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はじめに
第 13 期青葉区民会議 代表委員

嶋田敦雄

「令和の区民会議」をめざして

区民会議第 13 期が終了しました。2019 年 4 月から 2021 年 3 月までです。この 2 年間に大きな出来事が起
こりました。地球規模のコロナ禍が 2020 年 2 月から流行中で、日常生活が全面的に阻害されています。東京
五輪が 1 年延期となり本年の開催も未だに不確定です。
気候変動は振れ幅を大きくしていて被害規模を大きくしていますし、原発を始めとして多くの人災群は未経
験の試練を与えています。少子・高齢化・人口減少問題はもう始まっています。
青葉区では 地下鉄延伸が決まりましたし、高速道路北西線が開通し、藤が丘駅周辺再開発が計画中です。
区の周りでも市庁舎の竣工、渋谷開発、南町田再開発が行われ 住み替えを含め まちの変化が続いています。

この期の区民会議を見ますと、各年の横浜市予算への要望・提言、公開講座、区民まつり、勉強会・講演会
等を行いました。傾向として 委員の高齢化、退会者の増加、テーマの複雑化 が見られ活動を難しくしてい
ます。それに加えコロナ禍による制限が活動の足枷となりました。

世の中は コロナ流行以前から 変化の兆しが出ていました。自動車の世界では現在は 100 年に一度の変革
期・時代の分岐点と言われています。中でもベンツ社は 2016 年から新機軸 CASE を提唱していて 業界全体も
その方向に動いています。またトヨタは先日 未来都市ウーブン・シティをスタートさせました。そこで 私
たちの生活環境を見直しますと、大きく変わってきています。スマホの全国民化はもちろんのことマイナンバ
ー・キャッシュレス・AI・通販拡大等々 生活の仕方を変えることが否応なしです。何か催し事を考えるにあ
たっての交流手段として「PC 会議」や「SNS」は欠かせなくなりました。もはや かつての良かかりし時代へ
の回帰は幻想です。

これからは 普遍的な区民会議機能 を維持向上させるために、この時代変化に即応した形態づくり・・・
新しいコミュニケイションツールを駆使したプラットフォームの構築・・・が可能ではないかと思います。
結果として「令和型の区民会議」が出来上がるに違いありません。
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年月日
活動内容
要点
2019.04.20 第13期発足総会
2部会45人体制 (健康・福祉・教育部会、住み続けたいまちづくり部会 )
2019.05.08 部会長ミーティング（3人）
13期年間計画、2部会の進め方（定例部会・グループ活動）、ウェブアンケート。
2019.05.16 まち活カフェ（4人）
「福祉」について コーディネーター竹原和泉さん
2019.05.19 防災ライセンス青葉連絡会総会（3人） 2019年度役員。2018年度活動報告。元年度事業案。
2019.06.14 美しが丘まち歩き（8人）
「美しが丘健康づくり歩行者ネットワーク」のコースをまち歩き。
2019.06.20 まち活カフェ（5人）
「地域デビュー」について ケアプラザスタッフをはじめ30人以上参加。
2019.06.22 みらいづくり大学（3＋1人）
区長挨拶「つながりが健康長寿を育む」聴講
2019.06.26 区民会議勉強会
総務課予算調整係 田中係長「2019年度青葉区予算のすがた」説明・意見交換
2019.06.29 モビリティマネジメントシンポジウム（4人）横浜の交通を考えるシンポジウムⅡ（波止場会館）市都市整備局他
2019.07.05 健康長寿の集まり
ヘルスメイト主催 奈良ケアプラザにて ハマトレ、バランス食事
2019.07.06 246みちあるき（5人）
市ケ尾～新石川246環境整備計画みちあるき、現状視察
2019.07.10 区民会議勉強会
青葉区区政運営方針について
2019.06.18 区地域防災拠点運営委員会連絡協議会2人。公会堂にて。年１度開催。
2019.07.29 土木事務所訪問（4人）
区民会議ニュース51号掲載インタビュー訪問。 大村道路係長・堀下水道公園係長。
2019.08.21 防災ライセンスリーダー研修会（4人）
青葉台中学にて。70人超参加。はまっこトイレ、まかない君の実習。
2019.08.08 エンディングノート講習会
公会堂。区福祉保健センター・高齢支援課・地域ケアプラザ。映画上映。
2019.08.29 まち活カフェ（5人）
「子育て」について 委員2人（宮原、千葉）の活動報告。
2019.08.30 北部4区交流会幹事会(3人)
年内開催予定でテーマ、近況等の話し合い
2019.09.05 青葉台リビングラボ(4人)
キャンプファイヤーで青葉台をお節介だらけのまちにする作戦会議。35人規模。
2019.09.06 区民会議勉強会 プラゴミ施策について 9人。資源循環局青葉事務所より3人職員 「区民の出来ること」
2029.09.19 まち活カフェ（4人）
「防災」について ビアス市ケ尾松榮さん、みどり日本語の会村上さん、委員の三枝
2019.10.09 まちトラベル
くろがね野外活動センターにて ウォーキングについて
2019.10.17 まち活カフェ（3人）
「健康」について げんきかい村田さん、卵の黄身の会長宗さん、健康管理士塚原さん
2019.11.21 青葉区民まつり
ブース1階エレベーター横。防災クイズ271人。コーヒーサービス。
2019.11.13 まちトラベル
市境尾根道ウオーキング。歴史探偵宮沢さん。
2019.11.27 まちトラベル
寺家回廊。陶磁器教室、木工所、パスタレストラン他。雨天決行。
2019.12.09 交通アンケート
～12日主として区役所1階。約600人。幟、緑法被が効果。
2019.12.11 まちトラベル
奈良地区回遊。シュタットシュンケン・街の家族・昭和書房他。
2019.12.19 まち活カフェ
「国際」について ・国際交流ラウンジ小池さん・TGAL金子さん・ハナソタマ三枝さん。
2020.01.05 青葉区賀詞交歓会
青葉区公会堂
2020.01.09 勉強会
「田園都市線駅周辺のまちづくりプラン改訂原案説明会」区政推進課平野係長
2020.01.11 みらいづくり大学（3＋1人）
「あおば魅力ガイド」実施報告会・卒業式・交流会
2020.01.14 パネル展示防災
～17日区役所1階ロビーにて。18日に公開講座へ移動。
2020.01.16 まち活カフェ（3人）
「企業連携」について OICHI坂佐井さん・ウェルシア佐藤さん・イッツコム山中さん
2020.01.18 防災公開講座
雨、80人参加。パネルディスカッション8グループ代表。佐藤榮一さん講話。
2020.01.29 西山先生打ち合わせ
「未来のまち と 楽しい交通」をテーマに講演依頼
2020.02..06 震災対策技術展
パシフィコ横浜。「南海トラフ地震」・「首都直下地震」・国家レジリエンス等
2020.02.15 まち活フォーラム
「出会いと学びの物語」について 小松礼・松本有・原美さんの発表と交流会
2020.02.24 北部4区交流会（13人）
35人参加。ふれあい青葉。青葉区発表「多摩川と鶴見川の違い」。
2020.4-5 4月～5月 各イベントの延期・中止
2020.02.29 交通公開講座（延期）
2020.04.07 新型コロナウイルス感染「緊急事態宣言」
2020.07.19 中間総会
新区長挨拶・活動報告・活動要領改訂 顧問紹介
2020.09.05 桐蔭オンライン講座（5人） 9.12 9.19 災害対策 市民防災の基本～誰もがいずれは災害弱者～佐藤榮一教授
2020.09.29 令和2年度区政運営方針勉強会
区政推進課久保係長によるZoom勉強会
2020.10.21 防災シンポジウム
赤十字・内閣府等によるZoomシンポジウム参加
2020.10.06 「あるいて知る！あおばの楽しさ」ポカマ 「散歩の達人」編集長講演会
2020.10.07 「住まいがあってこその人生とくらし」講演住みまち部会小柴さんんのZoom講演会。
2020.10.10 防災講演会
地区防災計画学会 「WithKORONA時代のコミュニティ防災」講演会Zoom
2020.10.20 ポカマ「ポールウオーキング」
あおば「歩く楽しさ」2回目
2020.11.10 ポカマ「③自然に親しむまち歩き」
「谷本川沿いから寺家ふるさとむらへ」あおば川ガール、野鳥・野草鑑賞。
2020.10.27 ネクストモビリティExpo
タノシイ＜小さい交通＞オンライン会議参加。
2020.12.20 防災打ち合わせ
3人。総務課防災担当佐藤係長と予算要望項目について打ち合わせ。
2020.12.16 健康長寿打ち合わせ
3人。高齢者支援伊藤係長と予算要望項目について打ち合わせ。
2021.01.05 青葉区賀詞交歓会（中止）
2021.01.06 公開講座事前打ち合わせ
防災科学研究所（虎ノ門）三浦伸也主幹研究員「マイ・タイムライン」講演
2021.01.07 緊急事態宣言（2回目）
1月8日～2月7日まで
2021.01.13 緊急事態宣言拡大（2府4県）
2021.01.31 オンライン講座参加
コロナ禍で市民活動の新しい形とは？野毛坂グローカル奥井代表。
2021.02.10 NIEDオンライン発表会
「国難級災害に備えて2021」防災科学技術研究所成果発表会
2021.02.12 正副部会長会議
5人。14期への持ち越し事項話し合い。
2021.03.05 三浦先生事前打ち合わせ
佐藤係長・小池さん・事務局との4者打ち合わせ
2021.01.07 緊急事態宣言延長
1都3県 3月21日まで
2021.01.08 ごみ問題訪問
資源循環局青葉事務所訪問、区民会議ニュース記事
2021.01.13 防災減災公開講座（オンライン）
43人参加。13時30分～15時30分。講師 三浦伸也さん。
2021.03.31 まちトラベル予定
青葉桜小旅行（藤が丘地区センター）
2021.04.24 第13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
19.04.20 ・発足総会当日開催
第2回
19.05.23 ・13期区民会議体制（2部会）
9人
・13期年間計画
・北部4区交流会参加（幹事青葉区）
・勉強会の進め方
・テーマ別課題の進め方
第3回
19.06.27 ・区民会議ニュース51号スケジュール
6人
・部会プロジェクト紹介
・各部会年間計画
・北部4区交流会
第4回
19.07.25 ・R1年間計画
6人
北部4区交流会
・28年度市予算への要望
・区民まつり出し物
第5回
19.08.22 ・区民まつりについて
6人
・予算要望予定
・公開講座・4区交流会テーマ
・区民会議ニュース51号最終版
第6回
19.09.25 ・4区交流会幹事会（3月3日開催）
6人
・区民まつり
・予算要望
・防災パネル展
第7回
19.10.23 ・区民まつり クイズ（住みまち・福祉）
7人
・4区交流会案
・青葉区交通アンケート案
第8回
19.11.27 ・4区交流会発表内容
8人
・区民まつり 総括
・健康・福祉・教育部会について
・交通アンケート
第9回
19.12.25 ・防災・減災公開講座
9人
・健康・福祉・教育部会
・交通アンケート
・中間総会予定（5月9日）
第10回
20.01.22 ・公開講座結果
5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
・
第11回
20.20.26 ・北部4区交流会
9人
・交通アンケート
・ロビー展示

