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はじめに
第 12 期青葉区民会議

代表委員

嶋田敦雄

「本当の豊かさ」を目指して

◎

区民会議第 12 期は平成 29 年 4 月から 31 年 3 月までの 2 年間です。
28 年の熊本地震の後も北海道胆振東部地震や倉敷真備町水害等の大きな自然災害が続きました。なおも

震・集中豪雨・大雪等の災害リスクは今後も高い確率が警告されています。
青葉区の直近データとして

街路樹数・公園数・田の耕地面積等が横浜 No.1、他に夜間/昼間人口比率・帰

国児童数・乗用車保有台数も同様ですが、男性平均寿命は日本一です。これらが青葉区の魅力と言えましょう
か。まちづくりに関しては

市営地下鉄延伸計画が決定、環状北西線計画の進展があります。駅周辺開発とし

てはたまプラーザに続いて藤が丘がスタートしました。一方 住宅地では世代交代や転居をきっかけにして
細分化や集合住宅化も目につきます。

◎

区民会議の動きとしては 変化する社会状況に対応した形で色々な企画を実践しました。 公開講座を 4

回開催し区民との交流を図りましたし、交通まちづくりの意見収集のための 1000 人アンケートを実施しまし
た。この延長で常設の場として昨年末からウエブアンケートを開設しました。まちあるき・見学会・区役所各
課訪問等をベースに区民会議ニュースを４回発行。横浜市への予算要望を毎年提出。ホール展示での活動広報。
横浜北部 4 区交流会への積極的参画。
・・等々の活動を展開してきました。 その反面、横浜全市区民会議交
流会は 今期は開催されませんでした。復活を期待しています。また 期中に健康上の理由で部会長の交代が
ありました。

◎

まちづくりの課題が年々複雑・多様化し難しくなってきています。その課題に関与する組織も交錯や重複

があったり、しくみも後手対応や未整備だったり、です。対象の住民の数も多くなりました。 その中で当会
議は鋭意 12 期活動を進めてきましたが より深掘りした活動にするためには 部会での情報共有や課題の共
通認識を入念に行った上での 合意形成がより大切になります。まずは部会会合の活性化を図りましょう。

次期は新年号時代に入ります。 まちづくりの目指すところ・・・モノや経済面だけなく青葉区の「本当の
豊かさ」
、
「豊かな共存」の実現・・・に向け、住民意見の収集・反映の場である区民会議機構を維持・発展さ
せてゆきましょう。
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第12期区民会議の主な活動
年月日
29.04.22
29.05.26
29.05.28
29.05.11
29.05.20
29.06.11
29.07.21
29.07.27
29.07.13
29.08.24
29.08.24
29.09.07
29.09.13
29.09.21
29.10.04
29.10.12
29.11.03
29.11.14
29.11.23
29.12.04
29.12.0７
29.12.21
30.01.05
30.01.21
30.01.25
30.02.05
30.02.08
30.02.17
30.02.22
30.03.03
30.03.05
30.03.15
30.03.18
30.03.22
30.03.28
30.03.29
30.04.02
30.04.21
30.05.07
30.05.24
30.05.30
30.06.18
30.07.20
30.07.07
30.06.27
30.06.29
30.08.25
30.09.13
30.10.23
30.11.03
30.11.23
30.12.01
30.12.07
30.12.10
31.01.05
31.01.15
31.01.22
31.01.27
31.02.07
31.02.10
31.02.20
31.02.28
31.03.03
31.03.16
31.03.28
31.04.20

活動内容
要点
第12期発足総会
3部会50人体制
鶴見川流域セミナー参加
慶応大学岸名誉教授講演
ビアス市ヶ尾防災訓練参加
マンション自宅避難。横浜防災配布。AED訓練（青葉消防署）。
青葉まちづくりフォーラム参加
鴨志田地区コミュニティリビング構想について
防災ライセンス連絡会参加
3人。エンジンカッター・油圧ジャッキ・ロープワーク等の研修。
青葉台駅周辺まちあるき（10人）
駅周りの交通・住みやすさ・景観・安全・防災 についてまちあるき
部会勉強会
市景観調整課鴇田課長「区における景観行政」等について講演。18人参加
勉強会（11名）
総務課予算調整係大熊係長「29年度青葉区予算のすがた」説明・論議
コラボレーションフォーラム（4人）
平成29年度第1回コラボフォーラム実行委員会
勉強会（9人）
区政推進課吉田課長「コミュニティリビングについて」調査結果報告等
コラボレーションフォーラム（4人）
第2回実行委員会 第11回フォーラムのテーマについて
あおばフォーラム
2人。奈良地区生活支援拠点ワークショップ。
青葉台駅前交差点交通量調査（5人） ＡＭ7時から駅前４交差点での自動車通過量の調査
コラボレーションフォーラム（4人）
第3回実行委員会 テーマ・開催日等の検討
横浜市予算に対する要望・提案提出
三部会長名で提出
青葉まちづくりフォーラム（３名）
まちかどマルシェ（鷺沼）活動報告。奈良地区の検討。荏田西まち普請。
区民まつり（20名）
コーヒーサービス、自然・安安部会のクイズ、福祉配布物、あおばみん画像提供。
北部4区交流会幹事会
3人。3月3日開催予定。「鶴見川流域」関連テーマで講師折衝案。
区民交流センターまつり（田奈）
6人。各兼務者。
交通まちづくりアンケート（区役所ロビー）第1週（4・5・6・7・8日）延29人。第2週（14・15）延11人。
青葉まちづくりフォーラム（2名）
青葉区地域生活支援拠点構想の検討
コラボレーションフォーラム（4名）
第5回実行委員会 「発見！あなたの活動を活かす場、つなぐ場、ひろげる場」
青葉区賀詞交換会
青葉スポーツセンターにて
福祉部会公開講座 （12名）
「脳卒中について」横浜新都市脳神経外科病院スタッフ講演
勉強会（11名）
横浜市都市整備局地域まちづくり課谷田広紀係長「横浜まち普請事業について」
鶴見川・川あるき（9名）
自然・環境部会提案「市ヶ尾～鶴見川～寺家ふるさと村散策路」の川あるき
震災対策技術展（4名）
パシフィコ横浜にて。展示会・各種セミナー参加。筑波大梅本准教授「防災」等。
第11回コラボフォーラム(4名 )
75秒M/パネルD（竹原・大重・岡部・柏木・斎藤）/交流会/於 区民交流センター
勉強会（10名）
青葉区役所総務課防災担当折戸係長「青葉区防災計画の改定」 について
横浜北部4区まちづくり交流会（11名） 国土交通省京浜事務所幸加木係長講演「鶴見川治水について」・4区報告
区役所ロビー展示 （10名）
～3月9日。各部会の活動紹介パネルの展示。
コラボフォーラム反省会(4名 )
2月17日開催のフォーラム反省会
青葉まちづくりフォーラム（2名）
桜台まちあるき・桜台ビレジethnica田原さんとの交流会
菊名おでかけバス試乗（2名）
コミバス市民の会による錦が丘・富士塚周辺のおでかけバスに試乗
勉強会（7名）
オープンデータ青葉区取り組み説明会・入江課長のグループ
青葉区連合自治会勉強会（4名）
「大都市・総合区・住民自治」山川立大教授講演、連長のパネルディスカッション
各団体訪問・面談（交通まちづくり）
～14日。横浜総合病院・日体大・元石川高・ケアプラ・自治会・管理組合・市・区
交通まちづくり公開講座（20名）
講演（大野秀敏教授「小さい交通」）・アンケ報告・青葉区の交通事情・新しい動き
第12期中間総会
20人。区長、顧問7人参加。部会活動、広報委員会・運営委員会報告。昼食。
部会長会議
6人。副代表・部会長・副部会長・事務局・代表での「テーマ別活動の進め方」論議
北部4区交流会幹事会
3人。緑区幹事。30年度交流会テーマ論議。新治自治会館。蛍鑑賞雨で中止。
大阪府北部地震発生
午前7時58分。震度6弱。
恩廻し公園見学
7人。鶴見川遊水地の見学。自然・環境部会、安安部会合同。
青葉ミツバチプロジェクト講演会
玉川大学ミツバチ科学研究センター中村純教授。区政推進課。
勉強会（地域ケアプラ・福祉保健課）
14人。第3期青葉区地域保健計画概要版。地域包括システムへの取り組み。
ＧＡＩＡ説明会（富士通本社）
3人。情報団システム「○○区情報サポーターズ」総務省関東綜合通信局島田
恩田連合防災ディスカッション
3人。桂小にて「災害時の対応について」佐藤榮一さん他。
青葉まちづくりフォーラム
3人。生活支援拠点（すすき野・奈良北）論議。
正副部会長会議
7人。テーマ別部会（間）活動の進め方。各部会の課題。今後の進め方。
区民まつり
12人。昨年同様1階エレベーター横。クイズ（3部会一括）でコーヒー。250人来店。
市民交流センターまつり
4人。兼務者参加。
青葉台マルシェ
6人。駅前初の歩行者天国。多数来場、大盛り上がり。
WEBアンケ打合せアンケート打ち合わせ 6人。HPに定位置設定。ニックネーム考慮。アンケ案作成。
勉強会
14人。区政推進課吉田課長「田園都市線駅周辺のまちづくりプラン」
青葉区賀詞交歓会
青葉区スポーツセンター
ホール展示
～18日。全体、三部会展示。
区長インタビュー
6人。事務局2人。区民会議ニュース50号に掲載 「青葉区のこれから」
青葉区防災講座
4人。筑波大梅本准教授講演「自然災害から命を守る避難行動」について
緑区山下地区地域バス訪問
2＋2（事務局）人。緑区役所。
防災減災講演会
60人。高橋洋さん「地域における安否確認、避難所、福祉避難所との関係は？」
川和遊水池見学会
8人。肥前環境部会、安安部会参加。川和遊水池・市民の森見学。
中学校給食勉強会
10人。「ハマ弁」の現状、課題、狙いについて市教育委員会の説明。
交通まちづくり公開講座
70人。市都市交通課長「横浜都市交通計画改定ポイント」、コミバス、MaaS等。
横浜北部４区交流会
１１人。緑区支援センター。青葉区「災害時連絡体制について」
部会長・副部会長会議
8人。13期の進め方。推進体制。
第12期区民会議解散総会
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運営委員会開催記録
回数/出席 開催日
内容
第1回
29.04.22 ・発足総会当日開催
第2回
29.05.25 ・12期引き継ぎ事項確認
10人
・年間計画
・北部4区交流会参加（幹事港北区）
・全市交流会幕引き方法
・テーマ別検討会の進め方
第3回
29.06.22 ・7月部会勉強会 市景観調整課長
9人
・交通アンケ企画書
・各部会年間計画
・7月勉強会「29年度区編成予算」
第4回
29.07.27 ・景観法勉強会報告
9人
・区民会議年間計画
・28年度市予算への要望
・交通まちづくりｱﾝｹｰﾄ調査たたき台
第5回
29.08.24 ・区民まつりについて
9人
・予算要望予定
・福祉部会公開講座
・来年度運営委員会開催日（次回）
第6回
29.09.28 予算要望書各部会案
8人
・区民まつり
・福祉部会公開講座企画書
・ロビー展示
第7回
29.10.26 ・区民まつり クイズ（安安・自然）
9人
・福祉部会公開講座1月21日
・青葉区交通アンケート案
第8回
29.11.22 ・4区交流会幹事会（3月3日開催）
8人
・区民まつり 総括
・福祉部会公開講座
・交通アンケート
第9回
29.12.28 ・福祉部会公開講座プログラム
9人
・北部4区交流会
・交通アンケート
・中間総会予定（5月12日）
第10回
30.01.25 ・福祉部会公開講座報告
9人
・交通アンケート
・北部4区交流会プログラム
・ロビー展示
・区民の集い（4月21日）
第11回
30.02.22 ・北部4区交流会
9人
・区民会議ニュース発行
・交通アンケート
・ロビー展示
・「新たな中期計画の基本的方向」
第12回
30.03.22 ・ロビー展示結果検討
8人
・交通まちづくり公開講座
・オープンデータ活用PT
・菊名おでかけバス試乗報告
第13回
30.04.26 ・交通まちづくり公開講座
9人
・当日アンケート
・中間総会準備
・ケアプラとの協業

回数/出席 開催日
内容
第14回
30.05.24 ・中間総会報告
8人
・北部4区交流会テーマ募集
・ウェブアンケート計画
・次号区民会議ニュース
第15回
30.06.28 ・北部4区まちづくり交流会テーマ
8人
・後期事業
・福祉部会長大友さん退会
・安安部会松栄さんと意見交換
第16回
30.07.26 ・平成31年度市予算への要望
8人
・北部4区まちづくり交流会
・ケアプラアンケ
・ロビー展示
第17回
30.08.23 ・福祉部会新体制（中山部会長）
11人
・予算要望提出（安安部会）
・区民まつり
・区民会議ニュース49号
・恩廻し公園訪問記
第18回
30.09.27 ・予算要望提出（2部会）
10人
・eアンケート
・子育てまちあるき
・区民まつり
第19回
30.10.25 ・予算要望最終（福祉部会）
6人
・区民まつり
・部会間テーマの進め方
・「小さな交通」公開講座企画書
第20回
30.11.22 ・WEBアンケート
8人
・公開講座「小さい交通」企画書
・パネル展示
・北部4区交流会
第21回
30.12.27 ・公開講座チラシ
9人
・WEBアンケート
・区民会議ニュース50号
・北部4区交流会テーマ
第22回
31.01.24 ・減災講演会アンケート
7人
・北部4区交流会次第案
・区民会議ニュース50号日程
・12期活動報告書予定
第23回
31.02.28 ・交通まちづくり公開講座
8人
・WEBアンケート（子育て）
・12期活動記録
・総会 その他
第24回
31.03.28 ・引き継ぎ事項、要領承認
・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
29.04.22 総会・部会

場所
区役所

人数

29.05.01

部会

田奈

7

29.06.12

部会

田奈

7

29.07.10

部会

田奈

8

29.08.21

部会

田奈

6

29.09.11

部会

田奈

9

29.10.16

部会

田奈

8

29.11.13

部会

田奈

7

29.12.11

部会

田奈

8

30.01.15

部会

田奈

6

30.02.19

部会

田奈

6

30.03.12

部会

田奈

9

30.04.09

部会

田奈

7

30.05.14

部会

田奈

7

30.06.11

部会

田奈

5+1

30.07.09

部会

市が尾

3+1

30.08.20

部会

田奈

4+1

30.09.10

部会

田奈

5+1

30.10.15

部会

田奈

5+1

30.11.12

部会

田奈

5+1

30.12.11

部会

田奈

4

30.01.21

部会

田奈

5

31.02.18

部会

田奈

4+2

31.03.11

部会

田奈
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ふれ合い青葉

自然・環境部会

主 な 内 容
部会の発足、自己紹介、部会長選出、部会名確認
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
１２期発足総会決定事項の報告/ 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/ １２期の部会活動計画等について 他
運営委員会報告/ 里山ガーデン観察会振り返り/12 期の部会活動について
29 年度横浜市予算に対する要望提案 回答について 他
勉強会について/ 区民ホールの展示/横浜市予算に対する要望・提案
「みどりアップ計画」/ 「i-マッピィー」「えだ友」「緑視率」について
スマホを使って緑視率を測る実習/ 緑視率のアプリの利用方法について
横浜市予算に対する要望・提案/区民会議ニュース・部会記事 他
区民会議ニュース記事（バクの案内板、寺家案内板、流域思考）について
予算要望/緑視率のアプリ/みどりアップ「江田駅周辺緑化計画」の現状 他
予算要望提出(流域思考で防災を考える、他 )/ 区民まつり部会対応/
「青葉区検定」の内容/ 勉強会 「エネルギーの地産・地消」について
区民まつり振り返り/ 区民ホールパネル展内容検討/
「みどりアップを見に行こうツアー（都筑区）」報告
福祉部会公開講座/ 安安部会の「交通まちづくりアンケート」について
今後の部会活動意見交換/ 市が尾駅～寺家ルートマップ作成 他
市が尾駅から寺家ふるさと村への鶴見川沿いのルートマップの作成検討
区民ホールパネル展への部会出展内容検討 緑視率活用検討 他
市が尾駅から寺家ふるさと村への鶴見川沿いのコース現地確認会
区民ホールのパネル展 準備検討/ 部会の「メーリングリスト」
北部まちづくり交流会振り返り（加茂発表：鶴見川との関わり）
「みどり豊かな青葉区」の緑の保全について具体的な区への提案を検討
区への提案「まとまった緑の保全について」の具体案検討
区提案反映制度（区局連携促進事業）/ 改定「青葉区まちづくり指針」他
中間総会報告/ 見学会（恩廻公園調節池）の検討
今期のこれからの部会活動を議論 他
部会を跨るテーマの取り組み/ 恩廻し公園調節池見学会について
横浜みどりアップ計画 3 か年（（H26 年～28 年）の成果と課題
北部４区まちづくり交流会幹事会報告/ 自然環境部会の役割について
横浜みどりアップ計画（H26年〜29年）の実績について内容確認＆議論。
H31年度横浜市予算に対する要望・提案/ 恩回し公園調節池見学
市が尾から寺家ふるさと村までのウォーキングマップについて 他
安安部会との恩回し見学意見交換/ 横浜市予算に対する要望・提案
区民まつりの部会企画について/ ロビーパネル展示 他
市予算への要望・提案関連報告/ 区民まつりについて
これからの活動（来期に向けて部会の活動について全員で議論）
区民まつり報告、参加者の感想・意見/ 後期ロビーパネル展について
田園都市線駅周辺のまちづくりプラン/ 今後の部会活動について 他
ウェブアンケートについて/ 区民会議のホームページについて
田園都市線駅周辺のまちづくりプラン（藤が丘駅プラン） 他
「第１２期活動記録」作成について/ 区提案反映制度（区局連携促進事業）
来期の部会活動について議論/ 川和遊水地、川和市民の森見学会 他
公開講座「減災まちづくり」の報告/ 「交通まちづくり」の案内
１２期の活動振り返りとまとめ、来期の部会活動を全員で議論した
第１２期活動記録作成/ 公開講座「交通まちづくり」関連議論
「区民のつどい」振り返り/ １２期活動総括と来期について 他
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部会活動一覧
自然・環境 調査活動
29.05.24
観察会 里山ガーデン
29.05.31
観察会 里山ガーデン
30.02.05 現地調査 鶴見川沿い
30.03.19
観察会
保木
30.07.06
見学会
下麻生
31.02.20
見学会
川和

3
6
4+4
3+1
3+4
4+4

自然・環境部会

「全国都市緑化よこはまフェア」里山ガーデン観察会（１）
「全国都市緑化よこはまフェア」里山ガーデン観察会（２）
市が尾駅～寺家ふるさと村 鶴見川沿いのコース現地確認会
桃の里
恩廻し公園調節池見学会
川和遊水池、川和市民の森見学会
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部会活動
自然・環境部会
第１２期を振り返る
安心・まちづくり部会
新しくリニューアルしたバクの案内掲示板
部会メンバーの人数が減り、定例会への出席者も少
なくなりました。継続している部会委員も個人的には
様々な課題を抱え、定例会を継続するのが困難になり
ましたが、少数で活動しました。
嬉しいニュースもありました。ささやかですが、要
望が実現しました。
（１）寺家川に沿って寺家ふるさと村へ行くルート

（３）市が尾駅前の周辺案内地図に「寺家ふるさと

の案内板設置

村」の名称が表示されました

場所は鶴見川と寺家川の合流点です。

2018 年 2 月 5 日
歩いて確認

青葉区民にとって「寺家ふるさと村」は緑豊かな
寺家ふるさと村の案内文も追加されました。

横浜の原風景を感じるところで す。この寺家ふ
るさと村へはバスで青葉台から鴨志田団地へのル
ートがありますが、市ケ尾から鶴見川沿いを歩
き、その支流寺家川を経由して
行くルートを推奨 します。そ
のために寺家川との合流点付近
に道案内板の 設置を昨年横浜
市へ要望したところ、設置され

