他、第二子以降を対象とした祝い金
・子育て環境の充実として、市内高校、大学施設内に保育園併設。
【回答】
横浜市では、
「未来を創る子ども・青少年の一人ひとりが、自分の良さや可能性を発揮し、豊かで幸せな生き方を
切り拓く力、
共に温かい社会をつくり出していく力を育むことができるまち よこはま」
の実現を目指しています。
厳しい財政状況の中で市民ニーズを踏まえながら、保育所等待機児童対策や地域子育て支援拠点事業等の在宅子
育て家庭への支援など、子どもや子育て家庭への支援の充実に取り組んでいますが、現時点では、出産一時金や
第二子以降を対象とした祝い金を給付する予定はありません。
今後も横浜市では、出産・子育てがしやすく、子育てが楽しいと思える環境をつくるため、生まれる前から乳幼
児期までの一貫した支援や地域における子育て支援の充実に努めていきますので、ご理解くださいますようお願
いします。
保育施設の整備については、既存保育所等の利用状況や申込状況等を踏まえ、保育ニーズの高い地域を重点に、
既存資源を最大限活用するとともに、必要な保育所等を整備しております。また、市内には大学施設内に設置し
ている保育所もあり、保育ニーズの高い地域においては必要に応じて検討してまいります。あわせて、保育の質
の維持・向上にも取り組み、ハード・ソフトの両面から、待機児童解消に向けた取組を進めております。
横浜市こども青少年局 総務部 企画調整課長 福嶋 誠也
（企画調整課 電話：045-671-4281 ＦＡＸ：045-663-8061）
横浜市こども青少年局 保育対策課長 金高 隆一
（区政推進課 電話：045-671-3955 FAX：045-663-1925）
平成 29 年４月７日
（広聴 第 28-900015 号）
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