回数/出席 開催日
第14回
20.05.26 ・延期

第15回
7人
第16回
7人
第17回
6人

第18回
6人
第19回
7人
第20回
6人
第21回
6人
第22回
6人
第23回
5人
第24回
8人

第12回

20.03.25 ・新型コロナウイルス対策のため中止

第13回

30.04.26 ・メ-ル会議

内容

20.06.23 ・北部4区まちづくり交流会テーマ
・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
20.07.28 ・平成31年度市予算への要望
・北部4区まちづくり交流会
・ケアプラアンケ
・ロビー展示
20.08.25 ・福祉部会新体制（中山部会長）
・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
20.09.23 ・予算要望（2部会）
・公開講座案
・区民会議ニュース53号
・令和2年度区政運営方針
20.11.02 ・予算要望（福祉部会）
・区民会議ガイドブック見直し
・ネクストモビリティ「小さな交通」
(オンライン参加)
20.11.24 ・予算要望（福祉部会）
・公開講座「防災・減災」企画書
・広報媒体F/B
・部会プロジェクトチーム進捗
20.12.22 ・公開講座テーマ「マイタイムライン」
・区民会議ニュース54号
・13期活動報告書
・総会日程
21.01.26 ・公開講座チラシ
・総会プログラム
・正副部会長会議
・13期活動報告書予定
21.02.24 ・公開講座最終プログラム
・区民会議ニュース
・12期活動記録
・総会 その他
21.03.23 ・引き継ぎ事項
・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

（注）
開催回数は24になってますが、13回目は メール会議・
14回目は中止です。
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住み続けたいまちづくり部会」（部会╱勉強会）
活動記録一覧
年月日

種別

場所

主 な 内 容

人数

自己紹介、部会役員、運営委員、部会名等（※総会後区役所開催）

2019.04.20

部会 区役所

2019.05.10

部会 ビオラ市ケ尾

13 メンバー自己紹介、13期の進め方、勉強会のテーマとメンバー

2019.06.07

部会 ビオラ市ケ尾

14 部会の新名称、年間活動計画、勉強会のテーマ

2019.07.05

部会 ビオラ市ケ尾

9 区民会議ニュース記事案、各勉強会グループからの報告

2019.08.09

部会 ビオラ市ケ尾

9 まち活カフェ、土木事務所インタビュー、各勉強会グループからの報告

2019.09.06

部会 ビオラ市ケ尾

11 区民まつりクイズ、小さい交通公開講座とアンケート、防災拠点の運営に活かせる地区防災計画

2019.10.18

部会 ビオラ市ケ尾

10 北部まちづくり交流会のテーマ、防災公開講座の企画案、小さい交通公開講座の企画案

2019.11.01

部会 ビオラ市ケ尾

9 街路樹について土木事務所への質問と回答

2019.12.06

部会 ビオラ市ケ尾

9 防災公開講座のパネリスト、交通アンケート、青葉区の健康長寿のまちづくりの見える化

2020.01.17

部会 ビオラ市ケ尾

12 交通アンケート結果、横浜市の交通サポート事業、

2020.02.07

部会 ビオラ市ケ尾

13 防災減災公開講座の総括とアンケート結果、交通まちづくり公開講座の内容

多摩川と鶴見川の洪水対策（北部まちづくり交流会テーマ）、

2020.03.06 部会（中止）
2020.04.28

感染症対策についてメール情報交換、横浜市会特別委員会の情報共有

部会 メール報告

グループ
2020.07.17 リーダー会議 ビオラ市ケ尾

8 中間総会準備、コロナ禍の防災計画、コロナ禍の中での青葉区民の意識の変化」
11 区民会議ニュース53号発行、予算への要望・提案、青葉区区民意識調査

2020.08.07

部会 ビオラ市ケ尾

2020.09.04

部会 ビオラ市ケ尾

9 横浜市予算への要望・提案の見直し、コロナの時代の防災拠点運営

2020.10.02

部会 ビオラ市ケ尾

6 高齢者の新様式の生活・移動手段、交通公開講座、コロナ禍での地区防災計画の課題

2020.11.06

部会 ビオラ市ケ尾

8 予算要望・提案、電動車いすの可能性、老朽化した団地のイノベーション

2020.12.04

部会 ビオラ市ケ尾

8 マイタイムライン、青葉区事業であるフラワーダイアログあおば、

2021.0108

部会 オンライン

9 予算要望・提案、防災公開講座で使うマイタイムライン、区民会議の広報（FB),

2021.02.05

部会 ビオラ市ケ尾

6 解散・発足総会、マイタイムライン、14期で行う公開講座

2021.03.05

部会 ビオラ市ケ尾

6 解散・発足総会、14期の運営委員、防災公開講座

部会勉強会 見学会など
年月日

種別

場所

内容

人数

2019.05.17 部会勉強会 ビオラ市ケ尾

2020年度「横浜市予算への要望・提案」回答の見直し

2019.06.14

「美しが丘をウォーキングコースで街を診る」 百段階段プロジェクト：藤井さんが案内

まち歩き

2019.06.2１ 部会勉強会 交流センター
2019.07.06

検証歩き

2019.07.19 部会勉強会 ビオラ市ケ尾

交通課題の検証：R246 歩道を新石川交差点まで徒歩で検証
2019.08.16/.09.20/2020.02.21 / 08.21 /.11.20

2019.11.15 部会勉強会 交流センター
2020.09.18 部会勉強会 オンライン

2021.02.19

2020.10.27

「タノシイ小さい交通 アカルイ未来」

外部参加 ウェブ会議
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部会活動

住み続けたいまちづくり部

部会名を変更
13 期発足総会で、自然・環境部会が解散し安全・安心・

●SMAT-PT

まちづくり部会で部会員を迎えました。今期では、自然・
環境部会で取り上げていたテーマも含めて活動を進める
こととなりました。自然・環境部会では過去鶴見川流域
での災害対策などを取り上げており総合的な取り組みが
可能になりました。またプラスチック廃棄物のリサイク
ルなど安全についてもテーマとしてとりあげる可能性が
でてきました。またもっと広い視点から、さまざまなテ
ーマで部会活動を行いたいとの希望も含め、今までの部
会名「安全・安心・まちづくり部会」を改め「住み続け
たいまちづくり部会」とすることとしました。第 2 回部
会で出されたテーマは次のようなものでした。これをど
のように 2 年間で形にするのか考えながらのスタートで

青葉区の特性に対応した交通まちづくりを考えます。

した。次のようなテーマが挙げられました。

12 期での「ちいさい交通」など公開講座を継続

「低コスト交通の推進と免許証の年齢制限」

交通に関するアンケートを実施

「都市計画法」で認知されているのに進展しない道路」

13 期前半で計画した公開講座は感染症対策のため延期
●LAM 作戦

「青葉区のビューポイントを次代に残す」
「青葉区の緑のまちづくり」
「駅周辺のまちづくり」
「デジタルアーカイブでつくる青葉区の現在と過去」
「高齢化を踏まえた地域の小さな交通」
「全員参加でつくる地域防災」
□「青葉区のビューポイントを次代に残す」

テーマ別グループ（８）の立ち上げ計画
・SMAT-PT
「高齢化に対応した地域交通の在り方の実現」

伝えたい青葉区のみどりを青葉区民会議のホームぺー

「高齢化を踏まえた地域の小さな交通」

ジで紹介する計画 次期に引継ぎます

・LAM 作戦

●プラスチックを考える

「青葉区の魅力的ミドリをリストアップし区民に伝える」
・美しが丘をウォーキングコースで街を診る
・プラゴミ（分別も）を考える
・みどりの会「青葉区の緑のまちづくり」
・健康長寿のまちづくり
・地区防災計画実現のアプローチを探る会
「全員参加でつくる地域防災」
・デジタルアーカイブでつくる青葉区の現在と過去

資源循環局青葉事務所による勉強会を実施しました。
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部会活動