市が尾駅前に「鶴見川沿いに歩いて寺家ふるさと村へ

ました。（2017.12）

行くコース」の案内図の設置は数年前から要望してい
たことです。
（４）みどりアップ計画の学習

（２）バクの案内板が改修され

横浜市水と緑の基本計画、横浜みどりアップ計画と

ました

実施経過は青葉区の自然環境を考えていくときの指標
になります。
みどりアップ計画の中に「地域緑のまちづくリ」と
いう市民提案制度があります。「エダトモ・グルーン
クラブ」という団体がこの事業に提案し、江田駅周辺
で地域緑化を支援を受けて活動をしています。みどり
自然・環境部会では鶴見川沿いの寺家ふるさと村への

税の助成は平成 28 年度〜30 年度までの３年間です

散策路を定期的に歩き、観察会をしています。昨年は

が、地域の緑のまちづくりに関わる活動を今後も見守

案内板の損傷が激しいところについて改修を提案した

っていきたいと思います。

ところ、すぐに改修していただきました。また青葉区
内にはバクの案内板が他にもありますが「今後も点検
をして必要に応じて改修を行っていく」との回答をも
らいました。
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部会活動
自然・環境部会
（５）鶴見川の自然と治水
安心・まちづくり部会
③ 川和遊水地 2019.2.20
第 11 期に講座を開催したテーマ「鶴見川の自然と治

鶴見川治水施設見学会、３回目は中流部（河口か

水」〜流域という観点から自然と防災を考える〜

約 21km）に当たる都筑区川和町に建設された「川

を継続していくために、治水に関わる施設を見学しま

和遊水地」を安安部会と合同で見学してきました。

した。新横浜多目的遊水地、恩廻し公園調節池、川和

（参加者計８名）

遊水地の見学会に安安部会と一緒に見学会を開催しま

この施設は、横浜市営地下鉄グリーンラインの川和

した。

車両基地の地下空間を立体的に利用した全国で初めて

① 新横浜多目的遊水地

2018.2.16

の遊水地で、洪水時には１２万㎥の水を貯めて下流域

防災の観点から安安部会が企画した見学会に参加し

の流量を小さくすることができます。2003 年に着

ました。まちづくりでは自然と防災は密接な関係があ

工、神奈川県と横浜市が分担施工（総事業費 135 億

ることを感じています。今後一緒に考えていく必要が

円）し５年後の 2008 年に完成しました。前記２つの

あると考えます。

治水施設と合わせて、１０年に１度規模の大雨

② 恩廻し公園調節池

2018,7,20

（60mm/hr）にも対応できる総合治水対策となってい

恩廻し公園調節池を安安部会と合同で見学しました。

るそうです。

（参加者７人）この施設は鶴見川の麻生川との合流点

当日は神奈川県横浜川崎治水事務所から職員２人が

の少し上流にあります。河川改修以前に川が流れてい

丁寧な説明・見学対応

たところ（現在は公
園）の下にトンネル構
造の調節池が整備され
ています。当日は寺家
ふるさと村から以前川
だった公園を歩いてみ

にあたってくれまし

ました。（図参照）

た。完成後、昨年ま
昔から暴れ川と呼ばれ氾濫を

でに計９回の流入実

繰り返してきた鶴見川の治水

績があり、昨年

を目的に 2003 年 に完成。地

（2018 年）3 月の豪

下 50 メートル、長さ 600 メー

雨時には満杯に近い

トルもの巨大な トンネルは

約１１万㎥の流入があったそうです。総合治水の意義

洪水時の水最大 11 万 m³を一時的に貯留し下流の氾濫

や現況が良く分かった見学会でした、

を防ぎます。今年 3 月 9 日

〇 川和市民の森 観察会

の豪雨時にも機能したそ

遊水地見学の後、近くにある「川和市民の森」の

うです。 増水した水は越

観察会を行いました。都筑区内で初めてできた市民の

流堤を越え、この地下トン

森です。里山林である雑木林を復活させ、竹林や雑木

ネルへ流れ落ちます。

林の四季折々の景観に親しめるほか、天気の良い日に

この恩廻し公園 調節池の

は富士山や丹沢山系の眺望を楽しめるそうです。

一時貯留のおかげで青葉区や下流のまちは浸水、洪水
被害が減りました。
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部会活動
自然・環境部会
（６）市が尾駅から鶴見川沿いを歩いて寺家ふるさと
安心・まちづくり部会
（７）区民まつりでクイズを実施
村へのコース（横浜北部まちづくり交流会で発表）

青葉区検定第７回（２０１７）

鶴見川は青葉区内では谷本川と地元の人は呼んで
います。青葉区は区内には 3 本の川が流れています。

青葉区検定第７回

早渕川、鶴見川（谷本

青葉区の水, 緑, 農業

川）、奈良川と恩田川
があり、３本の川を

（１）青葉区の川 について

（２）青葉区のたんぼ
について

青葉区は，丘陵が多く区の中央部
を〇〇川が流れていて
これに沿って豊かな田園風景が
広がる自然豊かなところです。
〇〇川とは？

繋げるような恩元線
という道路があり水
と緑の環境づくりに

鶴見川の周辺には多くの水田が
ありますが、青葉区内の水田の
面積を合計するとどのくらいですか？
（東京ドームは約５㌶）

は非常に大事な 4 本

① 相模川

① 東京ドームと同じ

② 多摩川

② 東京ドームの約８倍

の線となります。ま

③ 鶴見川

③ 東京ドームの約８０倍

ちづくり指針の中で
（３）市民の森

もこの位置ずけは 20 年変わっていません。

（４）生物生息空間 について

について

寺家ふるさと村には幾筋もの谷戸田

鶴見川は多くの自治体によって管理されており、

横浜市には、市民の森として
３７地区が公開されています。
青葉区にある市民の森はどれで
すか？

青葉区内は神奈川県横浜川崎治水事務所の管理に

と呼ばれる細長い水田、溜池が点在し
古くからの田園風景が残っています。
そこでは多種多様な動植物の生息
空間を見、感じることが出来ます。

なっていますが、上流は町田市、下流は国土交通省、

この「生物生息空間」のことを何と言
いますか？

と複雑です。区民会議は毎年、横浜市へ要望・提案

① 三保市民の森
② 川和市民の森

を提出しますが、実は川に関することは県に伝える

① スコープ

③ 寺家ふるさとの森

② リサイクル
③ ビオトープ

ことになります。
継続して部会で取り組んでいることは、鶴見川の本

まちづくりに関心があり、もっと住みやすいまちにするために活動したいと考え
ている方、一緒に区民会議の活動に参加しませんか！

線、谷本川をもっと市民に親しんでもらえるような

編集：青葉区民会議 自然・環境部会

事務局：青葉区役所広報相談係 tel:978-2221

川にしたいと考えています。市が尾駅から川まで歩
いて、そこから寺家川沿いを歩いて寺家ふるさと村

３つの部会合同クイズ（２０１８）

まで行こうとうものです。このコースを健康づくり

「寺家ふるさと村」市が尾駅から歩いていくことがで

のウォーキングコースとしてもよく利用されてお

きます、その距離は約５km→正解者は９２％

り、マップで紹介したいと提案しています、
（８）区民ホールでパネル展
区役所を訪れる区民の皆さんに区民会議の日頃の活動
を知っていただくために、2018 年 3 月と 2019 年 1 月
の２回、区民ホールでパネル展を行い、自然環境部会
も積極的に活動をＰＲしました。
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部会活動
自然・環境部会
（９）流域で自然と災害を考える
安心・まちづくり部会
<流域で自然と災害を考えるシリーズ３>
区民会議ニュースで広報しました

「洪水調節施設」 台風や集中豪雨のため、川の水位

<流域で自然と災害を考えるシリーズ 1>

が上がったときに遊水地に 一時的に貯留する施設を

最近、台風や大雨による土砂災害が相次いでいます。

「洪水調節施設」といいます。青葉区 を流れる鶴見

短時間での河川の増水、氾濫を予測するためには流域

川(谷本川)の上流側、川崎市麻生区に「恩廻公園調節

で 考えることが大事です。目の前の鶴見川は上流の

池」、下流側の都筑区に「川和遊水地」があります。

雨の降りかたを知ることで、危険を予測できます。降

川 に隣接した施設で、両岸の堤防の高さを違えてあ

った雨 が川に注ぐ範囲を流域といい、鶴見川の流域

るため、川の水位が上がり一定の基準を超えると一段

はその形がバクに似ています。今回ご紹介した鶴見川

低くなっている側の堤防＝越流堤を超えて施設に川の

流域の案内 板はこの形にちなんでバクの案内板と名

水が流入し洪水を防ぎます。川の水位が下がってか

付けられています。

ら、ポンプでくみ上げ時間をかけて排水します。青葉
バクの案内板とは

区内の鶴見川は、この恩廻公園調節池の恩恵を受けて
います。さらに下流の港北区新横浜には「鶴見川多目

横浜市が策定した「鶴見川流

的遊水地」がありここでは東京ドーム３杯分の水を溜

域環境整備構想」の中で、横

めることができます。鶴見川流域には河口に届くまで

浜市の 5 区(鶴見区、港北

全部で６か所もの洪水調整施設があります。さらに建

区、緑区、青葉区、都筑区)

設中のものもあり、さまざまな治水対策が行われてい

が協力して統一した共通サイ

ます。恩廻公園調節池ではこれまでに過去２回、川の

ン、案内板を 2003 年に設 置

水が流入しました。(*全貯留量１１万 m³に対して

したものです。鶴見川沿いを歩く人たちに河口からの

2008 年 8 月 29 日未明に約 1/3 の量、2018 年 3 月 9 日

位置、周辺の生き物情報など、楽しく歩くための案内

未明に約 1 割の量が入りました。)

板になっています。
＜流域で自然と災害を考えるシリーズ 4＞「総合治水
＜流域で自然と災害を考えるシリーズ２＞

対策が進んでも・・」 _森林や田畑がコンクリートで

「雨水調整池」鶴見川流域には大小合わせて 4800 基

覆われた街に変わると、降った雨はそのまま川に流れ

の雨水調整池があります。鶴見川流域は急激な都市化

込み、洪水の危険性は高くなります。鶴見川流域は急

により自然が減り住宅 が増え、森林や田畑の一部は

激な都市化のため、60 年前には 10％だった市街地が

舗装道路になりました。現在は 85%以上が市街地で

2015 年は 86%になりました。そのため流域での洪水、

す。そのため降った雨を保水する機能が低下し、豪雨

治水対策が必要となり、1980 年に「総合治水対策協

で雨水が一気に川に流れ込み洪水の危険性が高まりま

議会」が発足しました。具体的な対策として保水・遊

した。それを防ぐために一時的に雨水をためておく雨

水機能が低下しないよう調整池や調節地の建設などを

水調整池が作られています。住宅地の中にある調整池

推進しています。2003 年より鶴見川多目的遊水地の

やマンションの地下の貯留施設、その他平常時はテニ

供用を開始し、それ以降洪水被害は発生していませ

ス コートとして使われますが非常時には雨水を貯留

ん。鶴見川は都市にある河川では「総合治水対策」の

する調整池の役割を担っている 公園やグランドもあ

先駆けとなっている川と流域です。それでも近年は気

ります。一時的に水を貯め、ゆっくり川に流すことて

候変動によるかつて経験の無い気象現象が発生してい

゙
、浸水被害は減りました

ます。局所豪雨が長時間集中し総雨量が多くなると予
想できない土砂災害が発生する可能性もあります。河
川や下水道が整備されて水災害に対する危機意識は薄
らいできています。しかし、被害を防ぐためには洪水
災害の危険性を理解し、気象情報の変化をいち早く得
て自分の判断で 早めの避難行動を起こすよう日頃か
ら心がけることが大切だと思います 。
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部会活動一覧

健康・福祉・教育部

年
H29

月・日
4/22
4/18
5/16
6/22
7/10
8/8
9/12
9/28
10/10
10/20
10/28
11/3
11/7
12/8

種別
場所
人数
主 な 内 容
注）人数は他部会籍も含む
総会、部会 区役所
メンバー同士で自己紹介、部会長等役員の選定
ミニセミナー ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾 10 神奈川県住宅供給公社から「高齢者向け住まい」の種類と違いを勉
部会
ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾 13 新メンバーの紹介、今期の活動方針（ケアプラザ調査の継続等）を
部会
ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾 10 ケアプラザへの質問内容と作業チームの検討、公開講座の準備
部会
ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾 8 公開講座の要準備項目・スケジュールの確認、ケアプラザ訪問の報
部会
ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾 10 公開講座の準備、ケアプラザ訪問の報告、中学のハマ弁・給食を議
部会
ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾 11 公開講座の準備を継続、ケアプラザ調査の集約方法の検討
運営委員会 区役所
公開講座企画案を提出、有意義なアドバイスを得る
部会
ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾 10 公開講座の準備を継続、予算要望「中学給食」確認、区民まつり準
見学会
ビオトピア
4 県西地域活性化プロジェクトの「未病」施設ビオトピア（大井松田）の
運営委員会 区役所
公開講座の進め方を説明、告知方法・アンケートとチラシ作製に助
区民まつり 区役所
今年も青葉区介護施設一覧表の改訂版を配布、好評
部会
ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾 9 公開講座の日時・タイトル・講師の確認、チラシの内容・集客方法を
部会
ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾 10 公開講座の準備状況につき、代表・広報委員長も参加し最終確認

H30

1/11
1/21
2/13
3月2週
3/13
4/10
5/8
5/12
6/5
7/10
8/7
9/11
10/9
11/3
11/13
12/11

部会
公開講座
部会
ロビー展
部会
部会
部会
中間総会
部会
部会
部会
部会
部会
区民まつり
部会
部会

ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾
区役所
ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾
区役所
ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾
ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾
ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾
区役所
ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾
ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾
ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾
ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾
ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾
区役所
ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾
ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾

10 代表・広報委員長も参加し公開講座の進め方の最終確認と役割分
テーマ：「脳卒中予防」と「かんたんな運動」、95名（部会員１１名）参
10 区民会議ニュースの公開講座の紹介方法とロビー展の展示物を検
ケアプラザ調査と公開講座を紹介
11 ロビー展への対応を反省、中間総会での報告内容の検討
11 公開講座「小さな交通」につき代表も参加して情報交換
10 中間総会での報告案件の最終確認、横浜市市民活動保険の紹介
6 報告：公開講座、ケアプラザ調査、介護施設一覧、養護学校増設要
7 中学給食に関連するハマ弁の低利用状況
7 体調不良で大友部会長は退会、後任の新部会長は次回選任とする
3 中山さんに新部会長を要請し受諾
8 予算要望・提案（中学給食）の内容と区民まつりのパネルを検討
5 予算要望・提案を再検討、区民まつりのクイズを松尾部会長から説
ケアプラザ調査の内容をパネル展示、改訂版介護施設一覧表の配
5 区民まつりの内容につき討論、広報委員長からWEBアンケートの説
6 中学給食に関する外部意見の収集方法、教育に関わる勉強会の情

H31

1/15
1月3週
2/12
2/28
3/12

部会
ロビー展
部会
勉強会
部会

ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾
区役所
ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾
区役所
ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾

6
6
5

中学給食の現状を顧問から聞きたい、と議論し運営委員会で提案す
ケアプラザ調査の内容を紹介
安安部会と子育てのアンケート内容を議論、勉強会進め方を確認
中学校給食の市対応の説明を要望したが市からハマ弁の紹介・説
2月勉強会での説明・質疑の紹介、今期活動記録の内容を確認
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部会活動

健康・福祉・教育部会

はじめに

寿」を望んでいる。
「健康で長寿のまち青葉」を目指す

今期、当部会は部会員１６名（内新メンバー２名）

ため、死亡因の上位にあり、かつ突然襲ってくる脳卒

でスタートした。また、月１回ビオラ市ヶ尾で開催し

中の基礎知識と予防方法を学ぶ機会を区民に提供し、

た定例部会では、他部会から２名が期を通してしばし

同時に、アンケートで区民（特に高齢者）の健康維持

ば出席し議論に参加してくれた。

への意識を聞きだし、区民ニーズに対応する部会活動

当部会の活動領域は名前の通り大変幅広い範囲に関

のテーマも探る。

わるが、今期の活動方針として以下の５項目が策定さ

なお部会では１１期に脳卒中の救急医療に詳しい

れた。

同病のスタッフを部会に招き、脳卒中につき救急対応

■前期に続きケアプラザ調査を継続し提案事項があ

の必要性・重要性、予防方法、リハビリ、等につい

れば報告書を作成

て計４回の講義を受ており、この貴重な情報は区民に

■部会に相応しい学習会の開催

も広く知ってもらおう、と公開講座を企画した。

■前期学習した三大疾病対策をテーマにした公開講

今いる部会員としては初めての公開講座のため、準

座の開催

備で不慣れな点が多々あり、安安部会のメンバーと事

■中学校給食・ハマ弁及び子育て、教育問題を継続

務局の方々には大変お世話になった。

して勉強

ちらしは、広報委員長からデザインのアドバイスが

■高齢者、生活弱者の災害時防災の学習

あり、計１５００枚印刷を印刷した。皆で手分けして

以下、今期の主要な活動内容を報告する。

地区センター、ケアプラザ、田園都市線の各駅、及び

公開講座の開催

部会員が関連する団体などに配布した。地域によって

１． テーマと開催日時、参加者、演題・講師

は自治会の掲示板にも貼り出してもらった。また、他

■「脳卒中

部会の方々にも配布をお願いした。

突然襲われる前に知っておくこと

－自分の健康を自分で守るために－」
■２０１８年１月２１日（日）１３時～１５時
於

区役所

４階会議室

■参加者 95 名
（内部会員

11 他部会員

20

顧問 2

事務局 3）

■演題と講師
１部

「明日から実践できる！脳卒中予防のための
日常生活」

横浜新都市脳神経外科病院（以下、同病院）
脳卒中リハビリテーション看護認定看護師
田中佐和子さん
２部

３．公開講座の内容

「かんたんな運動からはじめよう

（１）
「明日から実践できる！脳卒中予防のための日常

－上半身編－」
同病院

生活」

リハビリステーションセンター

理学療法士

冒頭、
「脳卒中とは脳梗塞、脳出血、くも膜下出血の

上原範子さん

総称」と、関連する各病名の説明があり、その後、予
防方法として普段の生活で心掛けるべき「高血圧」
「た
ばこ」
「アルコール」
「コレステロール」
「食事の塩分・
脂肪」「運動」「太り過ぎ」の各項目につき留意すべき
事を丁寧に説明された。
そして「脳卒中の具体的な症状」につき FAST（Face
顔、Arm 腕、Speech 話しぶりの異常と Time４時間半以

２．公開講座開催の目的と経緯

内の治療が重要）の紹介と最後に「脳卒中の症状が出

高齢社会が着実に進行する中、青葉区は長寿ランキ

たら迷わず１１９番」と強調して講演を締めくくった。

ングで上位にランクされているが、区民は「健康な長

（２）「かんたんな運動からはじめよう－上半身編－」
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健康・福祉・教育部会

「加齢とともに身体は衰えていくもの、だから身体

ＰＳＡ検査（２２）、肝炎ウイルス検査（７）、

を動かすことが大切」と運動の必要性を説明して、
「ム

歯周病検査（１１）

リなく・継続して行う」
「運動を行うにあたってのポイ

Ｑ：健康診断に行っているか？

ント」を紹介。次に「身体の衰えは姿勢から」と、直

Ａ：毎年（５５）、時々（３６）、行かない（９）

した方が良い姿勢の実例と正しい姿勢を保つ「抗重力

Ｑ：今日の講座は？

筋」の説明があった。

Ａ：非常に参考になった（７２）

「肩甲骨は正しい姿勢を保つために大切」なため、

ある程度参考になった（２８）

スクリーンに映し出

自由意見として、
「自宅で気軽にできるストレッチ体

した「肩甲骨の６方

操を教えていただきとても参考になりました。
（５０代、

向の動き」を、講師

女）」
「普段聞けない話を聴講でき、勉強になりました。

の指導に従い皆が実

有難うございました。次回も期待します。
（５０代、男）」

践した。
「アウターマ

等、９つの、総じて好意的な意見を戴いた。

ッスルとインナーマ

５．総括

ッスルの動かし方」

開催翌月の部会で感想を述べ合ったが下記の意見に皆

も図解で紹介され、

が賛同した。

「運動する際は、呼

「アンケートで記入者全員が参考になった、との回答

吸方法に注意して、

は素晴らしい。」

ゆっくり・大きく」

「多くの高齢者がこのテーマに注目している事を確

し、最後に「肩甲骨を動かして、抗重力筋を強化しよ

認。」

う」と呼びかけた。

「参加者の半分近くが男性とは珍しい。それだけでも

１部、 ２部共に参加者を引き付ける内容で、アッ

大成功。」

と云う間に時間が経ち、皆さん満足げであった。

「部会員が力を合わせて盛り上げた良い経験。もう一

（３）質疑応答

度公開講座をやりたいものだ。」

講師の説明の終了後、１５分程の質疑応答を設けた。
以下の様な質問が出され、その都度講師から丁寧な回
答がなされた。
質問例
■４時間半以内の治療が重要なのは何故か？
■総コレステロール値の目安は？運動の具体的な方法は？
■毎日１０Ｋｍ走っているが、１０日間程休んだ後に再開す
る時の注意事項は？

４．アンケート
地域ケアプラザの調査

計８項目につきアンケートを依頼し、６６名

１．部会内で情報の共有化

（男３４、女３２）の方から回答を戴いた。

知っている様で知らない地域ケアプラザ（以下ケア

アンケートの幾つかと、６０歳以上の５５名の回

プラ）の実体調査を１１期から開始しているが、主と

答を例示する。（括弧内は％）

して特定の部会員の精力的な情報収集が中心であった。

Ｑ：地域ケアプラザの提供サービスで利用し
ている項目は？

今期は、部会の中での情報共有化を促進するため、

―複数回答―

部会員が夫々家の近くのケアプラを訪問し、既に得ら

Ａ：ディサービス（２０）、趣味の会（２７）
子育て（７）、

介護（２４）、

れた情報をベースに共通の質問項目（下記）に沿って

その他の催

ヒヤリングする事とした。

し物（６２）、 知らない・利用しない（２９）

＊質問項目：①ケアプラがある地域の特徴とそれへ対

Ｑ：福祉保健センターの無料乃至安価な検査で知
っている項目は？

応する事業は？②具体的な活動内容と困っている点

―複数回答―

は？③課題は？

Ａ：特定健康診断（５６）、がん検診（５１）
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２．ヒヤリング結果

中学校給食

訪問し話を聞いたケアプラ（大場町、市ヶ尾、美しが

１．問題意識

丘、奈良、すすき野）で得た情報を部会で報告しあっ

我国全体では９割以上の公立中学校で給食が提供さ

たが、主要な「特徴的な活動」と「課題」を例示する

れており、中学生の健全な食育の提供や女性の社会進

と；

出、貧富の差の拡大等の社会的要請から、中学校給食

（１）特徴的な活動

の有効性、必要性は、前期から部会で議論されてきた。

■高齢者から子供まで参加出来る「ここならカフェ」

未実施だった隣の川崎市でも２０１７年には全校で完

で簡単な運動や手作業をして地域交流（奈良）

全給食の提供を着々と準備している。

■地元の方から畑を借りて野菜作りの楽しみを提供す

その中、横浜の市立中学校では、未だに弁当持参を

る「ビオラの畑」（市ヶ尾）

大前提として、弁当持参に支障のある生徒にはハマ弁
の提供、という体制である。横浜でも中学校給食の早
期実施が必要、と話合ってきた。
２．今期の取組み
前期同様、今期も予算要望・提案でこの問題を取り
上げた。特に今回は、特区を活用して実施可能な中学
校から試行する様に提案した。部会でも、折に触れハ
マ弁の課題（含む、極端に低い喫食率）が話合われ、

■父親の育児を支援する「パパと子どものひろば」

外部の団体からの情報収集も話題になった。

を開催（すすき野）

ハマ弁の試行期間（～２０２０年）が近づいてきた

■自治会と共催でケアプラザ祭りの開催（美しが丘）

ので、中学校給食への準備具合乃至対応状況を市会議

（２）課題

員から聞こう、と部会で決めた。しかし、紆余曲折が

■担当エリアの端にあるので通いにくい住民がいる

あり、教育委員会を勉強会に呼んで話を聞く、となっ

（大場）

た。

この勉強会では、予想通りハマ弁の紹介に終始

■ケアプラの存在や活動が地域に浸透していない、

したが、運営委員会のメンバー全員が参加した場で中

自治体との連携不足が原因か（大場）

学校の「昼食」が話題となったのは前進だった、と思

■子育てにももっと注力したいがスタッフが足らな

う。

い（すすき野）

１２期を振り返って
今期の最大の収穫は２０１８年 1 月に開催した公開

３．得た情報の活用

講座だ。開催に漕ぎつけるまで、当時の部会長が講師

横浜独自のシステムであるケアプラは、地域に住む幼

を派遣する病院と精力的に交渉し続けた。開催決定後

児からお年寄りまでの幅広い住民に多彩な地域活動・

は、他部会の助けを得つつ、部会員が手分けして当日

交流事業の場やサービスの提供や、社会福祉士・保健

の準備をした。結果１００名近い参加者が会場に来て

師・看護師・ケアマネジャーによる生活支援、また施

くれた。

設によってはディサービスの提供と、区民に役立つ

期初の活動方針の幾つかが未着手乃至生煮えなのは

様々な活動をしているが、区民が「ケアプラ」を十分

反省点。部会出席者の漸減もその一つ。今期は１６名

に理解しているとは言い難い、と当部会は考えている。

でスタートしたが、主活動である月一回の部会への出

その為、区民が集う区民まつりとロビー展で、ケア

席者は、当初こそ１０名前後であったが段々と数が減

プラの役割と活動内容を模造紙に纏め展示し、微力な

り、その後は６名前後となってしまった。メンバー１

がら区民へ情報発信した。

６名全員が出席した月もなかった。欠席者の理由は

なお、このテーマの中間取り纏めとして、部会員が

多々あるだろうが、出席者が少なくなったのは残念だ。

得た情報を共有化したが、区内のケアプラすべてを網

なお、２０１８年夏、当時部会長であった大友委員

羅的に調査し活動内容を比較検証する事までは進むこ

が体調を崩し急遽区民会議を退会したので新しい部会

とが出来ず、部会としての提案には至らなかった。

長の選任に迫られた。難航したが最終的には今期から
参加した中山委員が引受けてくれた。
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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
29.4.22.
29.5.10
29.6.1.
29.7.7
29.8.4.
29.9.5.
29.10.6.
29.11.10
29.12.1.
30.1.12.
30.2.2.

種別
部会
部会
部会
部会
部会
部会
部会
部会
部会
部会
部会

30.3.2. 部会
30.4.6.
30.5.11.
30.6.1.
30.7.6.
30.8.3.
30.9.7.
30.10.5
30.11.16.
30.12.7.
31.1.11.
31.2.1.
31.3.1.

部会
部会
部会
部会
部会
部会
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
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

ビオラ市ケ尾

11

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
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

8
12
10
9
5
8
6
8
7
7

場所
区役所
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
ビオラ市ヶ尾
流域センタ
ビオラ市ヶ尾
区役所
恩廻公園
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
ビオラ市ヶ尾
ビオラ市ヶ尾
川和遊水地
ビオラ市ヶ尾

人数
12人
12人
10人
12人
8人
10人
7人
10人
9人
7人
8人
7人
7人
8人
7人
7人
8人
9人
7人
8人
4人
9人

12
12
12
9
9
12
8
10
9
8

主 な 内 容
自己紹介、部会役員、運営委員、部会名等（※総会後区役所開催）
メンバー自己紹介、取組み課題等（※交流センター）
年間活動計画、担当者選定
アンケート活動、情報共有について、予算要望・提案
活動の見える化、青葉区予算と運営方針・交通まちづくりアンケート、まちあるき青葉台
予算要望・提案、青葉台駅周辺交通量調査
区民まつり参加 クイズ、区役所ロビー展示・交通まちづくりアンケートについて
区民まつり振り返り、ロビー展示、交通まちづくりアンケート
北部4区交流会、全市交流会、横浜市予算要望・提案
北部４区交流会参加、鶴見川流域センター見学、防災計画改定
アンケート集計、青葉区防災計画、横浜市民防災センター講演レポート
アンケート集計・分析（免許無しの生活プラン、職住接近、職場創造、生活支援拠点）、パ
ネル展示
公開講座準備、松榮さんの提案、恩廻公園調節池見学
中間総会準備、公開講座振返り、後期活動（防災・交通の2本柱）
WEBアンケート構築、まちあるき企画、予算要望・提案
予算要望・提案、横浜北部まちづくり交流会テーマ、テーマ別推進担当者選定
交流会テーマ、ケアプラザの役割機能、WEBアンケート
区民まつり参加、WEBアンケート、北部まちづくり交流会
区民まつり準備、北部まちづくり交流会、子育てまちあるき
パネル展示テーマ、公開講座テーマ、13期に向けて、区民まつり
WEBアンケート、1月パネル展示準備、2月公開講座内容審議、
WEBアンケート今後のテーマ検討、パネル展示、公開講座チラシ配布、PR、12期活動報告
WEBアンケートPR検討、公開講座、区民のつどい準備、来期検討事項（SDGｓ、栄区セーフコミュニティー国際認証等）
区民のつどい準備、情報交換、来期活動（区内施設でミニ講座開催、ヘルスメイトとのコラボ、区役所各課とのコラボ等を検討）

部会勉強会 見学会など
年月日
種別
29.04.22 部会勉強会
29.05.19 部会勉強会
29.06.16 部会勉強会
29.07.21 部会勉強会
29.09.15 部会勉強会
29.10.20 部会勉強会
29.11.17 部会勉強会
29.12.15 部会勉強会
30.02.16
見学会
30.03.16 部会勉強会
30.06.27 運委勉強会
30.07.20 部会勉強会
30.07.20 部会勉強会
30.08.17 部会勉強会
30.09.21 部会勉強会
30.10.19 部会勉強会
30.11.16 部会勉強会
30.12.21 部会勉強会
31.01.18 部会勉強会
31.02.15 部会勉強会
31.02.20
見学会
31.03.15 部会勉強会

内容
青葉区民会議ガイドブック学習；「議論の見えるか化」のステップ
平成２９年度 横浜市予算に対する要望・提案」とその回答について検証
まちあるき「青葉台」のテーマ検討 ・交通 ・安全 ・美観・景観 ・防災
横浜市の景観行政について；屋外広告物の規制（都市整備局 鴇田課長）
横浜市予算と青葉区予算の額と構造；青葉区予算１１６億円、ﾆｭｰｽ４７号へ反映
区民まつりクイズ。 交通クイズ（8問）作成。回答はＱＲコード。200人参加。
首都直下地震ビデオ視聴。 自助・共助。 在宅避難。 要援護者支援課題など。
災害時安否確認システム「Ｊ－ａｎｐｉ」の運用。 行政職員による入力。
鶴見川流域センター見学。 鶴見川流域情報。 総合治水対策について。
災害時のトイレ問題。災害時水洗トイレ使用不可。仮設トイレ設置まで３日間。
ケアプラザの支援活動：包括支援センター、福祉避難所 （福祉保健課2名）
恩廻公園調整池見学。 ６００ｍの地下トンネル。11万立方米。H15年完成。
H31年要望・提案検討。町の防災組織チェックｼｰﾄ。 トイレパック家庭備蓄PR.
H31年要望・提案検討。防災ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ設置。 防災用スピーカ・サイレン設置。
区民まつりクイズ。 防災クイズ検討。 Webアンケート検討。
区民まつりクイズ確認。 公開講座企画；地域交通、要援護者対策、地区防災。
Webｱﾝｹｰﾄと実施方法検討。 パネル展示；まちあるき、青葉台駅前歩行者天国
Webｱﾝｹｰﾄ Vol.1「青葉区みんなの声」 Vol.2.「災害への備え」
WEBアンケート項目（子育て、緑保全、野生動物との共存、食の安全、移動手段等）
3/3区民のつどい、構成・役割分担決定
横浜市営地下鉄川和車両基地の地下。容量１２万㎥。 2008年４月開始。
12期を振り返って（公開講座、アンケート、まちあるき、見学会） 13期に向けて
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安全・安心・まちづくり部会

青葉台まち歩き 6/11/2017

⑥環状 4 号を右折して、配送車荷捌き専用ゾーン観察

午前 10 時から、東急田園都市線 7 駅の一つであり、バス

⑦駅前に戻り、三井住友銀行前の歩道上の駐輪場観察

ターミナル駅でもある青葉台駅を中心にまち歩きを実施

駅前のバリアフリー、歩きやすさ、違法立て看板等観察

しました。

⑧明治屋前まで違法駐車状況観察

防災、交通、街づくり・景観、安全・ケア等さまざまの

⑨道路横断して、地域ケアプラザ訪問

観点から観察を参加者が分担して行いました。

⑩第 2 公園経由で松風台遊水地まで

●まず景観・美観面では、

公園内自治会防災倉庫観察、自転車専用レーン観察

・駅前は緑が少なく、派手な広告塔や看板・幟が目を惹

⑪青葉台中学校 雨水貯水溜観察

き、猥雑に感じられる。

⑫青葉台コミュニティハウス

・駅前スペースが狭隘で歩道が歩きにくく、通行帯には

め・反省会

中会議室にて休憩・纏

み出したのぼり、立て看板、電柱が障害となっている。
・違法駐車自転車、既存の駐輪場も不便な場所が多く、
自動車の違法駐車も多く見られる。
●次に交通面では、
・駅前ターミナルのバス交通量が多く、自家用車や商用
車も加わり、駅周辺の渋滞が懸念される。
・状況把握と緩和策検討の為、交通量調査の実施を計画・
実施しました。(別日に実施)
・環状 4 号線沿いの荷さばきスペースや駅付近のキス＆
ライド用降車エリアは機能している。
●安全・バリアフリーの面では、
・歩道が総じて狭く、自転車の歩道走行が危険であり、
駅アクセス等でバリアフリー対策が不十分と感じる。
●防災の観点では、
・集中豪雨：駅前広場に雨水が集中する恐れが大である。
・大規模地震：電柱倒壊で感電、交通網の分断が予想さ
れる。
短時間の街歩きでしたが、上記のようなさまざまな課題
が見えてきました。
このあと、地域の公園の自治会防災用品倉庫や遊水地を
見学し、まち歩きは終わりました。
詳細スケジュール
①10 時北口バス行く先表示板前
緑視率、美観・景観のチェック方法について検討、バス
路線図検証、駅前交通量チェック
②左折して信号 3 か所観察

駅前道路の混雑状況観測

③三菱 UFJ 銀行前左折、消防出張所まで同居施設見学
④U ターンして、東急スクエア南館を時計回りに自家用
送迎降車エリア（キス＆ライドエリア）観察、東急系の
駐車場観察
駅前の路上駐輪場 料金と駐輪時間の見直しは

⑤北口に戻り、東急スクエア北館裏の駐輪場、第 1 公園
駐輪場見学
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送迎降車エリア キス＆ライドエリアの周知が必要です

大雨が降ると滝状になる階段 下水工事がなされた

駐輪禁止の工夫が必要

バスロータリーの上にある降車エリア 周知が必要です

路上の電柱は・・電線地中化は？ 災害時の電柱対策が課題。

16

荷捌きエリアの適正な使い方の周知も

部会活動

安全・安心・まちづくり部会

駐輪場の設置場所と駅からの距離は利用頻度と関係します

自転車と歩行者 分離も課題の一つです

駅前歩道上の看板なども含め景観について学びました

歩行者優先という表示は図上高くて、見えません

青葉台中学校地下には 災害時貯水施設があります 身近にある防災施設について周知も必要です
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グループトーク「みんなで話そう！

横浜での子育て」に参加してきました
2018 年 11 月 29 日（木）青葉区役所 4 階会議室

横浜市こども青少年局と、横浜の子育て当事者団体



地域と子育て世代との繋がりが薄い



子育てパパの繋がり

ネットワーク「ワイワイ会議」が、横浜市 18 区全区

《支援体制》

で開催している「グループトーク



横浜での子育て

みんなで話そう！

青葉区」に参加してきました。

青葉区は広いのに、乳幼児健診等の開催場所が
区役所しかない。区内各「地域ケアプラザ」等

当日は、子育て中の現役パパママを始め、OB・OG

で受診できるとよい

も多数参加、ワイワイ会議で抽出してきたいろいろな

《遊び場》

声を記入した 90 枚のカードを参考に青葉区での子育



雨の日でも遊ばせられる場所があるとよい

てに関する課題について話し合いが行われました。



小学生の放課後の遊びの場



公園内、公園周辺の整備と明装化

青葉区での子育ての課題等について、以下のような
声がでました。

《子育てへの理解・協力を》


地域の人に、子育ての現状を少しでも理解して
ほしい。あなた方の時代と現代の子育ては違う



鳴かない子どもはいないし、うるさい！と怒る
人も子どもの時代があった事を忘れないでほし
い、子どもは国の宝なのだ！



親が歯医者、医院で受診が必要な時、子ども同
伴で受診できる医院が少ない



授乳スペースやおむつ交換のスペースが不足

《移動手段・交通》

子育てに関する情報がいっぱいあって、どれを

フルタイムで働いていないと保育園に入れられ

んなではなして
ゆきたいと思っ
ています。

保育士の待遇を改善してほしい。このままでは
保育士になり手がいなくなる
急な用事が発生した時など、臨時の託児施設

《繋がり》


駅や公共施設はベビーカーに優しくない、階段

てについて、み

てほしい





青葉区での子育

ない、個人の事情に合わせて希望者を受け入れ


バス便が少なく不便

を参考にして、

《保育施設関連》




これら多くの声

る機会すらわかりづらい
近くに保育施設が見当たらない

親子で出かけたくても、交通手段がなく、気軽

意外に移動ルートを確保してほしい

子育て中の困りごとの悩みを相談できる場を知



ママチャリは必要悪、坂が多く、道が狭い道で

に出かけられない

信じてよいかわからない





転入直後、子育て関連の情報が届かない、検索
しても入手できない



交通機関は、子育て親子にやさしくない
の自転車利用は危険。送迎サービスが必要

《子育て情報》




時間的に余裕があるシニア層と忙しい現役ママ
パパとの繋がりがあると、お互いメリットが
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青葉区交通まちづくりアンケート
《子育て世代や高齢者が楽しく暮らすには、何が必要で、何が不足なのか？》
「なるほどあおば 2018」のデータ指標によると、

《駅周辺の改善要望》①歩行者天国

②駐輪場整備

道路総延長 738 ㎞は市内第一位、道路率 16.7％は市

③自転車専用レーン

内第三位など、青葉区の道路事情は恵まれていると

駅近くの人から、30 分以上の人まで、共通して

思われがちですが、臨海部の「みなとヨコハマ」に

「人・自転車・自動車の分離」を望んでいる

対し、「おかヨコハマ」とも呼ばれる横浜市北部の丘

《まちを楽しく歩くには》

陵地帯に位置する青葉区は、起伏に富む地形。

①休憩ベンチ

更に歩道が未整備だったり、狭い道路が多く、ま

④歩行ルールの徹底

②広場・緑の空間

③みんなのトイレ

④ バ ス 停の 屋 根ベ ン チ

た田園都市線を中心に発展した経緯から、バス路線
は駅を中心に整備されているため、バス・電車を乗
り継ぐ必要があるなど、ベビーカーや、高齢者にと
って、必ずしも、住みやすいまちとは言えないのが
現状です。
平成 29 年 12 月、青葉区役所一階ロビーを中心に
アンケート調査を実施、田園都市線 6 駅から徒歩 10
分以内、10～30 分、３０分以上の 3 つに分類し、移
動手段に関する意識調査を実施、ネットでの回収 100
件を加え、合計 932 件を回収しました。
今回のアンケートは、子育て世代、高齢者等、交
通弱者が楽しく暮らし続ける為に何が必要か？新た