住み続けたいまちづくり部

●みどりの会

●２４６を考える

●青葉健康長寿のまちづくり

課題として「計画道路の歩道拡張は、喫緊の課題である。
早期の実現を」を掲げ、現地調査市が尾駅から元石川交
差点まで歩道沿いに往復

●美しが丘をウォーキングコースで街を診る（6/14/2020）
たまプラーザ駅前（桜並木保存を確認）
たまプラ商店街（防災ベンチ、電源のある駐車場）
美しが丘けんこうづくり歩行者ネットワークコース
百段階段プロジェクト 見学
さんかく BASE 見学
市境尾根道の高低差体験など
横浜市が JAGES プロジェクトに参加し、市や区の高齢
者調査のデータを元に健康長寿施策を作っている。この
データを健康長寿だけでなくさまざまな分野に応用して
よりよい青葉区のまちづくりにつなげたい活動です。
●地区防災計画実現のアプローチを探る会

防災ベンチ かまど
プライベートテント
簡易トイレ
非常電源 AED

多くの被災経験のある自治体では地区防災計画の作成
に取り組み始めています。地域防災、自主防災などのあ
り方が大きく変わりますが、青葉区では認知度が低く、
美しが丘公園
歩行者ネットワークコー
ス用路上タイルを確認

まずその周知活動を始めました。その第一歩としてマイ
タイムラインをテーマとした講座を開催しました。
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部会活動

住み続けたいまちづくり部
公開講座１ 前期
「防災・減災パネル展とパネルディスカッション」の
計画を立てました。
防災・減災パネル展 1/14/2020-1/17/2020

さんかく BASE
美しが丘の街立体模型も
「次世代郊外まちづくり」
が目指すまちの将来像
「WISE City」（ワイズシ
ティ）の体現に向けた機能
が導入される 3 棟の建物

●防災・減災公開講座 (1/18/2020)
区民のつどいのページへ

講座受付は新人を交えて
百段階段プロジェクト見学
藤木本子さんの案内で

●ネクストモビリティ EXPO2019 in 京都（10/3/2019）
12 期で実施した二つの交通公開講座を受け、京都スマー
トシティ EXPO2019 で同時開催されたネクストモビリテ
ィ EXPO2019 会場で青葉区民会議の交通の取組を報告し
ました。＜小さい交通＞の実績と課題：各地の事例報告

公開講座２ 前期
●交通まちづくり公開講座（2/29/2020）
2019 年 12 月に交通に関する区民アンケートを SMAT-PT
グループが実施。報告も兼ねての公開講座を計画しまし
たが、コロナウィルス感染症拡大防止のため延期となり
ました。
この講座は第 14 期へ引
き継ぐ予定です。

https://expo.smartcity.kyoto/related/mobility
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部会活動

住み続けたいまちづくり部

公開講座３ 後期
●青葉区防災・減災オンライン公開講座(3/13/2021)
地区防災計画実現のアプローチを探る会グループでは、
地区防災計画を区民に周知するための方策を検討してい
ました。その中で、近年気候変動が原因と思われる大型
台風や土砂災害なども各地で頻発し、地震だけでなくあ
らゆる災害への対策も検討し始めました。横浜市でもマ
イ・タイムライン作成広報が始まり、これを青葉区民へ
周知するための講座を企画しました。
オンライン講座会場 三浦先生とマイタイムライン
作成者は対面で意見交換し、様子はオンラインで

青葉区民会議始まって以来のオ
ンライン講座を実施するにあた
り、参加者が実感できる工夫を試
みました。
結果、回収されたアンケートから
は高評価を得ました。

１部：講演 三浦伸也さん
「どこに、どのタイミングで避難したらよいのか
～居住する地域の災害リスクとマイ・タイムライン～」
２部：マイ・タイムラインを使って「知る、備える、行動する」
青葉なしかちゃん一家のマイ・タイムラインは？
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部会活動一覧
年
1

2019

月日

種別

場所

健康・福祉・教育部会
人数 主な内容

4月20日 総会・部会 1 区役所

9 新メンバー自己紹介と部会長、運営委員選出

2

5月14日 部会 2

ビオラ市ヶ尾

3

6月11日 部会 3

支援センター

9 横浜市への予算要望・提案について

4

7月9日 部会 4

ビオラ市ヶ尾

9 地域ケアプラザの活動について

5

7月30日 勉強会 1

ビオラ市ヶ尾

6 SDGsの考え方を取り入れる

6

8月20日 部会 5

ビオラ市ヶ尾

9 横浜市への予算要望・提案（9項目決定）

7

9月10日 部会 6

支援センター

8 11/3区民まつり企画案・部会運営について

8

10月8日 部会 7

支援センター

3 部会運営について、前期との比較等

9

11月12日 部会 8

ビオラ市ヶ尾

4 新部会設立案・活動テーマ

10

12月10日 部会 9

支援センター

4 部会再生委員会・活動テーマ（環境問題）

支援センター

2 活動テーマ（プラごみ、食品ロス、健康長寿）

大和市

3 大和市立図書館を見学

支援センター

4 勉強会報告、食品ロスについて

11

2020

12

1月14日 部会 10
2月7日 勉強会 2

10 13期活動内容について

13

2月18日 部会 11

14

部会 12

15

7月28日 部会 13

支援センター

3 コロナの生活変容・要望・提案

16

8月11日 部会 14

支援センター

2 コロナ禍の意識変化・要望・提案

17

9月8日 部会 15

支援センター

5 ZOOM会議・「要望・提案」

18

10月13日 部会 16

支援センター

2 要望・提案

19

10月27日 勉強会 ３

支援センター

4 要望・提案

20

11月10日 部会 17

支援センター

3 要望・提案

21

12月8日 部会 18

支援センター

3 「要望・提案」「来期活動について」

1月12日 部会 19

支援センター

3 来期活動について

23

2月9日 部会 20

支援センター

4 13期活動のまとめ、総会準備

24

3月9日 部会 21

支援センター

4 総会準備について

22

2021

メール対応

健康増進活動・食品ロス
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部会活動

健康・福祉・教育部会

Ⅰ《13 期の活動を振り返る》

月 12 日土曜日区役所 4 階会議室での開催を企画してい

メンバー

たが、コロナ禍が収束せず、陽性者増により残念なが

発足当初、部会員数は 14 名であったが、部会出席者は

ら中止となった。

常に半分以下であった。欠席がちなメンバーに問合せ

当部会メンバー考案の動画【あおばの呼吸

たところ、13 期発足にあたり、残留してほしいとの要

スイ体操】は YOU TUBE で公開され反響も大きく大変好

望から名簿掲載を了承した。との返答があるなど、実

評だった。

質的な活動メンバーは 5 名程度であった。また途中か

このような活動を契機として、地域ケアプラザ等の施

ら副部会長が事情により長期欠席となり、部会運営に

設を拠点として、こころとカラダの健康増進に寄与す

支障が生じた。

る活動を継続する事の重要性を認識するに至った。

活動テーマ

II《勉強会

酸素スイ

施設見学》

【大和市文化創造拠点シリウス】

以下のような活動テーマが挙げられた
【健康】【福祉】 地域ケアプラザ、高齢者施設などの

□「大和市」

調査研究

横浜市瀬谷区のお隣。縦に細長く、中央を南北に小田

【教育】 「中学校の給食制度」

急江ノ島線が通り、中央林間駅で東急田園都市線と接

【広聴】 区民の声を吸い上げる「広聴」の強化を

続、ほぼ中央の大和駅で相鉄本線と交差しています。
「シリウス」

区民会議の活動が区民に届いていない
活動方法

市立図書館を中心に、芸術文化ホール、生涯学習セン

「月一回の部会に参加」を基本とするが、部会開催の

ター、屋内こども広

前に、メールを活用して積極的な意見交換が必要と提

場などが用意された

案したが、フリーメールでの意見交換と部会での討議

６階建ての複合施設

を経て合意形成にいたる、とのプロセスは定着には至

で大和駅から徒歩 3

らなかった。要因としては構成メンバーの高齢化によ

分のところに平成 28

り、新しい仕組みに積極的に取り組む姿勢が欠けてい

年にオープンしまし

た事。口頭での問題提起はしても、情報収集、事実確

た。大和市民にとっ

認から書面での提案等課題解決への行動をとる人がい

て大変アクセスしや

なかった。

すい場所にあり、更

新部会発足の動き

には年末年始以外は、

前期「要望・提案」提出にあたり、6 月の部会でたた

9 時から 21 時まで利

き台としての原案が提出されたが、最終確認日に突然

用可能と、利用者目線の運営と言えます。

追加提案が提出され、十分な議論がなされない状態と

「利用しやすい図書館」

なった。結局、提出時期を遅らせ、追加提案を加え要

一階から六階まで館内何処ででも自由に本を読むこと

望・提案を提出した。一部メンバーから文言手直し等

ができます。多くの人は、館内一階のスターバックス

に不満の声があがり、当部会メンバーの一部が別部会

で珈琲を購入、お好みの場所で読書を楽しんでいます。

を発足させたいとの表明があった。

また、集中したい人には 2 時間１００円の有料座席も

その後、臨時運営委員会で、発足趣旨説明を聞いたが、

用意されています。

会則により部会発足は総会での承認事項との説明から、

中央林間駅の駅ビルにも平成 30 年に中央林間図書館

新部会発足発起人は当部会を退会する事となった。

がオープンするなど市内計 6 か所の

みらいづくり大学への参加

図書館（蔵書数合計 58 万冊）があります。

青葉区区政推進課地域力推進担当が開催の「みらいづ

「市民でつくる健康学部」

くり大学

大和市は平成 21 年から「健康都市

青葉キャンパス」2020 年度「あおば魅力で

やまと」を宣言し、

健康講座」に当部会メンバーが参加し、
【食・運動・つ

市民が講師となる健康をテーマの講座が『図書館健康

ながり】の三つの観点からの区民の健康増進活動を企

テラス』という専用スペースで毎日開催されるなど、

画立案した。

市民の健康維持増進にちからを入れており、広く県外

《あおば健康カフェ》と題するイベントを 2020 年 12

からも注目を集めています。
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部会活動

健康・福祉・教育部会

「公民連携」

(ア)食の重要性・食育の重要性

シリウス全体の管理運営

①昼食は時間をかけて

は指定管理者「やまとみら

②朝食を摂る週間づけ

い」が担当していますが、

③和食文化の定着と地産地消の推進

図書館流通センター、サン

④中学校の給食制度の実現

トリーパブリシティーサ

※12 期においても「中学校の給食制度の実現」は要望・

ービス、小学館修正者プロ

提案を行ってきた項目でもあり、食の重要性を児童生

ダクションなど複数企業

徒の時代から認識してもらうという視点から改めて要

が各施設を運営していま

望・提案を行った

す。このような指定管理の

(イ)健康長寿

仕組みは複合施設を一体的に管理し、効果的な文化創

⑤地域ケアプラザをウォーキングの拠点に

造拠点としての活動の活性化と市民に親しまれるサー

⑥区内施設の連携強化を

ビス向上の為、開館日や会館時間の拡大のための判断

※地域ケアプラザ、地区センター、コミュニティハウ

だったようです。柔軟で多様な運営体制が望まれるこ

ス等、区内の各施設にはそれぞれの目的、役割は異な

れからの公的施設運営の一方の方向性を示していると

っているものの、区民の健康増進という共通の目的に

言えるかもしれません。

対しては協力体制の構築は可能と考え、縦割り行政に

面積、人口など青葉区とほぼ同規模であり、比較しや

横ぐしを差し、互いに連携できる体制の構築を目的と

すい都市でもあります。

しています。
(ウ)子育て支援
➆区内施設のネット環境の整備を
⑧子育てモデル地区を選定、支援強化を
(エ)働き方改革
⑨青葉区に働く場の創設と職住近接の働き方改革を
※「子育て支援」
「働き方改革」の二項目は、子育て中
も仕事を続けられる保育環境整備、地元で働くという
選択肢を拡げるなど、将来を見据えた大変重要な課題

III《横浜市予算に対する要望・提案》

だと認識しています。

【2020 年度予算への要望・提案】

2011 年 1 月 11 日日経新聞「子育てしやすい街」（162

《食の重要性》

『データで見る青葉区

なるほど

市区が対象）で 1 位は松戸市、神奈川県では大和市が

あおば２０１８』に見る青葉区の特徴として「農家戸

7 位、横浜市は 37 位でした。新型コロナウィルスの感

数は市内第二位」、「耕地面積では市内第五位」と、食

染拡大によって、私たちの生活パターンは大きな変化

の基盤となっている農業が盛ん。改めて食の重要性を

を強いられていますが、今できる事を確実に実行して

認識し、健康な体、病気にならない体づくりについて

おくことが大切だと考えています。

見直してみた。
《働き方改革》

もう一つの青葉区の特徴として「東

京への通勤通学が多い（41.9％

【2021 年度予算への要望・提案】
新型コロナウィルスの感染拡大が止まらない中、自ら

1 位）」 「昼夜人口

18 位）」の二つのデータに着目してみ

の健康管理の重要性が高まると同時に、住宅街とオフ

た。東京との繋がりが大きく、東京のベッドタウンと

ィス街を往復する【通勤】という概念が大きく変化し

して人口が増加し続けてきた。同時に、働く場が少な

た年でもあった。

い事を意味している。超高齢社会が進行している現在、

それまで、共働き世帯にとって、通勤時間と保育施設

次世代を担う若い世代が住みやすいまちを模索する事

は大きな意味をもっており、少ない通勤時間と保育施

が重要と考え、仕事の創出、起業創業を視野にいれた

設の充実した地域に住みたいとする傾向が強かった。

働き方改革が必要との思いから以下の 4 項目を要望・

コロナ禍によるテレワークの推奨によりこの価値観が

提案することとなった。

大きく変化し、通勤の比重が減ったことにより、住環

比率（76.2％

11

部会活動

健康・福祉・教育部会

境に恵まれた郊外に住む傾向は、東京都、首都圏の転
①

入者、転出者のデータにはっきりと表れている。

は、横浜市の全組織が「区民の健康増進」を共通目標
に設定し、プロジェクトチームを結成する事を想定し

「青葉区に住む」の二つの意味、
【今住んでいる人達が

た。

継続して住む事】、と【他地域から新たに転入する事】
②

の二つの視点から令和 2 年度の要望・提案をベースと

は、区内 6 か所の地域ケアプラザが、区民の健康増進
のサテライトポイントとなり、近隣のケアプラザどう

し、《住みつづけたい・住みたいまち》実現に向けて、

しの連携を強化すると同時に、コロナ禍の中で、若年

以下の８項目の要望・提案を行った。

層の心のケアの重要性が叫ばれている事をふまえ、高

『住みつづけたいまち』であるために

齢者のケアに加え、若年層の心身の健康増進にも力を

（ア）皆が健康で、長寿でありつづけるまちへ

発揮してほしい。

①市の組織の境界を越えた総合的な健康対策を
③

②コロナ禍の健康増進に地域ケアプラザの機能強化を

区内には数多くのウォーキングマップが紹介されてい
るが、これをたよりに散歩を楽しめるレベルのものば

③親しみやすいウォーキングマップを

かりではない。マップ片手に散策し、地元への関心、

④地産地消で、食の安全から健康増進へ

地元愛の醸成を目指したい。

⑤青葉区の歴史資料のアーカイブを
④

『住みたいまち』に選ばれるために

横浜市 18 区の中で農業が盛んな事は、大きなメリット
です。生産者と消費者を結びつける活動は、お互いに

（イ）東京のベッドタウンから職住近接のまちへ

メリットが大きく更なる活性化を期待しています。

⑥起業・創業の支援

⑤ 青葉区が誕生して 25 年が経過しましたが、その間地元

⑦起業・創業支援の窓口を区役所内に

郷土史を研究する多くのサークルが編集した資料は、

⑧青葉区内で働くスペース（サテライトオフィス）の

大変貴重なものです。多くの区民の目に触れる事で生

確保支援を

まれ育った地元への関心を深め地元愛の醸成につなが
る事を期待しています。

《選ばれる青葉区へ》
先日発行された《横浜市青葉区

魅力広報冊子

PhotoBook》は都内にも配架したそうです。横浜市青葉区が「住みたい

まち」に選ばれるか否か？は青葉区の将来に大きく影響を与えます。現在青葉区に暮らす子ども世代が成長後も「引き続
き青葉区に住みたい」と思える事も大切ですが、同時に他地域の住民が「住むなら横浜市青葉区」と転入してもらえるま
ちにしてゆかねばなりません。
《街の機能は住むだけではない》
賑わいのあるまちには、住宅や公園、商店、企業、エンターテインメントが適度に配置されています。
田園都市開発計画における青葉区のイメージは閑静な住宅街です。事業所数・卸売、売業数にもその傾向は表れています。
また昼夜人口比のデータでも、昼間の青葉区には他地域から人を引きつける魅力が少ない事を示しています。
平成 31 年の高齢化率は、平成 15 年の 10.7%から 21.3％に倍増しました。
持続可能なまちづくりを実現するには、若い世代の『住みたい、住みやすいまち』と評価してもらえるまちを目指し、高
齢化率を抑制する事が必要です。
《起業・創業の勧め》
多くの企業で社員の副業を支援する動きが増加しています。副業は、小遣い稼ぎ、就業規則違反との否定的な見方から、
社員の社会的視野を拡げ、人的交流を拡大する事で結果として本業にもプラスが大きいと認識されるようになりました。
本業の専門的知識を活用して地元の社会活動に貢献する、地域での交流によって仲間が増えるなど地元にとってもメリッ
トは計り知れません。
将来への展望が次第に具体化してゆけば、起業・創業も現実のものとなります。
これまで、行政の区民活動への基本姿勢は《営利目的の排除》でしたが、区民の起業・創業を支援する事は、青葉区のま
ちとしての活性化に直結し青葉区の将来を明るくすることにつながると考えます。
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区民のつどい
2019 年度

区民のつどい

日時：1 月 18 日(土)

2019

2020 年

2019

2019 年度
パネル展示

13:30-16:00

区民のつどい公開講座にむけての
1/14-1/17 2020

会場：青葉区役所４階会議室
参加者：約 70 人
「青葉区の地域防災力を上げる
自分の地域は自分たちで守る 地域にいる人たちを知る」
地域防災拠点を中
心に「まちと住民」
を守るさまざまな