《自由記入欄》

な交通手段や、施設の充実等を浮彫りにする事を目

270 件

・自由が丘マリクレール通りのような、「歩いて

的として実施しました。

楽しくなる通り」がほしい

《期待する新しい交通手段》自宅近くで乗降可能な

・子どもと共に乗る「電動ママチャリ」に補助

「コミュニティバス」や小回りが効く「コミュニテ

金があるとよい

ィバス」への期待が高かった。

・ベビーカーで余裕をもって散歩できる、デコボコ
が無い、キレイな歩道
・公園・駅周辺の禁煙、歩行禁煙の徹底を
・歩行者、自転車、自動車の分離の徹底を
・駅周辺商店街に、フードコートのように、気楽に
休めて、食事もとれるフリースペースを
《まとめ》
①

の整備（駐輪場、自転車ルール・専用レー

《高齢者の免許返
上について》
①返上する
②代替手段次第
③わからない
④返上しない

免許返上
不所持
11%
分からない
16%

ン）等の要望が多く、駅まで徒歩派、バス便

その他
4%

利用派に共通している
②

返上
32%

交通手段の整備が急務
③

上の 1.6 倍

継続
13%

小さい交通⇒子育てママ、買物が負担になる
高齢者に共通、現状のバス以上にきめ細かい

の順となり、②～
④の合計は①の返

駅前の整備⇒日常生活のコアとして、駅周辺

青葉区の魅力創造し、2018 年で 1380 名転出
超過の現実を転入超に転換する努力が必要！

代替手段次第
24%
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■交通まちづくり公開講座

ちへ≪地域と小さい交通」」の実施（2019 年 3 月 3 日）

これからのまちづくりと＜小さい交通＞

交通課題は高齢社会だけでなく、若い世代にとって

日時：4 月 21 日（土）2018 年

もこれから大きな課題となります。多様なライフスタ

会場：青葉区役所 4 階会議室

イルに適応できるインフラとしての交通を区民目線で

一部

取り上げていくことは今後の区民会議活動の大きなテ

講演：大野秀敏さん

ーマとなります。

「衣食住に“動”足りて礼節を知る」

■防災・減災公開講座

建築家・都市構想家／東京大学名誉教授

地域における安否確認、避難所、

アプルデザインワークショップ代表取締役所長
二部

福祉避難所との関係は？

「交通まちづくり 1000 人アンケート」実施報告

日時：2 月 10 日（日）2019 年 3 月 28 日

青葉区の交通について意見交流

会場：青葉区役所 4 階会議室

■（委員の思い）高齢社会の交通

講演内容

高齢化社会とは高齢者の人口比率が高いということ

1．防災の基本を再確認しよう

であり、高齢単身世帯

2．地域での「安否確認」の意義と実態

や高齢夫婦２人世帯の

3．避難所と福祉避難所

比率が高いということ

■地域住人から「災害時要援護者対策」について課題

であります。高齢単身

が区民会議に届きました。10 期 11 期と減災講座を継

世帯や高齢夫婦２人世

続的に開催した経緯から、12 期でも地域の防災・減災

帯の高齢者も、通勤、

力向上に関しては、市や区へさまざまな要望・提案を

買物、通院、趣味等で

行っています。青葉区は「青葉区民防災必携」を発行

外出します。高齢者が

し、区民へ防災啓発を活発に行い、横浜市では市独自

他人の助けを借りるこ

の名称を国と同じに変更

となく外出できること

し、特別避難所と称してい

は、人間らしい生活を

たものを「福祉避難所」と

するための必要条件で

しました。しかし区民の理

す。外出する場合、近くへは徒歩で、距離が延びるに

解度はまだまだです。

従って、自転車、自家用車、バス、電車、それらの組

今回の講座では福祉避

み合わせ等で移動することが一般的です。徒歩の場合

難所の在り方にまで踏み

は道の高低差の多少や緩急等が歩きやすさに影響し、

込んで、一般的な福祉避難

バスや電車の交通機関の場合はその発着の頻度や混雑

所について解説していた

度が利用し易さを左右します。これらの要因をよい方

だきました。

向に改善することが、進行する高齢化社会には必要と

また福祉避難所へはい

なります。

ったいどういった人が行

青葉区は、坂の多い街なので、歩く場合、距離が短

くのか、またそのための地

くても高齢者には負担になります。住宅地と中心地を

域での共助はどうあるべきなのかといった課題も提示

結ぶバスルートも、バス便が多い住宅地と少ない（或

されました。

は無い）住宅地とでは大きな格差が生じます。青葉区

講師が青葉区民へ期待すること：

の高齢化社会を明るくするためには、これらのハンデ

・出来ること、出来ないことをしっかり見定めて、出来な

ィ要因を克服しなければなりません。

いとは、誰の力を借りて実現していくのかを、日頃からの

12 期では交通課題について継続的に取り組みました。

勉強や実践を通して準備すること。

①交通まちづくりアンケートの実施（2017 年 12 月）、

・青葉区の特性（地震災害の特性や社会的特性から津波が

②交通まちづくり公開講座「これからのまちづくりと

ないこと（地域防災活動のデメリットが少ない）人口が集

小さな交通」の実施（2018 年 4 月 21 日）、

中している＝人手が確保できる可能性）をしっかり取り上

③交通まちづくり公開講座「だれもが移動しやすいま

げ弱点を、強みにすること。
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部会活動

安全・安心・まちづくり部会

鶴見川流域センター見学
・日時 平成３０年２月１６日
・鶴見川流域センター
場所： 横浜市港北区小机町

～鶴見川についてもっと知ろう～
安全・安心・まちづくり部会、自然・環境部会合同で港
北区小机町の「鶴見川流域センター」を見学しました。
鶴見川流域には、
「恩廻公園調節池」
「川和遊水地」
「多目
的遊水地」の 3 つの大きな遊水地と、4,800 基の調節池

流域センター屋上から見る多目的遊水地

があります。台風、集中豪雨の時、一時的に雨水を貯め、

堤防の低い越流堤から雨水が入り、最大で 390 万立米

鶴見川の水位の急激な上昇を抑え、洪水を防止する役割

の水を貯める事ができる。中央の高架道の下、スタジ

を担っています。

アム下まで水が入る。

流域センターセンター屋上からは日産スタジアムを囲む
多目的遊水地が一望できます。
あまり知られていないのですが、日産スタジアムを始め、
総合保健医療センター、横浜ラポール等の施設はこの遊
水地内に位置しており、鶴見川の水が遊水地内に流入す
ることを想定し、それらの施設は高床式の構造となって
います。
平成 26 年 10 月の台風 18 号の際、ここに 154 万㎥の雨水
を一時的に貯留し（総貯水容量の約 40％）
、川下での氾
濫を抑止しました。

「風水
「青葉区民防災必携」は「青葉区防災マップ」

昭和 33 年には約 10％だった市

害と地震の備え」の他、
「日頃の備え」
「情報収集」
「避

街化率は、平成 11 年には８５%

難行動」など具体的に解説した、まさに防災必携です。

となり、流域の降雨がすぐに鶴
見川に流れ込み急激に水位が
上昇する事態となっています。
緑地保全、雨水浸透桝、各家庭
で雨水を貯め、庭の水遣り等有
効利用するなどの“総合的な治
水対策”の必要性が高まってい
ます。

暴れ川の記憶 昭和 30 年代からの主な水害に関する新聞報道と
地域の方々のインタビューを再構成したもの
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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

H27 高齢運転

●プロジェクトの目的

者事故の発生

1)市民参加・参画を推進する場としての区民会議の

状況に関する

機能強化を図る

分析→青葉区

広聴機能、広報機能、場の設定

内ではどのよ

区民ニーズや課題を広聴・検討・課題解決への提案

うな地点で高

をつくり、区民に検討する場を設置、広報すること

齢者交通事故

データをどのように使うか？

が発生しているか地図で見える化が考えられる・・手法

2)横浜市予算への要望・提案の内容をさらに効果的なも

の勉強

のとする→データ添付 データの見える化
3)行政との協働場面の展開、推進

まちの緑の見える化の

課題解決のために考える場へデータを提示する

ためにはみどりメータ

課題を分かり易く説明できる

ーの利用や街歩きを定
期的に行ってデータの
積み上げが必要・・検討
課題

●プロジェクトの活動内容

1)部会活動の支援を行う。
部会ごとの活動テーマにそった地域の課題をどのよう

●区役所オープンデータ活用プロジェクトチームとの意

に分析判断し、提案にまとめるか考え方などを PT とし

見交換会の開催 3 月 28 日 2018 年

て支援する。

青葉区役所職員によるオープンデータプロジェクトチー

2)区民会議の提案力の向上を図る。

ムと意見交換が実現しました。

課題解決に必要なデータは何か、どこから入手できる
か行政施策の政策見える化カードを作る
3)区民を対象とした「横浜市や青葉区の政策の見える化
に基づいた周知の場」＝区民のつどいでどのようなこ
とが出来るか考える。
●どのような効果を期待するのか

＊区民会議委員が、オープンデータを理解し活動に活用
する力を付ける
・横浜市や青葉区が提供するさまざまなオープンデー
●今後の活動へ

タを理解する

区役所プロジェクトチームに高齢者×高低差×バス路

・毎年提出する横浜市予算への要望・提案の内容を

線が青葉区メッシュ地図上に見える化したものを作成し

さらに充実させることができる

ていただき、交通まちづくり公開講座(3 月 2019 年)に会

＊区民のつどいなど区民へ情報提供、情報収集の際、内
容を視覚化し、分かり易く説明できる。

場で展示しました。13 期でも継続的に意見交流が開催で

（広聴・広報活動の向上につながる）

きるよう、オープンデータのデータ活用法の習得やマッ
プ作成の技術などを研修する予定です。

＊最終的には各テーマを見える化し区役所ホール展示実
施する
●どのように活用するのか

＊安全なまちづくりを目指すための指標としてデータを
視覚化し提案に活用する
＊まちの緑を考えるためのデータづくりへ
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区民のつどい
2018
平成 30 年度 区民のつどい
日時：3 月 3 日(日)2019 年
13:00-15:00
20 2019

2018
2018 年 4 月開催
交通まちづくり公開講座

会場：青葉区役所４階会議室
参加者：約 70 人

安心・まちづくり部会

共催：青葉区社会福祉協議会

NPO 法人横浜青葉まちづくりフォーラム
内容
◆第一部「地域をささえる交通と横浜都市交通計画改
定ポイント」
橋詰勝彦さん横浜市都市整備局都市交通課長

2019 年 3 月開催
交通まちづくり公開講座

◆第二部

パネリストによる事例報告

さまざまな地域交通－課題とこれから
初めに青葉区の交通課題などの背景報告を青葉区民会
議より説明

その後各パネリストから状況や課題を報

告していただきました。今回の大きなテーマ「地域交
通を誰が担うのか」を、それぞれのパネリストからの
報告から課題が見えてきました。

青葉区を「若い夫婦が住みたい街へ、 高齢者もちょっ
とそこまで楽しく快適に暮せる街へ」横浜市の交通施
策を聞き、さまざまな実際の取り組みを知り、地域に
あった小さい交通をどうしたら実現できるのかヒント
・港北区-菊名おでかけバス

を得ることができた公開講座でした。

清水弘子さんコミバス市民の会世話人
・緑区-山下地区ささえあいバス
菅沼繁晴さん(一社)山下地区安全・安心まちづく
り協議会理事／ささえあいバス委員会副委員長
・横浜市-地域貢献送迎バスモデル事業
馬場明希さん道路局交通計画担当課長
・東京急行電鉄-郊外型 Maas 森口雅昭さん
東京急行電鉄都市創造本部開発事業部事業統括部
次世代郊外まちづくり課課長補佐
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区民会議勉強会
●区民会議勉強会開催

され、市民共有財産である景観を守り、創出してゆく活

区民会議ではさまざまな提言活動を行っていますが、そ

動が活発化しています。

のための勉強会の必要を感じ、行政職員や各分野の専門

私たちが住む街を魅力ある街にするため、先ずは自分が

家、地域で活動されている人たちに講師になっていただ

住む街を一度じっくりと見直してみることが求められて

き勉強会を開催することとしました。勉強会は公開とし

います。

委員だけでなく誰でも参加できる形式にしました。

●第 3 回勉強会 １/25/2018

●第 1 回勉強会 7/27/2017

横浜市における市民主体のまちづくり

青葉区に係る予算のすがた 青葉区総務課予算調整係

づくり推進条例」と 「ヨコハマ市民まち普請事業」に

大熊係長

ついて

―「地域まち

平成 29 年度横

横浜市都市整備局地域まちづくり課 谷田広紀係長

浜市一般会計

「地域まちづくり」といっても例えば密集した住宅地を

予算の中で青

防災上も防犯上も安全で安心なまちにするには、市民が

葉区が執行し

できることとして何があるでしょう？道路拡幅工事や警

ている予算規

察の警邏を増やすというのではなく、住民が自ら広く呼

模やその内容

びかけ普(あま)ねく

について聞き

労力や資金の奉仕を

ました。大別すると①個性ある区づくり推進費②区配付

請うことで実現させ

予算③人件費になり計 116 億円となります。横浜市全体

る。この「普請」と

予算と区の予算がどのように連動して執行されるのか、

いう仕組みを横浜市

施策へ要望提案を行う区民会議として予算の仕組みとい

は支援事業として

う基本を学ぶ良い機会でした。(1 面参照)

2005 年から実施して

●第 2 回勉強会 8/24/2017

います。避難誘導サインやまちなか案内板の設置を防災

コミュニティ・リビングについて

まちづくりとして地域で考えたり、高齢化した地域で多

青葉区区政推進課 吉田課長

世代の居場所づくりの事例などが紹介されました。青葉

2012 年に横浜市と東急電鉄との連携で始まった「次世代

区内では美しが丘第六公園集会所がこのまち普請事業を

郊外まちづくり」が 2017 年に協定が更新されいよいよ次

活用してできた施設です。青葉区からは 2017 年度 2 つの

のステージに！モデル地区のたまプラーザ駅北側地区で

提案が出ているそうです。

の取組が、今後どのように青葉区全体へ展開するのか気

●第 4 回勉強会 2/22/2018

になるところです。昨年度実施された青葉区の地域特性

いて

調査をもとに意見交換を行いました。

2018 年に青葉区防災計画が改定されました。また従来

【部会勉強会】7/21/2017

別々になっていた土砂災害ハザードマップや洪水ハザー

横浜市の景観行政について

青葉区防災マップにつ

青葉区総務課危機管理担当 折戸卓也係長

横浜市都市整備局景観調整課 鴇田課長

ドマップを統合し、防災マップも区民に分かりやすいも

《屋外広告物》
「まちあるき青葉台」でも多くの問題あ

のになりました。名前も「青葉区民防災必携」
。サイズも

り！と指摘があった路上の広告物について聞きました。

非常に大きなものになり

屋外広告物は許可制で設置には市長の許可が必要だとの

ましたが、情報がまとめら

こと。良好な景観を維持形成するために細かく規制され

れ、さらに災害別に理解で

ています。住みやすいまちづくりには、法令遵守が大切

きる工夫がされています。

と実感！

《横

なぜこのような形になっ

浜サイン賞》昨年から始まったサイン賞。市内 6 か所の

たのかその背景について

屋外広告物が、魅力ある景観を作っているとして表彰さ

説明をしていただきまし

れました。応募の半数が中区、受賞も 6 件中 5 件が中区。

た。この「防災必携」は区内市民利用施設などで配布が

青葉区でも素敵な「横浜サイン」を探してみませんか。

始まっています。ぜひ、手に取って地域の状況を確認し

《横浜市の景観制度》現在、関内地区とみなとみらい 21

てください。またホームページからも閲覧できます。

中央地区、新港地区の 3 地区が「景観推進地区」に指定
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区民会議勉強会
●第 5 回勉強会 3 /22 /2018
菊名お出かけバスについて
市民の会代表）

ラン」の見直しが始まっています。青葉区内の田園都市
入江勝通さん(コミバス

線 7 駅の内、現在藤が丘駅周辺プランについて地域住人

菊名駅西口を出たところに

の意見を集め、31 年

お出かけバスの乗車場があり、区民会議 2 人が体験

度に改定されます。

乗車しました。すぐに急坂を登っていくと利用者が

他の 6 駅についても

次々に乗ってこられます。坂の多い錦が丘や篠原北

順次意見募集が始ま

地区を抜けるとスーパーや医院、郵便局などで停ま

ります。今回、どの

ります。高齢の方は本当に助かります。このバスは

ような点が見直しポ

住民が立ち上げ、自主運行しています。長年このバスを

イントになっているのか説明していただきました。

実現するのにどのような苦労があったか、住民が本気に

・駅周辺の住人は、鶴見川を境に行動傾向が異なる。目

なれば「バス」さえ運行できると入江さんは力説されま

的によって住人は最寄りの駅以外の駅へ移動している。

した。住民

これは駅ごとの特徴＝機能を便利に使い分けていると思

主体の地域

われる。青葉区のまちづくり指針でも駅ごとの機能が書

バスの実現

かれているがまさにそのような使い分けがおこなわれて

第一号でし

いるのが分かった。

ょう。ボラ

・全駅に各種機能をそろえるのではなく、駅ごとに機能

ンティア運

分担をし沿線全体として機能を使い分ける考え方が紹介

転手の確保、

された。駅周辺だけでなく駅と郊外地域との移動手段（地

提供車両の確保、安全対策や利用者の拡大など今も多く

域交通）も確保されれば、さらによくなるのではとの意

の課題があります。4 月の交通まちづくり公開講座では

見が委員から出されました。

小さい交通の一例として、区民に紹介しました。

●第 8 回勉強会 2/28/2019

●第 6 回勉強会 6/27/2018 地域ケアプラザについて

横浜型配達弁当「ハマ弁」について

高齢障害支援課地域包括ケア推進担当 伊藤彩子係長

教育委員会事務局健康教育課担当田邉翔係長

福祉保健課事業企画担当 阪柳雅也係長

同

ケアプラザの事業や仕組みについてお聞きしました。福

横浜市の中学校昼食は、家庭のライフスタイルや日々の

祉・健康・教育部会では昨

都合に合わせて、ハマ弁、家庭弁当、業者弁当から等し

年よりケアプラザを訪問

く選べる選択制として実施しています。2016 年度に導入

しています。地域包括支援

されたハマ弁は、給食としてではなく昼食の選択肢だと

センターと地域活動交流

改めて理解しました。肉・魚から選んでいた主菜が、昨

部門の両方を兼ね、地域ケ

年秋より１日１種類の日替わりメニューとなり、 献立の

岡崎尚範係長

アプラザは横浜市独

内容を充実してい

自の施設です。地域包括支援センターは他都市では、

ます。また、注文

病院や特別養護老人ホームの一角に窓口があるよう

方法をより便利に

です。子育てサークル活動や介護予防教室が行われ

するなど工夫をし

ているケアプラザでは「地域包括ケアについてちょ

ています。 喫食率

っと相談に寄る」といったことが可能なのです。ケ

の現状や、試食で

アプラザでは赤ちゃんからお年寄りまでを対象に幅

きるハマ弁デー、

広い活動が行われています。どんなところか一度寄って

ハマ弁の良い部分や課題などの 説明がありました。 ハ

みてはどうでしょう。

マ弁の利用が進まない原因 はどこにあるのでしょう

●第 7 回勉強会 12/2 /2018 田園都市線駅周辺のまち

か？ アンケートや試食会での意見からは、利用する親側

づくりプランについて

の気持ちと、食べる子ども側の気持ちにずれがありそう

青葉区役所区政推進課担当 吉田和重課長

です。ハマ弁は横浜市と事業者が 2016 年度から５年間の

青葉区では「都市計画マスタープラン（青葉区まちづく

協定を締結しており、現在の協定期間は 2020 年度までと

り指針）
」改定に続き「田園都市線駅周辺のまちづくりプ

なっています。
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区民まつり参加
平成２９年青葉区民まつり

１１月３日
平成３０年青葉区民まつり

１１月３日、今年も多くの青葉区民が楽しみにしている

２０１８年も１１月３日、青葉区民まつりが開催されま

青葉区主催の「青葉区民まつり」が開催されました。

した。 区民会議は毎年参加し区民の皆さんと意見交換を

区民の方々と直接触れ合い、区民会議の活動をＰＲでき

し、活動を発信しています。

る絶好の機会ですので、今年も３部会が協力し、参加・

毎年各部会がそれぞれ活動の

出店しました。当日は晴天に恵まれ、会場の青葉区役所

ＰＲを兼ねたクイズや配布物、

会場には沢山の区民の方々が集まりました。区民会議の

掲示物を作成してきましたが、

出店場所は、長

今年は３部会が相乗りした1枚

い間メイン会場

のクイズを安安部会が中心に

の第１駐車場の

なり作成し、来場者にチャレン

テント村でした

ジしていただきました。来場者

が、２年前から

や説明する担当者の負担も減り、好評でした。クイズは

区役所１階の区

青葉区や横浜市の日々の生活に直結したものになり、２

民ホールに場所

３８人の方々に応えていただきました。また今年は来場

が変わったため、来場いただいた区民の皆さんと交流し

者に防災マップ「青葉区民必携」を配布し喜ばれました。

やすくなり、クイズ等にも以前より落ち着いて答えてい

クイズに答えていただいた方へのコーヒーサービスは今

ただけるようになりました。

年も大人気で、満席状態が続き２時半前には完売となり

今年は安全・安心・まちづくり部会は「交通クイズ」

ました。朝の開店準備から閉店後の後片付けまで、活躍

自然・環境部会は青葉区検定クイズ「青葉区の水、緑、

していただいた皆さん、また支援していただいた事務局

農業」健康・福祉・教育部会は「介護施設一覧」配布

の皆さん、ありがとうございました。

で参加しました。

クイズやアンケートに答えていただいた方への煎れたて
のコーヒーサービス（区民会議カフェ）は今年も大変喜
ばれました。クイズは２００名を超える方に答えていた
だき、成功裏に終わりました。
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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 2017

●横浜北部まちづくり交流会 2018

日時：2018 年3 月3 日（土）15:00-17:00

日時：2019 年 3 月 16 日（土）14:00-16:10

会場：新羽地域ケアプラザ3f 多目的ホール

会場：緑区市民活動支援センター大会議室

幹事区：港北区

幹事区：緑区

当日参加状況：港北区 緑区 都筑区 青葉区13名参加

当日参加状況：港北区 11 名

⑴講演

緑区 9 名

都筑区 5 名 青葉区 10 名

[鶴見川水系洪水浸水想定区域図の改定について]

（報告内容）

講師：国土交通省 京浜河川事務所

青葉区(小池由美)「災害情報提供」

流域調整課係長 幸加木智博、葛原 光

都筑区(山岸紀美江)「くずれゆく港北ニュータウン」
港北区(清川)
緑区(満井治郎)

「横浜北部縦貫トラフィック」
「災害時のトイレ対策」

この色がついている部分が浸水する可能性のある所で
すが、2 日間で405mm の降雨で想定していたものを二
日間で792mm の降雨に増やしました。
洪水時の円滑迅速な避難に活用」してもらいたいから
です。
(2)各区報告 「鶴見川との関わり」、

1.青葉区 「鶴見川（谷本川）と青葉区」
青葉区民会議 加茂千津子（自然・環境部会長）
2.緑区 鶴見川との関わり 現状報告
まちづくりネットワーク緑 田中 晃
一本橋メダカ広場水辺愛護会の活動について
三浦孝悦
3.都筑区 都筑区魅力アップ協議会
／早渕川ファンクラブ 福富洋一郎
4.港北区 Tomodachi Club（港北くみんの会）
時間がなく資料配布のみ
今までの想定を超えるような雨の降り方をするのが
最近の傾向であり、一級河川である鶴見川を管理して
いる国土交通省の担当者から改定された浸水想定区域
について具体的な説明がありました。４区と鶴見川流
域にあり、自然と災害に関わる話は自らの避難につな
げる大事な内容であることを再認識しました。
2018 年度は統一テーマ発表にせず、各区独自の内容となった。15 分
発表質疑 5 分と非常にタイトな時間ではあったが、各区の「今の課
題」を知り、さらに共通課題ともなり得るものでした。今後も北部 4
区は情報共有が必要だと感じさせる良い交流会でした。次回は青葉
区が幹事区です。引継ぎが行われました。
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広報委員会

HP

●第 12 期広報委員会は各部会より部会長、

●区民会議活動紹介展示を

広報委員、および代表、広報委員長の構成

行いました。

で活動しました。

場所：青葉区役所 1 階区民ホ

（広報委員会名簿参照）

ール

●区民会議ニュースの発行

日時：2019 年 1 月 15 日～18

47 号 平成 29 年（2017）9 月発行

日

48 号 平成 30 年（2018）2 月発行

内容：3 つの部会活動と区民

49 号 平成 30 年（2018）9 月発行

会議ニュース 12 期発行 3 号

50 号 平成 31 年（2019）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 (50 部)
第 12 期区民会議活動記録の編集作成 （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。運営委員会報告（部会報告含む）
、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
12 期中に 2 回の交流会を開催。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。
ウェブアンケート「青葉区みんなの声」を設置しました。
青葉区民会議や各部会の活動に必要な意見募集としての
ウェブアンケートです。部会ではどのようなテーマで実
施するか検討をしてもらいました。
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各課訪問シリーズ
12 期広報委員会の取り組みとして新に各課訪問シリーズ

第二回 ～青葉区の文化の仕掛け人～

を始めました。調査では青葉区民が区役所に来庁するの

地域振興課文化・コミュニティ係宮澤ゆう子係長

は年に 1－2 回。一番多いのが住民登録や移動届のために

青葉区民まつり、青葉区民マラソン、あおば美術公募展、

戸籍課に来る。保険や学校の手続き、
・・・・

青葉ブランド、及びまちの美化推進や防犯意識向上の

区役所各課ではどのような人がどんな仕事をしているの

啓発など、市民生

か少し分かりやすく伝えたいと、始めました。

活を豊かに、充実
して過ごすための

第一回 ～青葉区の災害対策を知る～

多様な事業を地域

総務課危機管理担当折戸係長

振興課が担ってい

災害情報は、的確な避難行動をとったり、根拠のないデ

ます。また、8 月に

マ情報に惑わさ

区役所１階に移転

れないためにも、

した青葉区区民活動支援センターも担当しています。

とても大切であ

1 階区民ホールでは文庫サロンがあったり、あおばマル

り、青葉区では

シェの会場になったり以前より区民が 1 階で時間を過ご

防災情報の多重

すことが増えてきています。利用できる会議室はありま

化・多様化を重

せんが、木製の大きなテーブルや椅子がそろっていて、

点的に進めてい

そこで打ち合わせや小規模のイベントなどが行われ始め

ます。これは、適宜適切な情報提供がどのような災害時

ています。区役所も変わってきました。

であっても優先対策だと考えるからです。例えば、青葉
区は、都内に通勤・通学

第三回 福祉保健センター 『こども家庭支援課』

している区民が多く、帰

子育て支援担当横田係長 学校連携・こども担当西村係長

って来られない人が多

「様々な力を育み、健やかに育つ環境を創る」
「出産・子

く発生する可能性があります。東日本大震災でも、
「何と

育てが楽しいと思える環境を創る」
「自助・共助・公助の

しても家族の安否を確認するため帰りたい」という方が

意識から、社会全体でこども・青少年を育てる」の三つ

多くいたと思います。これは、
「不安」との戦いです。そ

が横浜市のこども・子育て支援事業計画の基本です。そ

の時に青葉区の情報が入ってくれば、その不安が減り、

の中で区ではさまざまな事業が展開されています。

冷静な判断ができるようになります。

青葉区

なかでも「あ

の取組として、まず自治会・町内会を中心に、災害時に

おばみらいわ

自動で起動する防災ラジオを配備しました。次に防災ア

くわく会議」

プリを導入し、スマートフォンからのアクセスを容易に

は青葉区なら

しました。FM サルースと連携したこの防災アプリは、多

ではの試みの

くの人に使ってもらえるよう平常時は、イベント案内な

一つで昨年 7

どを届けます。非常時には緊急情報が区から届くアプリ

月にスタート。大人がわくわくしないで子どもをわく

として活躍します。例として、今年の１月の大雪では、

わくさせられるか！を合言葉に、中高生の有志と共に、

雪に対する備えを早めに届

こどもがワクワクする企画が進行中です。

けました。日常的にこのアプ

「Welcome あおば子育てツアー」は NPO 法人森ノオト協

リを使う区民が増えれば、災

力のもと、赤ちゃんと一緒に歩いて回る《温かい地域の

害時に特別なことをしなく

人と出会える子育てツアー》
。今年は８回開催の予定です。

ても同じアプリを通じて災

赤ちゃんと一緒に青葉区の住みやすさを実感してみまし

害・緊急情報を区から届ける

ょう。

ことができます。
「いつか」や「もしも」ではなく「必ず
来るもの」として、発災前にどれだけ準備できるかで結

青葉区の各課での事業も、区役所だけでなく民間企業や

果に大きな差がでます。

地域 NPO と連携協働して展開されています。
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総
■発足総会

会

平成 29 年 4 月 22 日(土)

■中間総会

第 12 期区民会議代表委員選出に関しては、第 11 期区

中間総会プログラム
10：00
開会

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

10：05

した。

10：10

行政挨拶

進行

小池 由美

青葉区長

小出 重佳

代表挨拶

代表 嶋田 敦雄

部会活動報告(10 分)

自然・環境部会

また各部会からの運営委員は部会員数の比例により次

部会長

安全・安心・まちづくり部会 部会長

のように選出されました。 自然･環境部会－部会長ほか

健康・福祉・教育部会

3 名、
安全･安心・まちづくり部会からは部会長ほか 4 名、

部会長

加茂 千津子
渡辺 欣行
大友 徹

質疑応答
10：40

健康･福祉･教育部会からは部会長ほか 3 名。 代表委員

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

を加え総勢 12 名の運営委員でスタートしました。
総数 50 名

平成 30 年 5 月 12 日(土)

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

代表１、副代表兼渉外担当１

11：00

顧問のみなさんからの情報提供

山下市議、藤崎市議、横山市議、赤野県議、小島県議、内田県議、
13：00 終了

発足総会プログラム
13:00 開会宣言・資料確認
13:05 青葉区挨拶

進行

小池

鈴木区政推進課長

13:10 青葉区民会議とは
第 11 期青葉区民会議代表委員 嶋田
青葉区民会議の説明
引き継ぎ事項の紹介(解散総会で了解された内容)
第 12 期部会設置について（3 部会開設で進める）
区民会議交流会参加(全市交流会、横浜北部まちづくり
交流会)
テーマ別活動の進め方についての検討
オープンデータ活用プロジェクトの継続
13:20

第 11 期発足準備

議長選出
議長挨拶

総会総数の確認（事務局）

議事

（顧問議員の方々と昼食で懇談、情報共有）

1）第 12 期代表委員選出
推薦候補者の提案(加茂)、会場立候補者の確認後 採決・承認

■解散総会

2）引き継ぎ事項のうち、部会設置について

平成 31 年 4 月 20 日(土)

議事終了・議長解任

第 13 期活動が円滑にスタートすること期待して、第 12

13:30

期運営委員会では、3 部会継続を引き継ぎ事項としまし

部会設置について
・部会活動マニュアルによる説明

た。まちづくりの課題は一つの分野だけで解決できない

・３部会(３分野)紹介（１．健康、２．環境、３．安全）
13:40

複雑で多様なライフスタイルを背景としています。こう

第１回部会開催

・運営委員数の受理・運営委員の選出
14:15

第１回運営委員会開催

14:35

全体会

いった課題やニーズに対応するためには、区民会議の活
動の見直しが必要な時代に来ていることを改めて感じさ
せます。テーマ設定や、区民ニーズの収集についても見

・代表、副代表、広報委員長、運営委員の紹介
・第 12 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
15:00

閉会宣言

直す必要が出ています。13 期で取り上げる大きなテーマ

鈴木区政推進課長

となります。

第 12 期運営委員
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第 12 期青葉区民会議委員名簿
自然・環境部会

（12 名）

部会長：加茂千津子

副部会長：小杉富雄

飯塚宏

板垣隆士

太田治人

福島憲一

三品武司

(津端

健康・福祉・教育部会
部会長：中山恒夫
飯塚秀子

緒方陽子

鈴木喜代子

関司郎

諭)

（16 名）

副部会長：齋藤静子

岩瀬浩一

(坂田啓輔)

大野承

碓井知佐子

大和田和子

大友徹

手塚博之

(福田康子)

森健

(佐々木允明)

安全・安心・まちづくり部会
部会長：渡辺欣行

(狩野恭子)

小島満寿江

近藤美恵子

八木一龍

(22 名)

副部会長：松尾良信

飯島秀剛

伊藤久美子

太田真一

加藤隆士

北嶋克悦

木村文紀

鮫島毅人

嶋田敦雄

諏訪猛男

関谷純

高林美千代

土志田晶子

南弘子

小池仁

田中秀行

小池由美

千葉恭弘

三枝和江
手塚孝

三好敏昭

※平成 31 年 3 月 1 日現在

(

)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

41

3

6

50

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

自然・環境部会会長

中山 恒夫

健康・福祉・教育部会部会長

渡辺 欣行

安全・安心・まちづくり部会長

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）

（大友 徹

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）

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）

小池 仁

（安全・安心・まちづくり部会）

広

報 委

員

途中退会）

会

委員長：小池 由美
中山恒夫

斎藤静子

加茂千津子

小杉富雄
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嶋田 敦雄

渡辺欣行

松尾良信

第 12 期区民会議に参加して
小杉 富雄

・自然・環境部会

振り返るとあっという間の１２期２年間でした。

飯塚 宏

期初に「区民会議の役割を再考し、自由闊達で楽しい区

第 12 期もあっという間に過ぎてしまった感じである。

民会議活動ができれば」と書きましたが、私的な事情に

毎月一回約 2 時間の定例部会に

加え、部会テーマの難しさ、部会出席者が少ないため、

ほとんど休ます出席して来たが、やはり実績を残すには

皆で力を合わせて作業するということが難しかったと感

あまりにも時間的に少なすぎた。

じる今期であったように思います。

又観察会にも都合つかず参加出来なかったのも悔やまれ

今後は「まちづくり」 という広いステージの中で多く

る。反省とこれからの方向性としては、もっと区民の声

の仲間の皆さんと「緑の環境」を考え、活動ができれば

を聴取するとともに、行政とも緊密な連絡を取って行く

と思っています。

必要があると思う。又期初にしっかりとした計画を十分

とは言え、区民まつりの参加や区民ホールのパネル展示、

立て着実に進めること肝要と思う。

里山ガーデンや保木、恩廻し、川和遊水地（市民の森）
などの現地視察、市が尾駅～寺家の川べりの散策路計画

太田 治人

など、今後につながる有意義で楽しい活動もいろいろや

今期２期目終了しました。

りました。市予算への要望・提案でも実現につながった

思うように貢献できず相変わらず歯がゆい思いの連続で

ものがあり、
「継続は力なり」や「熱意を持って提案を続

した。私なりの考えとして自然 環境という大きなテーマ

ければ、実現につながる」を感じた今期でもありました。

に対して民間団体のできることは限界があり役割を明確
にして取り組む必要があると思いました。例えば自然環

鈴木喜代子

境に対する区民の意識向上、（興味ある講演会の開催、

現在私は毎日２０分ほど車を転がし、この辺りで一番

WEB アンケート・実施済み）地元蜜着団体との連携によ

田舎っぽいところ、寺家ふるさと村を歩いています。長

る地元ニーズの把握等です。今回私の意識向上として鶴

いことスポーツ一筋に過ごしてきましたが、プレーもで

見川の治水において関連部署のたゆまざる努力により人

きなくなり何をしようかと思った時、子供時の疎開先で

間と自然の調和ができていることに大変感銘を受けまし

の生活が思い出されたのです。小学校４年生のとき転校

た。次年度前向きに皆さんといろいろなテーマに取り組

し、そこは郡山でも田舎っぽい学校だった。のちに父が

んで行きたいと思いますのでよろしくお願いします。

言うには、私と弟をのびのびさせたかったのだと。戦時
中で周りには若い人はおらず、年寄り子供ばかりでも野

大野 承

原があり、川があり、夏は天気が良ければ泳ぎ、普段は

第 10 期の途中から仕事を初めてしまったため、第 11

近所の子と遊び、恵まれた子供時代過ごした。学校帰り

期も半分、今期第 12 期も４回しか部会に参加できなくて、

には田んぼで藁の下に潜ったり稲わらに登ったりした。

皆さまに迷惑をかけました。継続は力？を信じて第 13 期

戦後いつも思い出すのはあの田園風景。結婚してから東

も一部会員として継続したく、よろしくお願い申し上げ

京に戻り子育てにも一段落し、より安らぎがあり田舎っ

ます。

ぽい所はどこか？ここは区民会議で知り、歩いた所です。

加茂 千津子

福島 憲一

まちを歩くと自然のことが気になります。春をつげる

今期の後半は部会欠席が続いてしまったが、①区が考

スミレ、今年はどうかな、田んぼ、畑は？最近見つけた

える再生可能エネルギー導入と、②みどりアップ計画関

麦は？ まちは整備され住みやすくなっていると思いま

連で“まとまった緑”につき区提案反映制度を利用した

すが、坂道の多い丘陵地で水みどりの自然環境に恵まれ

区の取組み、を部会で報告したのが、唯一の救い。

ている青葉区、バランスよく維持できたらなあと思って

健康・福祉・教育部会

います。住み続けたい市民として、仲間とともにまちを

碓井知佐子

歩き、課題を考えながらまちづくりに参加したいと思い
ます。

過去 2 年間、ケアプラザと学校給食をテーマに継続し
て取り組んでいますが、ケアプラザの機能や役割を知る

32

第 12 期区民会議に参加して
事、区民に広めることは大切だと思いますので、年度な

安全・安心・まちづくり部会

どでテーマを決めて取り組むと良いと思います。例えば

飯島秀剛

健康とケアプラザ ・防災とケアプラザ・その他子育て
とケアプラザ・障害者とケアプラザ等。また、学校給食

私の主となる活動は区民まつりのクイズの原案づくり

についても、テーマを絞り、他府県の事例の調査し、阻

でした。市の広報紙の記載を基に作案しました。防災・

害要因・費用・導入後の住民の変化等。

減災情報を探すと多種多様、いろいろな情報が入ってき
ます。その中で最も大事なことは、自分の住む自治体の

大友徹

公助や共助の考えを知ることではないでしょうか。他の

健康年齢を誇った私も昨年 5 月脳梗塞で路上に倒れた。

自治体と比較し、不足している部分は、自助・互助でど

救急搬送先の尽力で大手術の後奇跡的に生還を果たしま

のように補えるか考えること。これが成熟した市民のあ

した。個性豊かな当部会員に鍛えられ、省みれば約 10 年

り方だと感じました。

区民会議の運営委員兼務副代表・部会長等、健康福祉教

北嶋克悦

育部会に所属多くの知巳を得る事が出来ました。また、
昨年 1 月の当部会主催の公開講座では他部会の方々のご

正面から課題に挑戦を純粋真面目に取り組む安安部会

協力もいただき乍ら無事終了する事が出来、厚く御礼申

メンバー各位に敬意と感謝の気持ちで一杯です。

し上げます。区民会議は不滅です。益々のご発展を祈る！

木村文紀
中山恒夫

連合自治会から紹介されて参加しました。縁あって「安

老人クラブからということで健康福祉教育部会に入り

全・安心・まちづくり部会」に所属出来たことを二年後

ました。恥ずかしながら区民会議そのものを知る由もな

の今は感謝しています。印象に残るのは①交通まちづく

く、先ず戸惑いました。自己紹介の後、運営委員会・広

りアンケートの実施（2017 年 12 月）と、②交通まちづ

報委員会の委員をと言われたものの、何もわからない私

くり公開講座「これからのまちづくりと小さな交通」の

は、ただお断りするだけでした。さて、部会の始まりで

実施（2018 年 4 月 21 日）です。地域居住者 1,000 人ア

す。夜 6 時からの部会はいかがなものかと思いましたが、

ンケートを実施して問題点やニーズを定量化し、それを

みなさんの都合ということで理解しました。ケアプラザ

公開講座の場で討議し掘り下げる手法でした。

調査・公開講座など前期からの継続活動は多岐にわたり、

また、時々のテーマについて横浜市の担当者から直接

資料もなく理解できず、当時の私はただただそこにいて

説明を聞き質疑応答できる機会に何度か参加出来、その

話を聞いているのみでした。

結果を地元の有志と討議したのもよい経験でした。世界

ある時、体調不良により部会長が退会となりました。

が広がりました。

後任の部会長選任に苦慮することになり、図らずも何も

小池由美

わからない私が、12 期の残余期間ということで受けるこ
ととなりました。全部会員にもれなく情報伝達すること

青葉区が今年 2019 年で 25 周年！ということは青葉区

は必要不可欠だと思い、運営委員会等の報告をするよう

民会議も 25 年、2019 年 4 月には 13 期青葉区民会議が発

に配慮をしました。部会への出席者が多くなり、活動に

足され、また新しいページが始まります。1 期二年は長

理解をされることを願って行っていますが、まだまだ分

いようでまちづくりを考える上では短いと実感するのが、

かりません。

期末のこのコメントを書く時の恒例の感慨です。2 期よ

私は、未だ 12 期の活動を理解できないまま参加してい

り参加してきたので 22 年もの間青葉区を見てきたこと

ますが、区民会議活動の素晴らしさや必要性を感じたこ

になります。この間に何人の区長が青葉区を語ったので

とは、一区民として大変良かったと思います。来期も健

しょうか・・・。この間に横浜市にあった 16 の区民会議

康福祉教育部会が取り上げるテーマは多々あると思いま

のほとんどが消えていきました。私たち区民会議はどの

すので、各部会の皆様にご協力・ご援助をいただき活動

ように青葉区のまちづくりに参画していくのかが今また

をしてゆきたいと考えます。

問われているように思います。
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第 12 期区民会議に参加して
三枝和枝