2019 年度後半の公開講座にむけて

団体や組織があり

青葉区民交通アンケートを実施

ます。それぞれの
活動と、連携の様

実施時期：12 月 9 日～13 日 2019 年

子が分かるパネル

実施場所：青葉区役所１F 他

展示を事前に区役

収集総数：609

所１階ロビーで行

公開講座テーマ「青葉区の小さい交通は？」で報

いました。今回の

告するために青葉区民交通アンケ―トを区役所 1

趣旨は、地域防災

階ホールやウェブアンケートで実施しました。区

力の向上を目的に、

民は日ごろの外出にどのような交通機関を利用

区内のさまざまな

しているのか。環境対策での電動自動車利用や青

災害支援団体や防災関連組織のネットワークを進め、

葉区で急激に始まるであろう高齢化を前提に、個

一同に会して各組織の現状や課題、今後への展望など

人の移動交通の実態や免許返納など公共交通へ

を話し合ってもらうことでした。１月１７日は阪神淡

の乗り換え志向を探ります。公共交通施策への提

路大震災からちょうど 25 年目になります。多くの人命

言に結び付けることが目的です。アンケートから

が失われましたが、また多くの人たちが地域住民とボ

は、青葉区民は返納については、
「当面返納しな

ランティアによって救われました。今一度、まちの防

い」や「免許がないと不便」が多数を占め公共交

災を見直し、地域での連携の大切さを知る機会としま

通への転換へは効果的な施策がない限り現状の

した。

ままのようです。市内で自家用車の登録台数が第

◆一部

一位の青葉区です。交通機関の問題は、今後の大

コミュニティや地域での防災活動について次

きな課題になります。

の 8 人から報告していただきました。

地域での交通課題についての質問では、「地域

・小田急学園奈良自治会
・ビアス市が尾自治会（マンション）

住民が主体となって考える必要がある」が最も多

・鴨志田緑小学校地域防災拠点

いのですが、近所の人との会話で交通について話

・青葉区災害ボランティア連絡会

題になっているかの質問には、
「話題にならない」

・青葉区防災ライセンス連絡会

や「話題にな

・アマチュア無線非常通信協力会青葉区支部

っているか

・青葉区商店街連合会

知らない」が

・ (特非)ワーカーズ･コレクティブ パレット

ほとんどと

◆二部

いう状況が

専門家による講話

佐藤榮一さん

「地域防災力は自助と共助と連携と」

見えてきま

桐蔭横浜大学法学部 客員教授(消防学)/

す。地域での

元保土ケ谷消防署長/総務省消防大学校

交通課題を

講師

解決するた
めには課題を見える化することなどが必要なよ
うです。

13

区民のつどい
2019 年度後半

公開講座

交通

2020

延期

2020 年 2 月 29 日開催予定の交通公開講座は新型
コロナウイルス
感染症拡大防止
のため中止せざ
るを得ませんで
した。開催に向け
て区民交通アン
ケートを実施し

1 人ずつパソコンに向かってのオンライン講座です

たり、パネリスト

会場の様子を次回は流す工夫をいれ、ハイブリッド

の方々との打ち

講座の実現へ、第一歩進めることができました。

合わせを兼ねた
勉強会、講師打ち

今回はオンラインということもあり、申し込み方法

合わせなど今後

として横浜市電子申請フォームを活用することができ

に活かしたい思

ました。さらにアンケートもこのフォームで行い回収

いもあり、中止ではなく延期としました。

報告作成をスムーズに進めることができました。

第 14 期では新な内容を考え、地域交通の課題を

当日は早朝より荒天で午前中は注意報が出ており、

取り入れた公開講座へつなぎます。

開催時刻には雷鳴が鳴り渡り、区役所前の消防署から
は緊急車両が次々に出動するのが聞こえてくるという

2020 年度

区民のつどい

日時：3 月 13 日（土）2021 年

オンライン公開講座

状況でした。

13:30-15:00

アンケートからは、オンラインの開催だからこそ荒

会場：青葉区役所４階会議室（報告者）

天でも参加ができた、講師の資料がパソコン画面に大

オンライン講座

写しになるので見やすかったなど、

参加者：43 人

オンラインならではのメリットが
多くありました。
初のオンライン講座であり、途中
音声が途切れたり、会場での音声が
入り込みハウリングを起こしたり
とさまざまな課題も出ました。しか
し今後の区民会議講座としては、区
民の声を広く聴く一手段として大
きな可能性があることが分かりま
した。次期へつなげていきたいと参
加委員からも意気込みが出されま
講師

三浦伸也さ

した。

当日使用した、マイ・タイムラインの実例（学生）
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区民会議勉強会
●区民会議勉強会開催

支援事業、災害時要援護者地域支えあい事業などが目新

区民会議ではさまざまな提言活動を行います。そのため

しいものです。委員からは「継続的な事業も多く、事業

には横浜市の予算や各局の施策について勉強する必要が

の区民満足度や実績評価、効果評価などが見える化され

あります。区民会議は区政推進課広報相談係が事務局を

るとさらに区づくり、まちづくりへ区民として協力、参

担い、各局や各分野の専門家への調整を行っていただけ

画意欲が湧くのでは・・」という意見がでました。

ます。また、地域で活動されている方々に講師を依頼し

●第 3 回勉強会 9/6-2019

勉強会を開催しています。

SDGs とプラごみについて

●第 1 回勉強会 6/26/2019

資源循環局青葉事務所 石井所長

青葉区に係る予算のすがた
青葉区総務課予算調整係 佐藤係長
横浜市の全体予算と、青葉区ではどのような予算が組ま
れているのか学びました。市の予算規模は約 3 兆 7000 億
円。使途と収入源の違いで、一般会計（1 兆 7,615 億）、
特別会計(1 兆 3,282 億)、公営企業会計(6,152 億)の 3 つ
に分かれます。特別会計は、国民健康保険や介護保険、
港湾整備などの 16 事業の会計です。公営企業会計は、民
間企業と同じく事業収入で経営している事業で例えば地

●第４回勉強会 １/9/2020

下鉄やバスなどの事業会計です。一般会計の中に 18 区の

田園都市線駅周辺のまちづくりプランについて

行政サービスに必要な 2,001 億が予算化され、区に配分

青葉区区政推進課まちづくり調整担当

されます。
「個性ある区づくり推進費」などを含め青葉区

平野係長

には今年

高階担当

「田園都市線駅周辺のまちづくりプラン」とは、田園都

度 112 億

市線の７駅を対象に、区民生活の魅力を高める身近な拠

円が配分。
これが分

点として、駅周辺のまちづくりの方向性を明確にします。

野別にど

また区民、事業者、行政の３者がプランを共有し、協力

のような

して実現に取り組みます。このプランの改定原案への意

事業とし

見募集があり、区民会議委員としてより良い区民提案が

て展開す

行えるようにプランについて説明を受けました。プラン

るのか、広報 4 月号で紹介されました。 市と区の予算

では鶴見川をはさんだ東西で区民の行動圏域が違うこと

の関係は複雑ですが、青葉区民のみなさんにも、ぜひ関

を考慮し、7 駅が機能分担し連携する多核連携型のまち

心をもっていただきたい内容でした。

づくりが掲げられ、駅ごとの特徴にあったまちづくりプ

●第 2 回勉強会 7/10/2019

ランが考えられています。地区ごとの状況や特性、青葉

青葉区区政運営方針について

区民意識調査による区民の考えなどをもとに各駅周辺の

青葉区区政推進課 中川課長

課題が分かります。利用している駅を中心に、どのよう

6 月の勉強会に続き区運営方針の下、どのような事業に

なまちづくりが考えられているのか知る良い機会となり

どれぐらいの予算が使われているのか、お聞きしました。

ました。

青葉区の基本目標は昨年と同じ「住みつづけたい・住み
たいまち」青葉の実現。SDGs の取り組みのまさに S＝

●第 5 回勉強会 オンライン 9/29/2020

sustainable=「持続可能な」を青葉区では早くから目標

青葉区区政運営方針について

としていたのです。区予算 112 億円のうち自主企画事業

区政推進課企画調整係 久保係長

費（個性ある区づくり推進費）として 1 億１０００万円

毎年青葉区区政運営方針について勉強会を開催してきま

が 5 つの施策にそって振り分けられています。市が尾駅

したが、今回はオンライン開催となりました。感染症対

周辺のサイン整備や道路愛称事業、地域における起業等

策もあり初めての試みでした。
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区民まつり参加
2019年度青葉区民まつり
１１月３日、今年も多くの青葉区民が楽しみにしている
青葉区主催の「青葉区民まつり」が開催されました。
区民の方々と直接触れ合い、区民会議の活動をＰＲでき
る絶好の機会ですので、2部会で協力し、参加・出店しま
した。当日は晴天に恵まれ、会場の青葉区役所会場には
沢山の区民の方々が集まりました。区民会議の出店場所
は、1階区民ホールエレベータ付近という人の流れの多い
場所で、来場いただいた区民の皆さんと交流しやすく、
アンケートクイズへの参加も多くありました。区民会議
活動を知ってもらう良い機会です。
クイズに答えていただいた方へは恒例の煎れたてコー
ヒーサービス（区民会議カフェ）を今年も行い大変喜ば
れました。クイズ参加は268人と毎年増えています。

2020年度青葉区民まつり
新型コロナウイルス感染症防止のため中止
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１１月３日

横浜北部まちづくり交流会
●横浜北部まちづくり交流会 2020

今後への提言は「主人公は自分自身だ！」という

日時：2020 年2月24日（月）10:30-12:30

ことで、防災でもやはり自分たちがやるのが筋だ

会場： 青葉区社会福祉協議会ふれあい青葉

ろうと。、中曽根さんの好きな言葉からの引用で
す。青春とは、年齢ではなく、心の持ち方だと。

2 階会議室

「夢を持ち」「感動し」「胸をときめかし」「挑

幹事区：青葉区
当日参加状況：港北区7名 緑区 9名

戦する喜び」を持ち続けることが高齢者の役目だ

都筑区6名

と思いながら今日の終わりとさせていただきま

青葉区12名参加

す。

プログラム
・開会挨拶：青葉区民会議代表委員

嶋田敦雄

・各区の発表
・交流タイム：ランチを囲みながら（ 30 名参加）
・引き継ぎ：青葉区から都筑区へ
各区の発表
「都筑のいい景観」

都筑区(山岸紀美江)