行政を補完する市民の参画・支援も必須と考える。市民

部会にも講演会にも参加出来ず、届くメールで活動の

としての意見の発信や集約・纏めをベースに活動する事、

状況を知るという部会員でした。参加出来ずとも、PC を

行政と話し合い支援を得ること、更には一定の範囲内（予

通して共有できる情報は、私にとっては多くの気付きや

算や調達物品等）で行政に替わり、企画・政策立案し施

学びがありました。ありがたいことに、区民会議で得た

策の優先順位付けを経て、施策の実施、事後の評価など

知識は、地域の活動等にもつなげることができました。

一連のプロセスを進めることが理想だと思う。

皆様、本当にいつもありがとうございました。

この為には、個人としてある程度の時間の余裕があり、
方向性のあった活動母体が作れること、行政サイドの理

嶋田敦雄

解だけでなく具体的で物的な支援が必須であること事を

今期の後半は部会の皆さんにご迷惑をおかけしました。

痛感し、残念ながらその力が及ばない２年間だった。

事情で時間配分が区民会議に回らず不参加イベントが多
くなりました。やはり皆さんと一緒の行動が少なくなる

千葉泰弘

と多少の疎外感が出てくるものです。それにしても何回
かの公開講座を始めとして諸企画の推進を図られた方々

第 12 期から区民会議に参加しました。安安部会に登録

の熱意に感服です。12 期の諸活動有難うございました。

していますが、
「地域の問題解決」を基本方針に、町あ

るきや講演会などを企画・運営しています。これらの
諏訪猛男

企画に参加すると、いつも啓発をされ、刺激を受けて
います。13 期も続けて参加させて頂きたいと思います。

今年度は参加が半分以下の幽霊会員一歩手前でした。

土志田晶子

それでも、時折参加すると青葉区の安全・安心・まちづ
くりを活動範囲とした。幅広く、タイムリーなテーマが

私は、4 年ほど前に青葉区食生活等改善推進員会(ヘル

驚くほどどんどん出て来て、皆さんが熱く、真剣に討議

スメイト)の代表として区民会議安全安心まちづくり部

し、解決策を模索されている仲間に温かく迎い入れてい

会に参加させていただきました。ですが、まだ初心者の

ただき、楽しく、有益な活動が出来ました。この熱く、

域を脱出していません。勉強不足で部会や勉強会でも意

真剣な討議、活動がいつ、どこで、どのように青葉区の

見を出せず、不甲斐ないのですが、皆さんの活発な意見

人々、行政に役立って行くのだろうかと少々疑問、不安

交換に毎回刺激を受け、ボーっと生きていてはいけない

もありますが、スタッフの皆さんの青葉区をより良くし

と自分を叱りながらいつも家路につきます。

ようとする意識レベルの高さと情報、人的ネットワーク

今後は、ヘルスメイトの経験を生かして「災害時でもバ

の広さ、深さに心惹かれ、スタッフの皆さんの影を踏ま

ランスの良い食事」
「ローリングストックの啓発」などの

ないように少し後ろからついていく１年でした。

切り口からも区民会議の活動に関わっていきたいです。
有言実行。

関谷純
21 期の活動振り返ると、2017 年 6 月に「青葉台街歩き」

松尾 良信

を企画した事など、もともと関心が高い街づくりに関す

毎年発行される「データで見る青葉区 なるほどあお

る事項には興味が持てることも多かったが、他の分野で

ば」ですが、過去 6 年間の推移を調べてみると、正直な

は活動が不十分だったと思う。

青葉区が見えてきます。例えば

以前から街づくりに関心があり、市民として参画でき

「昼夜間人口比率」

ることがないかと考え、区民会議に参加した。少子高齢

2012 年 75.1％、2018 年 76.2％

化が急速に進み、国や地方の財政も逼迫する中でも、日々

「高齢化率（老年人口比率）
」

の生活は快適で住みやすい街に暮らしたい、とりわけ地

2012 年 16.2％、2018 年 20.8％

元青葉台を少しでも住みやすい街に、市民としてできな

「年間火災発生件数(多い順)」

いかと考えた。

2012 年 39 件、2018 年 55 件 《15 位⇒5 位》

身近に住みよい街をつくるには、ハコ・モノ行政から

《16 位⇒18 位》
《17 位⇒15 位》

「統一地方選挙投票率」

脱却し、地方社会が持つ限られた資源やリソースを有効

2011 年 45.69％、2015 年 39.97％

に配分・活用する工夫が必要だと思う。更にその為には、

なるほど！と感心してよい状況ではなさそう、ちょっと
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《11 位⇒14 位》

第 12 期区民会議に参加して
心配ですね。住んでいる私たちにできる事は？ みんな
で考えてみませんか？

南弘子
自己都合により、今夏より部会を欠席させて頂いてい
ますが、freemale の皆様の意見には、新しい発見があり
大変興味深く拝見させて頂いています。

三好敏昭
第 12 期より青葉区民会議に参加致しました。青葉区民
ではあったが、以前は青葉区は「寝に帰る」場所でしか
なく、地元の事への関心は薄かった事は否めませんでし
た。青葉区内で過ごす時間多くなった今、また年齢も上
がってきた事から、さて地元の事はどのようになってい
るのか、運営はどのようにされているのかなど考えつつ、
改めて青葉区の広報誌を眺めていたところ、
「青葉区民会
議メンバーの募集」の記事が目に留まり、ローカルを知
る事から始め、また私にも出来ることもあるのではない
かと早速青葉区民会議に参加しました。その時の一番の
関心毎は地元青葉区の自然はどんなものかと自然に関心
がありましたが、参加するうちに高齢化の街の在り方は
喫緊の課題である事も知り、安心安全部会に属し、その
時のテーマがバリアフリー、ローカル交通の在り方、防
災が主要テーマで皆さんが真剣に議論し前向きに取り組
む姿にが感心しました。また、青葉区の自然を知る事も
当初の目的でもあり、自然環境部会にも参加させて頂き
ました。今後、青葉区民会議がさらに発展する事を期待
しつつ、微力ながらも少しでもお役に立てるよう心がけ
てまいります。
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第 12 期青葉区民会議自然・環境部会
加茂

千津子

様

青葉区民会議

自然・環境部会

【意見・要望一覧】
（仮称）恩田市民の森が整備され、公開されることを要望します。公開に際しては、青葉区の魅力的な自然的
空間として多くの市民に理解され、親しまれる谷戸、森、豊かな生き物がいる場所として整備されることを希
望します。

（仮称）恩田市民の森が整備され、公開されることを要望します。公開に際しては、青葉区の魅力的な自然的
空間として多くの市民に理解され、親しまれる谷戸、森、豊かな生き物がいる場所として整備されることを希
望します。
青葉区民にとって、寺家ふるさと村のふるさとの森と恩田地区の森は緑豊かな心休まる場所です。この恩田
は特別緑地保全地区への指定が進んでおり、豊かな緑が次世代へ引き継がれることは大変ありがたいことと思
っています。公開されることを期待しています。公開に際しては、自然や森づくりに関心のある市民を育てる
とともに、計画の段階から市民も参加して進められますよう要望します。多くの区民から身近な自然として親
しまれ、市民も保全・維持活動に参加できるような市民の森になることを希望します。
【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について、調整を進めてまいります。
横浜市環境創造局緑地保全推進課担当課長
（緑地保全推進課

電話：045-671-3832

坂井

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

第 12 期青葉区民会議
大友

徹

和洋

電話：045-671-2810

景山

敦樹

FAX：045-224-6627）

健康・福祉・教育部会

様

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。
【回答】
本市の中学校昼食につきましては、実施方法や財政負担等の様々な要素を比較し、早期に全校で実施ができる
ことや、施設整備費が大幅に抑えられること、中学校の日課への影響を最小限に抑えられることなどを検討した
結果、ライフスタイルや日々の都合に合わせてハマ弁、家庭弁当、業者弁当を選択できる仕組として実施していま
す。その中でも、ハマ弁をより利用しやすくするために、価格の引下げを予定しています。
横浜市

教育委員会事務局

（健康教育課

健康教育課担当課長

電話：045-671-4136

大野

豊

FAX：045-681-1456）
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第12期青葉区民会議
渡辺
１

欣行様・松尾

安全・安心・まちづくり部会
良信様

「住み続けたいまち！次世代郊外プロジェクト」

【回答】
コミュニティリビングの在り方について検討を進めるため、平成29年度は、青葉区まちづくり指針において生
活支援拠点に位置付けられている、すすき野地区周辺にお住まいの方を対象にアンケート調査を実施するととも
に意見交換を行いました。
平成30年度は、引き続き同地区にお住いの方と意見交換を行いながら、事業化に向けた検討を行います。
今後も、地域の皆さまと話し合いながら、取組を進めていきます。
横浜市青葉区区政推進課担当課長
（区政推進課
２

吉田

電話：045-978-2216

和重

FAX：045-978-2410）

組織運営「地域連携力の強化」

【回答】
青葉区では平成26年度から毎年区内の「地域ケアプラザ」や「地区センター」など約40の区民利用施設に呼びか
けて「青葉区区民利用施設交流会」を実施しています。交流会では、施設同士が顔の見える関係を築き施設間の連
携を深めるため、情報共有やワーキングを実施しています。
29年度実施した交流会でも連携事業がうまれ、施設同士の交流が盛んになっています。
今後も交流会を継続し、施設間の連携を強化し、区民の皆様にとって利用しやすい環境作りを進めてまいります。
横浜市青葉区区政推進課長
（区政推進課
３

鈴木

康介

電話：045-978-2216

ＦＡＸ：045-978-2410）

（次世代地域交通システムの推進）
「少子・高齢化社会への対応」

【回答】
現在、地域の移動手段を確保する新たな試みとして、横浜総合病院が運行する無料送迎バスの空席を、対象地域
に居住する高齢者等の日常の移動手段として活用する実証運行を道路局とともに行っています。
また、市が尾駅周辺地区では、
「市が尾駅周辺地区バリアフリー基本構想」に基づく案内サインの改修を、平成
30年度より進めることとしています。
今後も、すべての人が安全で快適に行動できるよう、新たな地域交通の検討やバリアフリー化を進めていきま
す。
横浜市青葉区区政推進課担当課長
（区政推進課
４

吉田

電話：045-978-2216

和重

FAX：045-978-2410）

（女性・若者・シニア等の就労支援）

【回答】
青葉区では、中小企業支援事業として、起業を目指す女性を支援する講演会等を行っています。その中で、ソ
ーシャルビジネス等に取り組む事業者を講師として招き、起業のきっかけづくりを支援しています。引き続き、過
年度の取組を分析し、効果的に事業を進めてまいります。
横浜市青葉区役所地域振興課長
（地域振興課

電話：045-978-2291

鈴木

昇

FAX：045-978-2413)

青葉区では、将来にわたり選ばれるまちであり続けるため、
「あなたの力の1パーセントを あおば の未来に！」を
合言葉に、区民お一人おひとりが自らの力の１％を、地域や周りの方に向けることによって、さらに住みよい青葉
区となることを目指した取組を始めています。その取組の一つとして、平成29年度より、経済局と連携し、コミュ
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ニティビジネス創業支援に向けた「セカンドキャリア地域起業セミナー」を開催し、約30名の方にご参加いただき
ました。
平成30年度も開催する予定であり、セミナー受講後のサポートを交えた、一体的な支援を継続して展開してま
いります。
また、他事業と連携した取組内容の報告・共有や、周知広報も継続的に行い、より多くの区民の皆様の意識喚起
に努めてまいります。
横浜市青葉区役所高齢・障害支援課長
（高齢・障害支援課
５

石原

電話：045-978-2449

千草
FAX：045-978-2427）

（子育て）「多世代交流のコア拠点の確立」

【回答】
「多世代交流の拠点」など地域交流のための場は、近隣の人との付き合いの希薄化が問題視されている昨今、大
変重要であると認識しています。
そこで、地域課題解決のための取組に活用いただける支援制度として「青葉みらいおこし」補助事業を実施して
します。
この事業では、地域の皆さまの主体的・継続的な地域課題解決のための取組を、テーマを定めて募集し、審査の
上、補助金を交付しています。30年度のテーマは未定ですが、
「多世代交流の拠点」に関することも含めて検討し、
地域の多世代交流が促進され、活気あるまちづくりが形成されるよう、事業を推進していきます。
横浜市青葉区区政推進課課長
（区政推進課
６

鈴木

電話：045-978-2221

康介
FAX：045-978-2411)

（健康保健）
「ウォーキングポイント」と「よこはま健康スタンプラリー」の普及を目指し「区内ウォーキン

グコース」の整備で健康増進策を提案します。
【回答】
普及を目指し「区内ウォーキングコース」の整備で健康増進策を提案します。
ウォーキングコースを作成する際には、
「あおば花と緑の見どころマップ」や「青葉ブランド」など既にある情
報やリーダー設置場所の紹介等を組み合わせて、楽しく使いやすいものになるように工夫します。
また、地区センターや地域ケアプラザ、スポーツセンターなどには、ウォーキングの開催や、地域で開催される
ウォーキングイベントの情報提供ができるよう支援していきます。
横浜市青葉区役所福祉保健課長
（福祉保健課
７

電話：045-978-2436

滝本

潔

FAX：045-978-2419）

（市民協働）「区内施設のIT化の推進」

【回答】
青葉区内の地区センターのWi-Fiについては、山内地区センター及び藤が丘地区センターが試験的に導入をして
います。その他の地区センターについても導入の予定はありますが、公衆無線LANサービスの運用については、利
便性が見込まれる反面、犯罪行為等での利用や、利用者が犯罪被害に遭う懸念もあるため、必要な対策を講じる点
も含め検討しています。
横浜市青葉区役所地域振興課長
（地域振興課

鈴木

電話：045-978-2295

昇
FAX：045-978-2413)

地域ケアプラザの無料公衆Wi-Fiの設置につきましては、各事業者が様々な方式で事業を展開しており、設置す
る設備、サービス内容、コスト、利用状況などは事業者ごとに異なっておりますので、今後、利用者の需要動向や
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通信技術の推移も踏まえ、指定管理者・委託受託者に伝えてまいります。
引き続き、区民の皆様に親しまれる施設を目指して努力してまいりますので、ご理解ご協力をお願いします。
横浜市青葉区役所福祉保健課長
（福祉保健課
８

滝本

電話：045-978-2436

潔
FAX：045-978-2419）

（まちづくり）図書館の広域利用

【回答】
隣接市との広域利用の開始にあたり、町田市とも調整を行っていますが、現在のところ、先方のご理解を得ら
れていません。広域利用の実現に向けて、引き続き協議を続けていきます。
横浜市中央図書館企画運営課長
（企画運営課
９

沖間

電話：045-262-7334

俊明

FAX：045-262-0052）

（まちづくり）
「ゆっくり青葉」の実現を目指して「ゾーン30」のPRを

【回答】
ゾーン30の運用につきましては警察の所管事項となりますので、お名前、ご住所等の個人を特定できる情報を
除いて、青葉警察署へお伝えしました。
お伝えしたところ、民間企業への安全教室や自治会の講習会のほか、スクールゾーン協議会でもゾーン３０の
説明やＰＲを行っており、今後も引き続きＰＲを進めていきますとのことでした。
なお、直接、ご説明・ご相談いただく際の連絡先は次のとおりとなります。
○

青葉警察署

〒225-0024

青葉区市ケ尾町29番地１

電話：045-972-0110（代表）
横浜市青葉区総務部区政推進課長
（区政推進課

鈴木

電話：045-978-2221

康介

FAX：045-978-2411）

10 （まちづくり）
「自転車利用ルール・マナー教育の徹底」
【回答】
交通安全については、区役所や警察、青葉交通安全協会をはじめ、連合自治会、商店会、学校、自動車関係団体
などで構成される、青葉区交通安全対策協議会において、それぞれが連携しながら取り組んでいます。
青葉区役所では、広報よこはまへの自転車マナーの啓発記事の掲載、小学生を対象とした交通安全教室の実施、
高校生を対象としたスケアードストレート（交通事故再現）の実施等を行っています。警察署においても、保育
園、幼稚園、小学校、中学校などで、交通安全教室を行っています。
平成30年度も、警察や各関係機関・団体と連携して、
「区民の交通安全意識の高揚」
「交通事故のない安全で住み
続けたいまち青葉の実現」を目指す取組を計画的、効果的に推進し、交通安全は区民一人ひとりの心がけと実践に
よって実現されるものであることを訴え、家庭や地域における日頃の声かけをお願いするとともに、積極的な自
転車教室・キャンペーンへの参加などを呼びかけてまいります。
横浜市青葉区地域振興課長
（地域振興課

鈴木

電話：045-978-2292

昇
ＦＡＸ：045-978-2413）

11 （自助・共助の推進）
「在宅被災生活のススメ」
【回答】
ご指摘のとおり、地域防災拠点は、自宅での生活が困難な場合に避難生活を行っていただく場所であるため、
災害時に自宅の生活空間を守ることは非常に大切なことです。
区役所では、平成30年２月から配布している「青葉区民防災必携」の中で自宅の生活空間を守ることの重要性
や安全対策についてご案内しています。
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また、地域防災拠点が、在宅避難者等にとっても食料や物資、情報の提供を行う拠点となることが明確になる
よう、総務局危機管理室と調整し、
「地域防災拠点」開設・運営マニュアルの改訂を行う予定であり、地域防災拠
点運営委員会とも共有してまいります。
横浜市青葉区役所総務課長
（総務課

川合

電話：045-978-2213

裕子

FAX：045-978-2410）

12 （被災者支援）
「車中泊避難」への対応を
【回答】
本市では、車中泊避難の発生をできるだけ抑制する方向で取り組んでおり、やむを得ず発生した車中泊避難者
については、早期解消に向けて実態把握や保健指導、情報提供など状況に合わせた対応を検討しているところで
す。
また、駐車場を事前に確保することについても、そのことが車中泊避難の推奨ととられてしまう可能性もある
ため、事前確保の是非も含めて検討しているところです。
横浜市総務局危機対処計画課長
（危機対処計画課

宇多

電話：045-671-4096

範泰
FAX：045-641-1677）

13 （被災者支援）
「帰宅困難者一時滞在施設」の整備
【回答】
青葉区内の帰宅困難者一時滞在施設は、平成28年度に新たに「たまプラーザ テラス」を指定することで８駅11
か所となりました。また、受け入れ訓練については、平成26年度までに各駅で訓練を実施しており、今後の訓練実
施については、地震や風水害、テロ対策等の様々な危機管理に対応した訓練の中で、実施を検討していきます。
なお、帰宅困難者受け入れ時に必要な物資については、原則として横浜市が用意し、施設側は可能な範囲で備蓄
する旨の協定を各施設と結んでいます。そのため、災害時には、必要に応じて区災害対策本部、避難者・駅対応班
が物資を施設に搬送することとしています。
横浜市青葉区役所総務課長
（総務課

川合

電話：045-978-2213

裕子

FAX：045-978-2410）

14 （被災者支援）
「避難所運営シミュレーション」の実施
【回答】
「避難所運営シミュレーションゲーム（HUG）」訓練は、地域防災拠点から区役所に要望があった際に、日程等を
調整させていただき実施しています。平成29年度の実績としましては、２団体から要望があり、実施しました。今
後も地域防災拠点での実践的な訓練を推進していきます。
横浜市青葉区役所総務課長
（総務課

川合

電話：045-978-2213

裕子

FAX：045-978-2410）

15 （被災者支援）
「防災関連組織間の連携強化」
【回答】
現在青葉区では、警察、消防等防災関係機関と連携し、実践的なブラインド型訓練として「青葉区災害対策本部
運営訓練」を毎年実施しております。
また、警察、消防とは日ごろから連絡会議を開催しているほか、出水期前には情報受伝達訓練を実施するなど、
発災時に備えて連携強化を図っております。
地域防災拠点の訓練につきましては、拠点ごとに訓練の企画・運営を行っていただいておりますので、その中で
情報受伝達訓練などを通じて、運営委員と区本部の連携等を確認しています。
横浜市青葉区役所総務課長

川合

裕子
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（総務課

電話：045-978-2213

FAX：045-978-2410）

青葉区は区内で震度６弱以上の地震が観測された場合、12か所の地域防災拠点に定点診療拠点を設置し、医師
会などの医療関係機関やアマチュア無線非常通信協力会などと連携しながら、簡易な診療を行う取組を行うこと
としています。
そのため、地域防災拠点運営員会や医療関係機関などと連携しながら、定点診療拠点の立ち上げから開設、運営
の訓練を行うとともに、MCA無線を使い、拠点と区役所での情報伝達訓練を併せて実施しています。
なお、毎月医師会主催の会議において、医療関係機関やアマチュア無線非常通信協力会、区役所が集まり、災害
時の医療体制について話し合いを行い、日頃より顔の見える関係づくりに努めています。
横浜市青葉区役所福祉保健課長
（福祉保健課
16

滝本

電話：045-978-2436

潔

FAX：045-978-2419）

（自助・共助の推進）「大規模災害発生時、自宅トイレの使用の可否を明確に」

【回答】
災害時に各家庭のトイレの使用を控えていただくのは、
「下水道処理場の被災等により使用制限がかけられた場
合（使用制限は、関係機関から連絡します）」、
「下水道管の明らかな損傷が見受けられる場合」及び「トイレの水
が流れない」等があてはまる場合になります。
それ以外の場合には、皆様がトイレを使用していただくことで下水道管の損傷を早期に発見できる場合もあり
ますので、各家庭のトイレを使用していただいて構いません。
なお、環境創造局のホームページにて、災害時の各家庭のトイレの使用について掲載しています。
＜参考＞
http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/faq/mizu/haisui/007.html
横浜市環境創造局管路保全課長
（管路保全課

新田

電話：045-671-2829

巧

FAX：045-641-5330）

発災時にご家庭でお過ごしの方は、水や食料に加え、下水道が使用できない時に備え、トイレパックの備蓄も重
要です。地域防災拠点の連絡協議会等に参加し、市民の方々に備蓄の必要性を周知していきます。
横浜市資源循環局業務課長
（業務課
17

電話：045-671-2548

服部

敬久

FAX：045-662-1225）

《緊急輸送体制》

【回答】
大災害時は応急対策を的確かつ円滑に実施するため緊急交通路が指定され、交通規制により公的機関、医療関
係、及び物資輸送等、公益性の高い車両以外は通行が禁止、又は制限されることとなります。
このため、地震災害が発生した場合のエレベーター閉じ込め事案については、急病や負傷者の発生等、緊急性が
ある場合に消防機関等が出場し、それ以外の場合においてはエレベーター保守会社の行動計画により、技術者の
巡回等で対応することが基本となります。
本件は、青葉区の地域特性に応じた内容ではなく、本市で統一的な施策であるため、青葉区防災計画（震災対
策編）において、個別に記載する予定はありません。
横浜市青葉区役所総務課長
（総務課

電話：045-978-2213

川合

裕子

FAX：045-978-2410）

大規模災害時は、全国各地から公的機関、医療関係、及び物資輸送等、公益性の高い車両が数多く被災地に集結
することが予想されます。
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規制除外車両を増加させると、これらの車両運行に支障をきたす可能性があるため、現段階では横浜市として
公安委員会等への働きかけを行う予定はありません。
横浜市総務局緊急対策課長
（緊急対策課

増山

電話：045-671-2029

敬太
FAX：045-641-1677）

震災発生時に、マンション等の共同住宅ではエレベーター内において閉じ込め事故が発生する可能性があり
ます。ご提案いただきましたとおり、エレベーター内の備蓄につきましては、重要であると考えており、
「防災よ
こはま」にその旨を記載し、市民の皆様に啓発しております。
地域や市民を対象とした研修等の機会を通じて、エレベーター内の備蓄について啓発してまいります。
横浜市総務局危機管理課 地域防災支援担当課長
（危機管理課

電話：045-671-4351

小澤

美奈子

FAX：045-641-1677）

18 「防災拠点運営委員」向けのマニュアルと「直近動員者」向けマニュアルへの記載を具体的、かつ双方の役割
分担、引継ぎ方法を判りやすく記述することにより、
「防災拠点運営委員」および「直近動員者」の双方の防災知
識の習得をはかり、円滑な情報共有の推進を要望します。
「横浜市防災計画（震災対策編）」および「青葉区防災計画（震災対策編）についても、上記マニュアルと同様
に行政職員の役割について明記していただきたい。
【回答】
拠点運営委員向けの「地域防災拠点」開設・運営マニュアルについては、総務局危機管理室と協議をしなが
ら、発災時の役割がより明確になるよう、時点修正を含めた改善を行っています。また、運営委員と、地域防災拠
点動員者の双方が参加する訓練を、地域防災拠点において原則一年に一回以上行い、情報伝達等の役割や連携を
確認しています。
また、地域防災拠点動員者に対しては、年一回、災害時に使用するシステム及び無線の使用方法について研修
を行うことで、災害時の役割に関する知識を身に付けています。
青葉区防災計画にも、区役所の事務分掌や地域防災拠点運営委員会の位置づけなどについては記載していま
すが、細かな実務部分については、別途マニュアル等に記載されることが適当であると考えます。
横浜市青葉区役所総務課長
（総務課
19

電話：045-978-2213

川合

裕子

FAX：045-978-2410）

（まちの防災性向上）「公共施設内AED・公衆電話を防災マップへ追記」

【回答】
日頃から、AED及び公衆電話の設置場所を把握しておくことは大切ですが、青葉区内のAEDや公衆電話の数、情
報の更新頻度などを鑑みますと、区の防災マップに全てを反映することは馴染まないと考えます。
AEDの設置場所については、消防局ホームページ内にAED設置場所を検索できる日本救急医療財団のホームペー
ジへのリンクがあります。
参考ＵＲＬ【横浜市消防局ホームページ（AED関連）】
http://www.city.yokohama.lg.jp/shobo/qq/teate/20130314172914.html
横浜市青葉区役所総務課長
（総務課
20

電話：045-978-2213

川合

裕子

FAX：045-978-2410）

（まちの防災性向上）「隣接する区や市を含めた広域の防災体制や防災対策の実施」

【回答】
鶴見川流域におけるタイムライン（防災行動計画）については、流域の鶴見区、港北区、青葉区及び都筑区で避
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難勧告等の発令に着目したタイムラインを策定しています。
また、鶴見川における本市と防災関係機関等との洪水予報や河川情報の収集・受伝達について、横浜市防災計画
（風水害等対策編）で定めています。
ご提案いただきました自治体及び防災関係機関等が連携した多機関連携型のタイムラインの策定については、
広域避難や道路・鉄道交通の対応など様々な課題があることから、国をはじめ他自治体、防災関係機関等と引き続
き調整してまいります。
横浜市総務局緊急対策課長
（緊急対策課
21

増山

電話：045-671-2029

敬太
FAX：045-641-1677）

（まちの防災性向上）「我が家の防災計画」

【回答】
平成28年度に発行した「防災よこはま」は、
「わが家の地震対策」をベースに、風水害等の対策の内容を追加
し、横浜市における地域の防災・減災活動の基本的かつ統一的なテキストとして作成しました。その趣旨から区別
版を作成せず全市版としており、また、防災マップについては各区役所において個別に作成していることから、今
後もマップを盛り込んだ「防災よこはま」の作成予定はありません。
なお、
「わが家の地震対策」におけるマップにつきましては、引き続き更新を行い、横浜市のホームページに
掲載してまいります。
横浜市総務局危機管理課地域防災支援担当課長
（危機管理課

電話：045-671-4351

小澤

美奈子

FAX：045-641-1677）

地震や風水害に対応した内容を１つの防災マップに表現し、各家庭で行っていただきたい災害への備え等の情
報もまとめた「青葉区民防災必携」を作成し、平成30年２月から配布を開始しました。引き続き「広報よこはま」
等の広報媒体を活用し、「青葉区民防災必携」等を利用した防災意識醸成のためのPR活動を実施していきます。
横浜市青葉区役所総務課長
（総務課

電話：045-978-2213

川合

裕子

FAX：045-978-2410）

22 （まちの防災性向上）行政が発信する「防災緊急情報」の受信手段・受信方法の認知向上
【回答】
区民の情報取得手段については、横浜市で行っている防災情報Eメールのほか、青葉区独自の取組として青葉区
の情報に特化した「青葉区版防災情報伝達システム」（専用防災ラジオ、電話システム、スマートフォンアプリ）
を推進していますので、今後も同システムの活用及び周知を進めてまいります。
横浜市青葉区役所総務課長
（総務課

電話：045-978-2213

川合

裕子

FAX：045-978-2410）

屋外スピーカーの設置について、横浜市は、地形の起伏が大きいため、電波や音声が伝わりにくい場所が多
く、また、近年は住宅の密閉化が進み屋外の放送が聞こえづらい等の理由から、現在のところ、屋外スピーカーは
沿岸部及び一部河川の周辺にのみ設置しています。
コンビニ等への屋外スピーカーの設置について、ご提案いただきましたが、このような情報の伝達に新たなニ
ーズが生じている状況を受け止めており、今後、災害情報の多様な伝達手段について検討するよう考えています。
横浜市総務局危機管理室情報技術課長
（情報技術課

電話：045-671-4141

鈴木

卓

FAX：045-641-1677）

平成30年５月８日
（広聴

第29－900004）
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第 12 期青葉区民会議自然・環境部会
加茂

千津子

様

青葉区民会議

自然・環境部会

【意見・要望一覧】
１．「（仮称）恩田の市民の森」の整備が進み、開園されることを要望いたします。
２．青葉区版「水と緑のウォーキングマップ」の作成を要望します。
３．ウォーキングイベントの時にミニ解説をするガイドをつけること要望します。
４．市が尾駅から寺家ふるさと村までの鶴見川沿いの散策路を、青葉区が推奨するウォーキングコースとし
て位置づけ整備することを要望します。
５．環境創造局のホームページで紹介されている寺家ふるさと村への交通手段に、東急田園都市線市が尾駅
より鶴見川沿いを歩いて寺家ふるさと村に行く散策コースを追記することを要望します。

１．「（仮称）恩田の市民の森」の整備が進み、開園されることを要望いたします。
青葉区内では寺家ふるさと村のふるさとの森と共に恩田地域の森は次世代に引継ぎたい豊かな緑と考えて
います。この貴重な自然を子供達や多くの市民に知っていただき、景観や植物の豊かさだけではなく、自然
の中の森の役割について理解してもらいたいと考えています。森の姿を知って楽しみ、地域から親しまれる
森となることを期待しています。開園された時には関心のある市民も森づくり、保全活動に参加出来るよう
なプログラムの計画を要望します。開園に向けて進められている準備（散策路や森の維持管理）について、
進捗状況を教えてください。
【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について、調整を進めてまいります。
横浜市環境創造局緑地保全推進課担当課長
（緑地保全推進課

電話：045-671-3832

坂井

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

和洋

電話：045-671-2810

景山

敦樹

FAX：045-224-6627）

２．青葉区版「水と緑のウォーキングマップ」の作成を要望します。
青葉区の地形は田園都市線の駅周辺の都市部と、3 本の川（鶴見川、早淵川、恩田川）、寺家ふるさと村と
恩田地域の森に代表される森、街路樹の多い並木道、緑豊かな多数の公園が特徴と思います。現在保健活動
推進委員の活躍で３１のウォーキングマップが作成され、活用されていると聞きます。
区民のために青葉区全体の水と緑の状況（水辺と森）が一目で分かりやすく示された、その地図をガイド
ブックにして区内をウォーキングできるような案内地図の作成を要望します。（ネットの地図は多数公開され
ていますが、冊子または大きな地図を要望します）
【回答】
青葉区では平成23年度に、青葉区保健活動推進員会と横浜美術大学が連携し、区内16のウォーキングコースを
紹介したマップ「毎日歩こう！ウォーキング青葉」を発行しています。このマップは、１種類のリーフレットに

44

平成 31 年度横浜市予算に対する要望・提案と回答
１コースを掲載したもので、16種類作成しています。23年度当初は、このマップに加えて全16コースを掲載した
冊子も発行していましたが、ウォーキングの際の持ち歩きやすさを考慮し、現在は１コースずつ掲載したリーフ
レットのみを作成しています。
現在のところ、全コースを掲載した冊子を再度発行する予定はありませんが、区内に多数あるウォーキングコ
ースの位置や距離等の概要が一目でわかるようなマップを作成し、青葉区ホームページ等で公表しました。
横浜市青葉区福祉保健課長
（福祉保健課

滝本

電話：045-978-2438

潔
FAX：045-978-2419）

３．ウォーキングイベントの時にミニ解説をするガイドをつけること要望します。
市内には「市民の森」が整備され、近年ウォーキングイベントが開催されることが多くなりました。せっ
かくの機会ですのでウォーキングの途中の休憩時に参加者に森についてのお話（市民の森のしくみ、みどり
を保全する意味、みどりアップ計画について）をする企画は意義のある事と思います。
【回答】
本市では「横浜みどりアップ計画」に基づき、市民の緑の保全に対する関心・理解を深めることを目的に「み
どりアップ健康ウォーキング」など樹林地の魅力を伝え、体験し、気持ちよく体を動かすイベントを実施してい
ます。
実施にあたっては、横浜みどりアップ計画の内容を参加者に説明しておりますが、市民の森等の維持管理を行
っている愛護会の方々に日々の取組についてご説明いただくなど、充実した内容となるよう努めていきます。
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

景山

敦樹

FAX：045-224-6627）

４．市が尾駅から寺家ふるさと村までの鶴見川沿いの散策路を、青葉区が推奨するウォーキングコースとし
て位置づけ整備することを要望します。
田園風景や雑木林が広がる寺家ふるさと村は、四季おりおりの水と緑の景観を楽しめる
青葉区を代表する大変人気のある里山（市民の森）です。
寺家ふるさと村へのアクセスは、自家用車で訪れる人が多く、その他青葉台駅などからのバス便利用、そ
して鶴見川沿いを歩いて入るコースがあります。鶴見川沿いコースは最近の健康志向もあり、個人やグルー
プで歩いて寺家を訪れる人々が増えているようです。
田園都市線の市が尾駅西口を出て、左へ少し進むとそこは鶴見川（谷本川）。
川沿いの道を上流方向に進み青葉区役所を右手に見ながら歩くと、市ヶ尾高校前の「水辺の広場」を過ぎる
ころから鶴見川沿いは四季の変化が感じられる田園風景が広がります。
寺家川との合流地点を左に入ってしばらく進むとみどり豊かな寺家ふるさと村に到着です。
新しく策定された「青葉区まちづくり指針」では「水と緑の環境を維持・発展・創造させるまちづくり」
が重要施策の一つとして書かれています。
この水と緑に親しめ、水鳥や魚など多様な生き物達とも出会えるこのコースを青葉区が
「寺家ふるさと村への推奨する散策路」の一つとして位置づけ、案内板や道標の設置、
散策路マップの作成などを推進・広報していただくことを要望します。
【回答】
青葉区では、市が尾駅周辺地区バリアフリー基本構想に基づき、市が尾駅周辺地区の案内サインの改善を行う
こととしています。
市が尾駅西口の地図案内サインを改善する際に、鶴見川沿いを通り、寺家ふるさと村へ向かうルートについ
て、案内を記載することを予定しています。
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横浜市青葉区区政推進課担当課長
（区政推進課

吉田

電話：045-978-2217

和重

FAX：045-978-2410）

青葉区ホームページでは、区内４４か所のウォーキングコースを紹介していますが、このうち「荏田西ウォー
キングコース」が、市が尾駅から寺家ふるさと村まで歩くコースとなっています。また青葉区では、青葉区保健
活動推進員会と横浜美術大学が連携し、区内 16 のウォーキングコースを紹介したマップ「毎日歩こう！ウォー
キング青葉」を発行しています。このマップの「寺家・鴨志田里山めぐりコース」では寺家ふるさと村周辺をめ
ぐるコースを、また「市が尾史跡めぐりコース」「川沿いと並木道を歩くコース」では鶴見川沿いを歩くコース
を紹介しています。
横浜市青葉区福祉保健課長
（福祉保健課

滝本

潔

電話：045-978-2438

FAX：045-978-2419）

５．環境創造局のホームページで紹介されている寺家ふるさと村への交通手段に、東急田園都市線市が尾駅
より鶴見川沿いを歩いて寺家ふるさと村に行く散策コースを追記することを要望します。
インターネットで青葉区内唯一の市民の森である「寺家ふるさと村（寺家ふるさとの森）」を検索すると横
浜市環境創造局が紹介する「寺家ふるさと村」の案内ページが出てきます。
この中で、寺家への交通案内として、電車・バス、自動車でのアクセスが紹介されています。
これに加えて、徒歩で「市が尾駅」から鶴見川沿いの道を「寺家ふるさと村」へ行くコースを加えていた
だくことを要望します。
現在、寺家を訪れる人々のアクセス手段は自家用車が一番多いようですが、休日には駐車場は満車状態に
なり、村内の狭い道に車を止める人も見かけます。
鶴見川沿いコースは最近の健康志向もあり、個人やグループで歩いて寺家を訪れる人々が増えているよう
です。