昨年この会で「崩れ行く港北ニュータウン」とい
う都筑区の話をしました。今日は、昨年の続きで
す。今回私たちが作成したHP です。
都筑区は、大きな
■青葉区 多摩川と鶴見川 治水から診る

農業専有地区と市
街地とが共存して
います。その良い

「多摩川と鶴見川

治水から診る」青葉区(小池由美)

ところを写真を撮ってもらって共有しようとする

災害情報の提供について3 回目になります。昨年

活動をしています。、魅力アップ協議会が目指し

の台風15 号、19 号はひどかったですね。い

ているのはニュータウンとして作られた街の「街

。多摩川と鶴見川ではいったい（災害対応は）ど

らしさ」「都筑らしさ」を残したい。「都筑って

うなっていたのかということを、今回まとめさせ

いいなあ」と感じた所があったらスマホで撮って

ていただきました。鶴見川では中流域で対応でき

送ってください。そしてこれをどうやって行くか

る田んぼがあり、遊水地を作って対応していく。

というのは今年の仕事です

そこが多摩川と大きく違うところだと思います。
鶴見川は頑張っていたので

「自転車マナー教室について」港北区(川中資久)

現在二校で実施し

すね。この遊水地の貯留可

ています。対象は

能な約四分の一ぐらいの水

1 年生から3 年

が入りましたが、13日のラ

生までの生徒と保

グビーができました。スタジアムがあんなに浸か

護者です。小学生

っているのに、なんで？？ 地下駐車場、水浸し状

の参加を呼び掛け

態。でもできたというのが、鶴見川（遊水地）だ

るのは、本当は親に参加して欲しいからです。親

ったからなんですね。

の方がむしろマナーが悪いし、危険も多いという
ことでやっているのです。新吉田小学校では雪で
急遽やめ体育館での交通ルールの講義です。港北
警察署の方に説明をしていただき自転車の交通違
反クイズを実施、また老人クラブでもやったので
すが好評でした。
「高齢者が＜いきいき＞と生活するには
〜元気さ発見と今後〜」緑区(田中

晃)
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広報委員会
●第 13 期広報委員会は正副部会長、および代表、広報
委員長の構成で活動しました。
（広報委員会名簿参照）
●区民会議ニュースの発行
13 期では次の 4 号を発行しました。
51 号 2019 年 9 月発行
52 号 2020 年 2 月発行
53 号 2020 年 9 月発行
54 号 2021 年 3 月発行
配布先：自治会回覧用（15 連合自治会を通じて区内全域
に配布）
、区民利用施設各所（6 地区センター、12 地域ケ
アプラザ、コミュニティハウス、山内図書館、青葉区区
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
●編集・発行
青葉区民会議ガイドブックの改定 (50 部)
第 13 期区民会議活動記録の編集作成 （100 部）
●メール配信について
・運営委員会からは「お知らせメール」として配信
・運営委員会報告用メール・部会連絡用メール
健康・福祉・教育部会 1 本
住み続けたいまちづくり部会 1 本+グループ 3 本
●横浜北部まちづくり交流会用 ML の運営
13 期では交流会を 1 回開催。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 12 期に設置し
ましたが、今期はアンケートの実施ができませんでした。
2019 年度区民まつりではウェブアンケート実施
●防災・減災パネルディスカッション（1/18/2020）
と連動して防災に関わる団体や組織のパネル展示（１月
14 日（火）～17 日（金）
）
地域防災拠点を中心に「まちと住民」を守るさまざまな
団体や組織があります。それぞれの活動と、連携の様子
が分かるパネル展示を区役所１階ロビーで行いました。
展示団体：青葉消防署、青葉消防団、青葉区防災ライセ
ンス連絡会、青葉区災害ボランティア連絡会、アマチュ
ア無線非常通信協力会青葉区支部
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各課訪問シリーズ
●第２回 ～健康長寿とまちづくり～

12 期より継続している各課訪問シリーズを 13 期でも
継続することとしました。12 期では、総務課危機管理担

高齢・障害支援課地域包括ケア推進担当 伊藤係長

当、地域振興課文化・コミュニティ係、福祉保健センタ

さまざまな福祉保健事業が行なわれていますが、高齢化

ーこども家庭支援課の 3 か所を訪問しました。横浜市に

が進む中、どこに事業のポイントがあるのか尋ねてみま

は 18 区あり、どこも同じなのかと思われがちですが、住

した。

人の構成や社会的背景、地勢の違いなど、各区役所では

Q:JAGES で得たデータの使われ方は？

区にあった行政を行っています。横浜市全体としての行

A: 横浜市は介護予防施策に使う目的で JAGES 事業に参

政サービスは同じでも、区ごとに細やかな施策が打たれ

加しています。介護予防事業は市や区で行う他に一部ケ

ていることを伝える内容としています。

アプラザに業務委託し地域ごとの具体的な事業のために
ケアプラザ圏域でのデータを地区診断に活用します。15

今期の青葉区各課インタビューを報告します。

●第１回

～市内一の公園数～

のエリア別青葉区地域福祉保健計画で地区診断に活用し

青葉土木事務所下水道・公園 堀係長

ています。

土木事務所道路 大村係長

Q:「高齢者の健康」について特に青葉区として調べたこ

土木事務所管理職

とはあるのですか？

は、環境創造局・

A:青葉区では 75 歳以上の閉じこもり傾向が強いとのデ

道路局を兼務とな

ータがあります。調査では「趣味のある人の割合」では

ります。

青葉区は市平均と有意の差があり、追加調査を依頼しま

青葉区役所の向か

した。青葉区民は東京などで働く人が多いので、リタイ

いに建つ緑の建物、青葉土木事務所。名が体を表すとお

ア後も区内での活動場所が少なく、体力も落ちて外出が

り土木事務所は「土と木＝道路と街路樹や公園および下

減り、それが閉じこもりの原因ではと仮説をたてました。

水道」の担当部署です。そのなかで、
「街路樹と公園」に

しかし調査から区内で活動している人が多いと分かり、

ついて話していただきました。

閉じこもり原因は活動場所ではなさそうです。はっきり

●土木事務所の仕事とは？

とした原因が分かりませんが、これも調査の結果で分か

多様な区民ニーズに対応するため、道路局土木事務所

ったことです。

と公園管理業務をおこなっている環境創造局公園緑地事

Q:JAGES 調査では、一般的に公園の数と外出頻度との関

務所が併せて区に移管され２００５年度から今の形にな

連があるとのことですが。

りました。仕事は、管理係、道路係（道路の維持管理・

A：公園は、地域でのつながり作りと関係します。チャン

修繕、街路樹の維持管理）
、下水道・公園係（下水道・河

ネルの多い人ほど介護認定される割合が低いことが明確

川・公園の維持管理・修繕、公園愛護会 ）と多岐にわた

になっています。つながり作りが大切です。公園の利活

ります。

用にもつながります。ケアプラザの地域コーディネータ

●街路樹と公園の管理とはこんな作業

ー等が「地域の人がつながる場づくり」に力を入れてい

４０年前に一斉に開発、整備された道路や街路樹。公

るところです。

園など数の上では他区を寄せ付けません。
（233 か所 な

Q:青葉区として今、力を入れているところは何ですか。

るほどあおば 2020 参照）その結果、多くの手入れが今一

A:40 歳 50 歳代の団塊ジュニア世代へ『人生 100 年時代

挙に必要となってきています。整備は、地区に分けて数

に向けて、今から毎日の中でできること』というリーフ
レットを作成中です。

年かけて行います。中には強剪定ではないかと思われる
街路樹もありますが、数年先を考えて「仕立て直し剪定」
を行っています。まちの「みどり」を「量から質へ」バ

JAGES とは：Japan

ランスのとれた街の景観へ整備を進めています。植え替

Gerontological Evaluation

え時期での樹種選定は専門家や地元との話し合いも含め

Study

慎重に進めています。多くの公園愛護会がボランティア

日本老年学的評価研究

活動をされています。道路沿いの美化活動をするボラン

https://www.jages.net/

ティアを支援するハマロード・サポーター（道の里親制
度）もあります。
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各課訪問シリーズ
●第３回 総務課危機管理・地域防災担当 佐藤係長

●第４回 資源循環局青葉事務所
石井所長、木村副所長、高野指導員

8 月 2 日（日）青葉区役所 4 階会議室で、区内 4１か所
（1 か所は都筑区荏田小学校）の地域防災拠点運営委員

緊急事態宣言がさらに延長となり収束が見えない中、

会を対象に「新型コロナウイルス感染症を踏まえた地域

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、在宅時間が

防災拠点の開設・運営のポイント」と題する研修会が行

増加しています。それに伴い、家庭ごみが増えているの

われました。

ではないかということで、資源循環局青葉事務所を訪問
し家庭ごみの現状についてお聞きしました。

研修会の目
的は、拠点で

Q:コロナ禍の影響で家庭から出るごみの状況は変化して

の「密閉・密

いますか？

集・密接＝い

A:家庭ごみ（燃やすごみ）については、2019 年度と比べ

わゆる３密」

ると青葉区は５．９％増加しています。
（市平均４．４％）

を避ける拠点

資源ごみ（缶・びん・ペットボトル、プラスチック製容

開設・運営のポイントを学ぶことです。市内１か所でも

器包装 ）では、7.5％増加しています。テレワークの増

震度 5 強が発生した場合、地域防災拠点運営委員が中心

加や、外出自粛による在宅時間の増加といった新しい生

となり避難所が開設されます。

活様式の影響と思われます。
Q:コロナ禍でのごみの出し方について何か変更はありま

また台風や洪水などの風水害時は、区役所職員が避難
所開設しますが、災害の程度に応じて、地域防災拠点運

したか？

営委員会に協力要請される場合もあります。コロナ禍で

A:「新型コロナウイルス感染症に係る家庭ごみの出し方」

の避難所運営の研修は初めてであり、会場では多くの質

を市のホームページに掲載しました。新型コロナウイル

問が出ました。 佐藤係長に尋ねてみました。

ス感染症やその疑いのある方のご家庭では、家庭ごみと

Q: コロナ禍の中、災害が起きた場合、市民はどのよう

資源物は、まとめて袋に入れ、厳重に密閉して「燃やす

は避難行動をとればよいでしょうか？

ごみ」として出してください。また、通常の家庭ごみ（燃

A: 避難所の収容人数など従来とは大きく変わりました。

やすごみ）と資源ごみは引き続き、分別をしっかりお願

特に次の 3 点をお願いします。まず、感染防止のために

いします。なお、ごみ集積所の維持管理は地域の皆様の

も「在宅避難」
。そのための家庭内備蓄を補強する。二つ

協力が必要です。基本はしっかり分別を行い、ごみが散

目に、避難とは避難所へ逃げることではなく、
「難」を「避

乱することのないようにご協力をお願いします。

ける」ことだと思って避難行動を見直してください。 在

Q:外食が減り、家庭での食事回数が増えています。特に

宅避難が難しい場合は、親戚や友人の家へ避難する「分

プラスチック製容器包装の状況は？

散避難」もあります。そして最後に、避難する場合は、

A:4 月～12 月の状況は２019 年度と比較すると 216 トン、

マスクや体温計などを持ち出し袋に入れること。自分の

７％増加しています。冷凍食品やテイクアウト食品、コ

身は自分で守ることを心掛けてください。

ンビ二やスーパーなどでの弁当や惣菜で排出されるプラ

Q: 拠点数が市内で一番多い青葉区です。拠点のコロナ

スチック製容器包装が増加の要因と考えられます。

対策としては何がありますか？

なお、プラスチック製容器包装やペットボトルの処理に

A: 新しい運営マニュアルでの拠点訓練支援を考えてい

ついては、従来通り行うことができています。

ます。濃厚接触者や発熱などの症状がある方なども避難

Q:在宅時間が増え、家の中の整理が進んでいます。粗大

所へ来ることを想定し、学校内で専用スペースの確保な

ごみなども増えていませんか？

ど調整することも増えます。防災拠点参与と学校、地域

A:粗大ごみも増加しています。通常時は利用できるもの
をリユース家具として事務所内で展示しています。

との調整が進むよう参与研修なども実施しています。
「参加人数別の拠点運営委員会活動メニュー」が今回

（現在は展示を

配布されました。今年度中に、どれぐらい拠点が活動を

中断） ホームペ

展開できるのか未定です。できるところから始め、いつ

ージでも紹介し

災害が起きても慌てない体制づくりが求められていると

ていますのでご

感じました。

利用ください。
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総
■発足総会

会

2019 年 4 月 20 日（土）

■中間総会

2020 年 7 月 19 日（日）

第 12 期からの引継ぎ事項として 3 部会設置を総会では提
案し、参加者を募りました。結果自然・環境部会を継続
することはできす、安全・安心・まちづくり部会（仮）
と健康・福祉・教育部会の 2 部会でのスタートとなりま
した。合同スタートした安全・安心・まちづくり部会は
新たに「住み続けたいまちづくり部会」として第 13 期の
活動を進めることとなりました。

第 13 期青葉区民会議中間総会プログラム
10：00
開会宣言・資料確認
小池由美
代表挨拶
代表委員 嶋田敦雄
行政挨拶
青葉区長 小澤明夫
10：10
第１３期活動報告
小池
10：35
議長選出
総会総数の報告（事務局より）
10：40
議事
青葉区民会議活動要領改定
議事終了・議長解任
10：50
閉会宣言
小池

同日に開催した解散総会後、和やかに昼食会を楽しみま
した。

第 13 期中間総会では、活動要領の改定という議事を行い
ました。また新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
開会時間を極力短縮し、恒例の顧問議員との情報共有や
昼食を共にするといったことができなくなりました。

■解散総会

2021 年 4 月 24 日（土）

第 13 期運営委員会では熟考の末、引継ぎ事項として 1 部
会テーマ別グループ活動での区民会議活動を提案するこ
ととしました。多様化する社会での課題へ対応するため
には一つの分野ではなく、分野をつなぎ合わせて対策が
ますます求められています。福祉×農業、福祉×防災・
減災、環境×福祉などなど、こういった課題を区民会議
として取り上げるためにも、テーマ別活動の中でも横に
情報共有することで解決策へつながると考えます。13 期
の住み続けたいまちづくり部会で展開したテーマ別グル
ープをさらに拡大して進められるよう 14 期へ申し送り
しました。また新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
めオンラインでの部会や公開講座の開催など実験的にす
すめてきたことを原動力に第 14 期ではさらにさまざま
な広報・広聴に取り組むことを引き継いでもらいたいと
嶋田代表からの力強いコメントがありました。
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第 13 期青葉区民会議委員名簿
健康・福祉・教育部会
部会長：松尾
飯塚秀子

（10 名）

副部会長：齋藤

大蔵良章

齋藤静子 田中源治

＊途中退会 岩瀬浩一

近藤美恵子 手塚博之

森健

中山恒夫

(32 名)

住み続けたいまちづくり部会」
部会長：小池

松尾良信

福部会長：加茂、木村

飯島秀剛

飯田光雄

飯塚宏

伊藤久美子

緒方陽子

加藤隆士

加茂千津子

北嶋克悦

木村文紀

小池由美

小柴健一

小杉富雄

三枝和江

嶋田敦雄

鈴木喜代子

諏訪猛男

関司郎

千葉恭弘

土志田晶子

三品武司

三宅葉子

宮原泉

渡辺欣行

＊途中退会 板垣隆士

※2021 年 3 月 1 日現在

田中秀行

植竹昌

太田真一

鮫島毅人

太田治人

福島憲一

大野承

三好敏昭

＊途中退会者

委

員 構 成

公募

自治会・町内会推薦

団体推薦

合計

38

1

3

42

推薦 自治会・団体
美しが丘連合自治会

青葉区更生保護女性会

青葉区食生活等改善推進員会

青葉区老人クラブ連合会

運
氏

営

委 員 会

名

役

職

等

嶋田 敦雄

代表（住み続けたいまちづくり部会）

小池 由美

渉外担当副代表╱広報委員長（住み続けたいまちづくり部会）

加茂 千津子

運営委員（住み続けたいまちづくり部会）

木村 文紀

運営委員（住み続けたいまちづくり部会）

小杉 富雄

運営委員（住み続けたいまちづくり部会）

千葉 泰弘

運営委員（住み続けたいまちづくり部会）

松尾 良信

運営委員（健康・福祉・教育部会）

齋藤 静子

運営委員（健康・福祉・教育部会）

中山 恒夫

*途中退会

広

運営委員（健康・福祉・教育部会）

報 委

員 会

委員長：小池 由美
加茂千津子 木村文紀

嶋田 敦雄

松尾良信
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第 13 期区民会議に参加して
ていますが、実施した約半数の現地確認で変化（新しい