水と緑に親しめ、多様な生き物達とも出会えるこのコースを加え、案内することは意義のあること

と思います。
また、市が管理運営を委託している「寺家ふるさと村四季の家管理運営委員会」が作成し
ている四季の家ホームページの「交通機関」に、上述の川沿い散策コースを追記する事を
要望します。
【加えていただきたい文例】
徒歩
・田園都市線の市が尾駅西口を出て、左へ少し進むと鶴見川。川沿いの道を上流方向に進み四季の変化が感
じられる田園風景を見ながら歩くと常盤橋に。上流に向かって左側の道を少し進み河内橋を過ぎると寺家川
との合流地点に。左に入って寺家側沿いをしばらく進むと寺家ふるさと村です。（約４km、１時間）
【回答】
本市では平成 29 年度に、鶴見川沿いに寺家ふるさと村への案内看板を設置するなど、市民の皆様が寺家ふる
さと村を訪れやすい環境づくりを進めています。
今回御要望いただきました「東急田園都市線市が尾駅」から徒歩で向かう散策コースの追記についても、寺家
ふるさと村を訪れやすい環境づくりのひとつとして、ホームページへの掲載を検討させていただきます。あわせ
て、総合案内所である「寺家ふるさと村四季の家」を運営している「寺家ふるさと村四季の家管理運営委員会」
とも、アクセス方法の周知について調整してまいります。
横浜市環境創造局農政進課長
（農政推進課

水谷

電話：045-671-2635

誠
FAX：045-664-4425）
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第 12 期青葉区民会議
中山

恒夫

健康・福祉・教育部会

様

平成 31 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】
横浜市立の全中学校に学校給食の導入を要望します。

【回答】
本市の中学校昼食は、ご家庭のライフスタイルや日々の都合に合わせて、ハマ弁、家庭弁当、業者弁当から等し
く選べる選択制の充実に取り組んでいます。 給食実施には、施設整備費に多くの費用がかかるだけでなく、給食
室や給食センターの設置に必要な用地がないこと、全校実施まで長い期間を要することから、給食を実施するこ
とは難しいと考え、栄養バランスのとれたハマ弁を導入しています。
ご指摘のあった「近隣の小学校の給食設備を活用する」事例として挙げられた金沢区の西金沢学園ですが、市内
唯一の施設一体型の義務教育学校で、整備にあたって地元から小学部の給食室で中学部の昼食を提供することを
強く求められました。施設一体型なので、衛生的に調理、運搬することが可能であることから、小学校の給食室を
活用した昼食提供を例外的に試行実施しているものです。
また、平成26年当時の試算では、中学校の喫食率を５割と想定した場合、３分の２の学校で可能と想定しました
が、全員喫食とした場合、４分の３の学校で実施ができないと考えています。学校ごとにできるところから給食を
実施すると、公平性に欠けるため、選択制の中で中学校の昼食を充実していくことにとしています。
なお、ハマ弁は、横浜市と事業者とで、平成28年度から５年間の協定を締結しており、平成32年度で終了しま
す。平成33年度以降については、選択制の良さを活かしながら、様々な課題や意見等を踏まえ、より使いやすいハ
マ弁となるよう検討を行ってまいります。
今後も中学校昼食の充実に向けて、生徒や保護者の皆様をはじめ多くの方々のご意見を踏まえながら、ハマ弁
の利便性の向上に努めていきたいと考えています。
平成31年３月26日
横浜市

教育委員会事務局

（健康教育課

健康教育課担当課長

電話：045-671-3277

片山

哲夫

FAX：045-681-1456）
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第 12 期青葉区民会議
渡辺
１

欣行様・松尾

安全・安心・まちづくり部会
良信様

自治会・防災拠点運営委員・防災関連組織担当者を対象に、防災関連知識の習得を目的とした「防災

セミナー」の開催を提案します
【回答】
横浜市では、広く市民の皆様を対象に、防災についての正しい知識の習得や備えをしていただくことを
目的に「防センアカデミー」を開催しています。
この研修は、防災についての市内唯一の体験型防災学習施設である横浜市民防災センターで実施し、地
域の実情やニーズに合わせた研修や講演会などは各区で行うこととしていることから、「防センアカデミ
ー」を各区で実施する予定はありません。
また、ご提案にあるような、防災に関わる方が集まることを目的とした事業は現状では行っていません
が、「町の防災組織」には、地域の様々な方々が集まり活動していることから、こうした活動が推進される
よう、区の防災担当が「町の防災組織」の支援を行っています。
以上のことから、「防センアカデミー」の各区での開催予定はありませんが、ご理解の程よろしくお願い
いたします。

２

横浜市総務局地域防災支援担当課長

小澤

（危機管理課

FAX：045-641-1677）

電話：045-671-2019

美奈子

仮称「防災の匠」制度の新設を提案します

【回答】
横浜市では、家具転倒防止対策の取組として建築士等に依頼し、①高齢者や障害のある方など、自力で
の取り付けが困難な世帯を対象に、転倒防止器具の取付を無料代行、②家具転倒防止に関する一般的な問
合せに対する対応をしております。
今後も、家具転倒防止対策の取組の普及率の向上に向けた、家具転倒防止の取組を推進してまいります。
横浜市総務局危機管理課事業推進担当課長
（危機管理課
３

電話：045-671-3456

姫浦

尊

FAX：045-641-1677）

町の防災組織の活動に、「達成度自己評価制度」の導入を提案します

【回答】
町の防災組織チェックシートは、地域の皆様に、地域の防災・減災推進状況を確認していただき、今後
の防災・減災活動の進め方を検討される際に、参考にしていただくためのツールとして作成しています。
このチェックシートに書かれている項目は、あくまでも目安であって、必ず実施しなければならない取
組ではありません。また、書かれている取組の中には、地域の特性（実状）により、取り組むことが難し
いものや、取り組む必要性が低いものもあるため、市として画一的な評価制度にすることは実状に合って
いないと考えます。
このチェックシートを、地域の防災・減災活動の推進の参考に活用していただき、今後とも地域防災の
推進にご尽力いただきますようお願いいたします。
横浜市総務局危機管理課地域防災支援担当課長
（危機管理課
４

電話：045-671-4351

小澤

美奈子

FAX：045-641-1677）

「防災士」制度の活用を提案します

【回答】
横浜市では、町の防災組織の方を対象に、地域防災力の向上を目的とした「防災・減災推進研修」を実
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施していることから、防災士等の他の資格制度の活用は、現時点では進めておりません。
防災関係の資格を持つ方などに、地域防災の推進にご協力いただくことも大切ではあるものの、自助・
共助の重要性や、防災や減災に関する知識、対策などを地域に広めていただくには、町の防災組織が主体
的に関わっていただくことが大切であると考えています。
防災士資格取得の援助は、費用だけでなく、資格取得者が地域でどの様に関わっていくかなど、整理・
解決すべき課題が多いと認識しております。
横浜市総務局危機管理課地域防災支援担当課長
（危機管理課
５

電話：045-671-4351

小澤

美奈子

FAX：045-641-1677）

平時の「要援護者の実態把握」を地域が極的に行うことが、発災時の素早い「安否確認」「避難」に直

結し、更に「避難忌避者」を減らすことが可能であることの啓発事業を定期的・継続的に行う事を提案し
ます
【回答】
災害時に支援が必要な方が、どこに、何人いるのかを平時から把握しておくことや災害発生時に要援護
者の安否確認、避難誘導の方法を地域の中であらかじめ具体的に決めておくことは、要援護者を支援する
うえで、非常に効果的な取組となります。
そのため、横浜市では、個人情報保護等の取扱いを定めた協定を締結していただいた自治会・町内会等
の自主防災組織の皆様に、災害時要援護者名簿を提供しています。また、青葉区では、災害時の避難に不
安を感じている方が、「支えあいカード」を作成し、あらかじめその情報を地域が共有する「あおば災害ネ
ット」など、共助の取組を推進しています。
しかしながら、いずれの場合も要援護者または家族等が本人の個人情報を地域に提供することを拒む場
合は、情報は共有されず地域が把握することはできません。そのため、青葉区としましては要援護者また
は家族等に対して、「自助」の一環として自ら積極的に近隣との「つながり」を持つよう呼び掛けていくこ
とを考えています。
また、個別・具体的な支援のあり方については、それぞれの地域の特性や支援者となり得る住民の状況
などにより異なるため、地域に向けた防災研修などの機会を通じて、取組事例の紹介を行っていくなど防
災意識の醸成を引き続き図っていきます。
今後はさらに、要援護者または家族等に対して、発災時にどのような手助けが必要なのかを自ら確認
し、地域に依頼することがある場合は日頃から地域と交流を持ち顔の見える関係を作りながら、いざとい
う場合に備えていただけるよう啓発に努めてまいります。
横浜市青葉区役所高齢・障害支援課長
（高齢・障害支援課
６

松永

電話：045-978-2442

朋美
FAX：045-978-2427）

「地区センター」「地域ケアプラザ」等、区内施設内の「Wi-Fi 環境」の整備拡充を要望します

【回答】
青葉区内の地区センターの Wi-Fi については、山内地区センター及び藤が丘地区センターで試験的に導
入をしています。その他の地区センターについては、それぞれの施設を利用される市民の皆様から、Wi-Fi
環境の整備に関して様々なご意見をいただいており、ご意見を踏まえながら、Wi-Fi 導入の時期及び導入の
方法について検討しているところです。
各施設の指定管理者にも今回いただいたご意見を伝え、既に試験導入をしている２施設の事例も参考に
しながら、地区センター全体で環境整備に関する検討をさらに進めてまいります。
横浜市青葉区役所地域振興課長
（地域振興課

電話：045-978-2295

鈴木

昇

FAX：045-978-2413)
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地域ケアプラザの無料公衆 Wi-Fi の設置につきましては、各事業者がさまざまな方式で事業を展開して
おり、設置する設備、サービス内容、コスト、利用状況などは事業者ごとに異なっておりますので、今後
も、利用者の需要動向や通信技術の推移も踏まえ、指定管理者・委託受託者に伝えてまいります。
引き続き、区民の皆様に親しまれる施設を目指して努力してまいりますので、ご理解ご協力をお願い
いたします。
横浜市青葉区役所福祉保健課長

滝本

潔

（福祉保健課 電話：045-978-2436 FAX：045-978-2419）
７

図書館の機能強化、利便性向上の為、町田市との広域利用を引き続き要望します

【回答】
隣接市との広域利用の開始にあたり、町田市とも調整を行っていますが、現在のところ、先方のご理解
を得られていません。広域利用の実現に向けて、引き続き協議を続けていきます。
横浜市中央図書館企画運営課長
（企画運営課
８

沖間

電話：045-262-7334

俊明
FAX：045-262-0052）

図書取次サービスの拡大を要望します

【回答】
青葉区では、図書サービス拡充への区民の皆様のニーズが高いことを踏まえ、これまで、地区センター
などでの図書取次サービスや、山内図書館による有料宅配サービスなどを導入してきているところです。
現在の横浜市の財政事情などから、さらに青葉区総合庁舎内に図書取次サービスを導入することは困難
です。
横浜市中央図書館企画運営課長
（企画運営課
９

沖間

電話：045-262-7334

俊明

FAX：045-262-0052）

帰宅困難者一時滞在施設の訓練実施状況を区役所ホームページ上で、わかり易く開示することを提案

します
【回答】
受け入れ訓練については、平成 26 年度までに各駅で実施をしており、今後の訓練実施については、地震
や風水害訓練等の様々な危機管理に対応した訓練の中で、実施を検討しております。
また、今年度は２月に帰宅困難者一時滞在施設の開設要請訓練を実施いたしましたので、区役所ホーム
ページの掲載等で区民の方々へ周知を図ってまいります。
横浜市青葉区役所総務課長
（総務課
10

川合

電話：045-978-2213

裕子

FAX：045-978-2410）

救援物資は 2 日間程度の備蓄を各施設に保管する事を提案します

【回答】
帰宅困難者受け入れ時に必要な物資については、原則として横浜市が用意し可能な範囲で各施設に備蓄
しております。さらに、災害時には必要に応じて区災害対策本部、避難者・駅対応班が物資を施設に搬送
することとしています。
横浜市青葉区役所総務課長
（総務課
11

川合

電話：045-978-2213

裕子
FAX：045-978-2410）

震度 5 強の震災発生等、交通機関の長時間不通が発生した場合、区からの連絡を待たずに自律的に開

設する体制の構築を提案します
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【回答】
帰宅困難者一時滞在施設とは、協定の中で地震により鉄道が一晩中全線運行停止となる場合において
は、行政からの指示を待つことなく、帰宅困難者の受入れを可能な範囲で開始するものとしています。な
お、その他災害においては、状況により対応が異なるため、行政から要請を行うこととなっております。
今後も訓練等の実施を通じて、各協定締結先との連携を深め、大規模災害発災時等に適切な対応が行え
るように努めてまいります。
横浜市青葉区役所総務課長
（総務課
12

川合

電話：045-978-2213

裕子

FAX：045-978-2410）

41 か所全ての地域防災拠点を対象に「避難所運営シミュレーションゲームＨＵＧ体験講座」を実施す

ることを要望します
【回答】
「避難所運営シミュレーションゲーム（HUG）」訓練は、地域防災拠点から区役所に要望があった際に、
日程等を調整させていただき実施しています。
各地域防災拠点内での連携及び意識を高めるためにも、今後も地域防災拠点での実践的な訓練を推進し
ていきます。
横浜市青葉区役所総務課長
（総務課
13

川合

電話：045-978-2213

裕子

FAX：045-978-2410）

区内 41 か所の防災拠点が同時に開設、避難所運営を開始する、という状況のシミュレーションを要望

したものです
【回答】
区役所と各自主防災組織とは、区責任職が地域防災拠点参与及び地区担当として連携をとらせていた
だいており、各地域防災拠点運営委員会や地区連合役員会等で意思疎通が図られているものと考えており
ます。また、各地域防災拠点の運営訓練において、拠点動員の行政職員が無線による開設通信や安否情報
のシステム登録などを行い、運営委員と区本部との連携を確認しています。
今後も、行政と地域の意思疎通を図りながら、各地域防災拠点の訓練等を通じて、より一層の連携強化
に努めてまいります。
横浜市青葉区役所総務課長
（総務課
14

川合

電話：045-978-2213

裕子

FAX：045-978-2410）

まちの防災組織の防災力向上のために何が必要なのか、青葉区としてどのように取り組むべきなの

か、を検討する場を設置することを提案します
【回答】
「防災・減災推進研修」受講者や、「家庭防災員」「防災ライセンスリーダー」の方々は、それぞれ役
割は違いますが、地域防災拠点訓練等の参加や自主活動を行うなど、まちの防災組織の防災力向上のため
活動をしています。青葉区においては、「防災・減災推進研修」受講者 167 名（平成 26 年度から平成 30 年
度まで）、家庭防災委員約 7000 名、防災ライセンスリーダーは約 200 名いる中で、今後も各地域において
それぞれ役割の中で、まちの防災組織の防災力向上に寄与していただくことを想定しております。
また、地域防災拠点運営委員会が、拠点の訓練等を通じて、地域の防災について検討する場にもなっ
ているものと認識しております。
横浜市青葉区役所総務課長
（総務課

電話：045-978-2213

川合

裕子

FAX：045-978-2410）
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15

まちの防災組織が実際に防災訓練に取り掛かるためのマニュアルの作成と、活動をコーディネートす

るアドバイザーの設置を提案します
【回答】
町の防災組織の方々が防災活動に取り掛かっていただくために、横浜市では「防災・減災推進研修“基
礎編”」として「防災よこはま」や「ヨコハマの減災アイデア集」をテキストとして、「地域防災活動にお
ける先進的な事例の紹介」や「地域特性を活かした行動目標を作るためのグループワーク」といった地域
防災の推進に向けてのお話をさせて頂いています。また「町の防災組織チェックシート」を活用いただ
き、地域防災推進に取り組んでいただければとお伝えしております。
更に、この研修の受講後には、その地域を対象にアドバイザーを派遣し、地域の防災推進のお手伝いを
する「防災・減災推進研修“支援編”」を、危機管理室と各区の防災担当と連携して実施しておりますの
で、こちらのご活用を検討いただければと思います。
防災の取組は、地域性や、住民の方々の状況によって様々であるため、マニュアルの作成は今のところ
予定していませんが、こうした研修やアドバイザー派遣などによって、その地域の現状に即した取組が進
むように働きかけをおこなっています。
横浜市総務局危機管理課地域防災支援担当課長
（危機管理課
16

電話：045-671-4351

小澤

美奈子

FAX：045-641-1677）

発災時、水洗トイレは使用できない！各家庭に「簡易トイレ」を準備。下水道の利用が確認できるま

では「簡易トイレ」使用をＰＲすべきと提案します
【回答】
建物内や敷地内の排水管が損傷していた場合のトイレ使用の注意点やトイレパックの備蓄について
は、これまでも研修やイベント等で周知してきました。今後は本市危機管理室 HP 等でも注意喚起を図ると
ともに、様々な広報・啓発の機会を通じて周知していきます。
横浜市総務局危機管理課地域防災支援担当課長
（危機管理課

電話：045-671-4351

小澤

美奈子

FAX：045-641-1677）

ご提案のとおり、建物内や敷地内の排水管が損傷していた場合については、トイレの使用が困難になり
ます。今後の説明については、「建物内や敷地内の排水管（排水設備）に異状がない場合については、各家
庭のトイレを使用していただいても構いません。なお、皆様がトイレを使用していただくことで公共下水
道管の損傷を早期に発見できる場合もありますので、各家庭のトイレを使用する際は、周辺道路のマンホ
ールから水が溢れていないことなどに注意しながら使用をお願いいたします。」に改めます。
横浜市環境創造局管路保全課長
（管路保全課

電話：045-671-2829

新田

巧

FAX：045-641-5330）

発災時にご家庭でお過ごしの方は、水や食料に加え、下水道が使用できない時に備え、トイレパックの
備蓄も重要です。今後も地域防災拠点の連絡協議会や防災訓練等に参加し、市民の方々に備蓄の必要性を
周知していきます。
横浜市資源循環局街の美化推進課長
（街の美化推進課
17

柏木

電話：045-671-2548

利明
FAX:045-663-8199）

緊急時情報システム運用試行事業の検証の公開を要望します

【回答】
青葉区では、これまでに４回、試行運用しています。「システム導入により、短時間で発信できるように
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なった」、「地域での情報伝達や、避難準備などが速やかになった」、「電話による確実な情報伝達により、
実際に避難につながった事例がある」等の効果を確認しています。
避難勧告等が発令された地域以外の住民への情報提供については、テレビやラジオ、防災情報Ｅメー
ル、Yahoo！防災速報等のアプリ、ツイッター、市ホームページ等の利用について、引き続き周知していき
ます。
横浜市総務局情報技術課長
（情報技術課
18

鈴木

電話：045-671-2143

卓
FAX：045-641-1677）

「特別警戒発令」などの際の避難勧告を従来の移動系システムに加え同報系システム（防災無線整備

並びに防災用スピーカ・サイレンなど含む）の整備を提案します。また、災害情報の多様な伝達手段の最
も効果的な手段として確立するため、このシステムのハード面の技術対応だけではなく、ソフト面（住民
認識や訓練等を含めて）での対応策向上を要望します
【回答】
同報系システムの整備については、現在屋外スピーカーを沿岸部の津波浸水予測区域及び一部河川の沿
岸に設置していますが、災害に関する情報を、より速やかに、より多くの方に同時にお伝えするために、
防災スピーカーの増設を計画しています。
また、ソフト面についても、区の地域特性に合わせた訓練等など、防災意識をさらに高め、いざという
時の速やかな避難行動に結びつく取組を地域の防災組織とも連携を図りながら進めていきます。
横浜市総務局危機管理室情報技術課長
（情報技術課

電話：045-671-4141

鈴木

卓

FAX：045-641-1677）

平成 31 年３月 26 日
（広聴第 30-900016 号）
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