・住み続けたいまちづくり部会

発見）を確認しました。例年担当してきた「区民まつり」

太田真一

と予算要望・提案は１回しかできませんでした。

今期は、あっという間に、何をやったかわからないまま

ただコロナ禍のおかげで、オンライン会議や公開講座を

終わった感がある。これまで長年区民会議の活動をやっ

経験できたことは、今後の活動形態を変えていく予感を

てきたが、初めての感覚。とくに、新型コロナによって、

感じた収穫でした。今期は十分な活動ができなかったこ

２年目はほとんど活動できず。これまで交通に関わって

とをお詫びします。

きた者として、移動をどう確保するのかが大きなテーマ
であったが、その移動して活動することが大きく減少し

鈴木喜代子

た今、どうやって外出機会意欲を高めるのか、これは交

実際に参加することができませんでしたが、頂いている

通以外の福祉、地域コミュニティなど、いつまでも住み

情報は勉強させていただいています。ありがとうござい

続けたいまちづくりを考えていくうえで、さまざまな分

ました。

野に大きな課題を、投げつけられたみたいだ。

飯島秀剛
大野 承

今期２年間を振り返ると、活動の１年、沈黙の１年とな

第６期より参加し、一時は広報委員長まで拝命しました

りました。

が、今期は設立総会に参加したきりでした。家業がコロ

最初の年は、国道２４６号線の歩道拡張計画に関連して、

ナ禍など危機続きもあり失礼しました。ただ、送ってい

どんなまちづくりと結びつけられるだろうかと模索しま

ただいた情報にはいつも目を通しておりました。引き続

した。青葉区も高齢者が増える中、健康年齢延伸のため、

き、参加させていただきます。

「歩く」
。少し若い人は、自転車で「２４６号線から鶴見
川へ」と街と田園を結ぶサイクルロードなどもいいか

加茂 千津子

な？ ２年目は、コロナにより仕事環境も私生活も一変。

第１３期はまちづくりについての考え方を見直さなけれ

ひたすら沈黙・・・。

ばならない２年間になりました。今まではまちを歩いて
まちを知ることを原点として、区民と出会い話を聞くこ

飯田光雄

とを大事に活動してきましたが、コロナ禍ではそれが困

一年間参加させていただきました。仕事もあり、コロナ

難なことになってしまいました。それでも区民会議は視

禍もあって、満足できるあるいは期待に沿えるような活

野を広げ、ネットを利用した会議とズームを活用した講

動ができたのか、心許ないところです。

座が実施できました。先進的な挑戦でした。今後も住み

住民として区政に関心・興味はあり、何か役に立つこ

続けたいまちづくりをめざし、様々な工夫をしながら発

とをしたいという思いはありますが、今のところ、自身

展することを祈っています。

のため以上のものはないように思っています。
この種の活動は、ややもすると全くの生涯学習活動に

小杉 富雄

とどまるか、行政や政治への注文や批判の活動になりが

今期は１２期２４年続いた「自然・環境部会」が「安全・

ちと思っていましたが、ここでは、国、他都市や他団体

安心・まちづくり部会」と一緒になり、
「住み続けたいま

等の取り組みや事例などの情報を交換し、また自治会活

ちづくり部会」として新たなスタートをすることになり

動とも適度に連携しながら、解決すべき問題について、

ました。より広いステージと視点で「自然のまとまった

まず自分たちでできるところから考えているのには感服

みどり」
「街のみどり」などについて活動をする予定でし

しました。若い人にもこの輪が広がっていけば、よりよ

たが、私的には、家族の闘病サポートに多くの時間を割

い青葉区になると率直に思いました。

く事態になり、組織的には、コロナ禍で活動が大きく制
限されることになり、困難で大変な２年間になりました。

北嶋克悦

青葉区のビューポイントをＳＮＳ上で公開、区民に知っ

積極的な参加をする事なく皆様に誠に申し訳なく恐縮で

てもらいたいという「ＬＡＭ作戦」ＰＪはリーダの途中

す。来期には主体的積極的にしっかりと参画を目指して

退会を受け、再スタートを目指すも、上記理由で中断し

参ります。
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第 13 期区民会議に参加して
木村文紀

うとしましたが、出てきません。偏に区民会議の新たな

12 期から区民会議に参加しています。13 期の活動で先ず

変化を願っています。

思うのはコロナの影響です。2000 年 2 月 29 日に予定さ
れていた「小さい交通」の公開講座が直前に延期されて

小柴健一

しまいました。区役所で来場者にアンケートしたりして

「住まいがあってこその人生と暮らし」
。行政にきちんと

準備していたのが水の泡になってしまいました。コロナ

市民の声を届けられる「区民会議」が青葉区にあること

で気が付いたことがあります。区民会議の魅力の一つが

は、素晴らしいことです。私自身はなかなか活動に貢献

何であるかということです。それは、区民会議が行う見

できておりませんが、
「参加なくして未来なし」です。自

学会や公開講座、そして勉強会です。コロナが収束して

分たちの暮らしをより良くしていくのは、行政や政治家

区民会議の活動がまた活発になることを祈っています。

だけでなく、市民の声です。その「声」を集める場が「区
民会議」です。より多くの皆さんの参加をお待ちしてお

小池由美

ります。

青葉区民会議には第 2 期から参加し 11 期 22 年関わって
きたことになります。身近に感じる課題を「まちの課題」

土志田晶子

としして解決できるものなのか、解決方法として「区民

昨年からコロナ禍で人と繋がるのが困難な中、区民会議

が取り組むこと」
「地域が取り組むこと」
「行政が取り組

は、感染予防を施した部会、zoom 会議、オンラインワー

むこと」といった仕分けと責任の所在を明確にし区民が

クショップ&公開講座の開催などを通して、コロナ禍と共

考える場としての区民会議は当時、斬新で画期的でした。

存していく方法を模索し、情報や課題を発信していると

地域の情報交換や行政の情報入手が難しい時代から、そ

思います。自粛で沈滞している私は活動に参加させてい

の気になれば易々と情報も場も機会もある時代へ大きく

ただくと、社会参加している実感と安心感を得ることが

変わりました。しかし、課題を自分ごと化する力、解決

でき、前へ進む元気をいただいています。

策へコーディネートする力は今逆に減っているのではと
危惧します。自分たちだけで、地域だけで解決できるの

宮原泉

であればそれはそれで素晴らしいことです。しかし行政

今期から参加させていただきました。以前より、長く外

の施策に取り組む必要のある課題解決へは、市民の声が

から見ていましたが、中に入ってみると市民活動や学校

欠かせません。声を拾う、形にする区民会議でありたい

での活動と違っていて、2 年経った今でも戸惑うことが

のです。活動を続けます。

多いのが区民会議です。
最初の 1 年（約半年？）は健康・福祉・教育部会に参加。

三枝和枝

ここでは多くの人が辞めて、私は部会を替えました。部

住みまち部会の活動の切り口が、防災・交通・自然・プ

会を替えてからは「地区防災計画実現のアプローチを探

ラごみ・健康長寿と多岐にわたっていて、実際のところ、

る会」グループに入れていただき、多くのことを学ばせ

その方向性が理解できないまま今期の２年を過ごしてし

て頂いています。なかなか日程が合わず、まだまだ分か

まったという反省が残ります。私自身は、防災のグルー

らないことばかり。何とか皆さんについて行きたいと思

プに参加し、地域や拠点が抱える課題や問題点を洗い出

っています。来期もどうぞよろしくお願いいたします。

し、それが公開講座へとつながって良い学びを得ること
が出来ました。今は、住み続けたいと思う青葉区の魅力

健康・福祉・教育部会

をもう少し探ってみるのも良いかなと思っています。

松尾良信
嶋田敦雄

横浜市で「区民会議」の名称で活動を続けている団体は

今期で代表を退きます。その間、私生活面では色々なこ

保土ケ谷区と青葉区の二つだけです。区民会議の「行政

とがあり、また心身共に高齢化が進んでいます。皆さん

の思いを広く区民に届ける事」と「区民の声を行政に届

にはご迷惑をおかけしたと思います。ご指導・御援助 有

ける事」この二つの役割「広報と広聴」
、どちらも大切な

難うございました。区民会議には 2010 年に入会しており

役割ではあります。私自身、12 期の「安全・安心・まち

ます。長いような短いような感覚で、
「初心」を思い出そ

づくり部会」
、13 期の「健康・福祉・教育部会」の二つ
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第 13 期区民会議に参加して
の部会で活動しました。部会活動を通じて提出した「横

れ活動した。コロナ禍にあり講座回数も短縮せざるを得

浜市予算への要望・提案」では、区民の声を聴き、その

ない状況であったが有酸素運動の一つである WALKING の

課題を解決する為の施策を要望・提案に反映させたつも

前の簡単体操を考案した。

りです。しかし青葉区 30 万人の区民のうち、何人が「青

『～あおばの呼吸～酸素スイスイ体操』と称しユーチュ

葉区民会議」という活動団体とその活動内容を認知して

ーブにアップした。区民からの反響も好評で健康長寿に

もらっているのだろうか？「青葉区民会議ニュース」は

関する活動を今後も継続し、青葉区を真に健康長寿の地

自治会回覧で区内の皆さんは目にしているはず。区内各

域にすべく今後も貢献していきたい。

駅構内の横浜市 PR ボックスにも。地区センターや地域ケ
アプラザなどの区内施設にも配架していますから。毎年

田中源治

「公開講座」も企画実施していますから。きっと多くの

第１３期前期の要望・提案では前期に続き『中学生の給

区民の皆さんは区民会議とその活動を理解しているはず。

食制度の実現』を盛込みました。市民には市民の、学校

しかし、区の広報を通じて 1 期二年ごとに一般募集、又

や市にもそれぞれの事情があり、全ての人が満足する解

多くの組織に推薦依頼しても、新規参加希望者はいつも

決策を見つけ出すのは大変困難である事は明らかです。

数名に留まるという事実をいったいどのように解釈すれ

しかし 5 年間続いた「ハマ弁」を発展させ学校給食に位

ば良いのでしょうか？新型コロナウィルスの感染拡大と

置付ける事がきまり、
「給食」の二文字が入り、一歩は前

いうパンデミックの最中、区民会議ニュースの印刷、公

進したと思います。

開講座開催費用などに貴重な青葉区予算を割いてもらい

私見ではありますが、ハマ弁、家庭弁当、業者弁当等に

活動を続けている以上、投下予算に見合うだけの活動成

分けるのは反対で、すべて給食にすべしと思います。

果を上げねば肩身の狭い想いをせざるを得ないと考える

第１３期後期は、新型コロナウィルス感染の拡大ですべ

今日この頃です。

ての活動が中止や縮小に追い込まれ、思い通りの活動が
できなかった事は、止むを得なかった事と思います。

大蔵良章

その間いろんな情報（青葉区内や他地区の情報やコロナ

１３期はコロナ禍にあって思うような活動が出来なかっ

情報等）をいただき大変ありがとうございました。生の

た。こうした中で ZOOM を活用した新しいコミュニケーシ

情報は自宅のパソコンでは取得できません。

ョンツールを使用し会議の新しい体験ができ有効であっ

１４期は是非、区民会議メンバーの手足・耳で、区民の

た。

生の声をとらえてください。健康福祉関連では地域ケア

健康・福祉・教育部会に関しては多くの話し合いがもた

プラザ等を訪問し、地域交流・生活支援コーディネータ

れたが今期はテーマの絞り込み、コロナ対策・特集など

ーから直接状況をお聞きすることが区民の実情を知る参

区民が知りたい情報を UP することも大切なことである

考になると思います。

と感じた。

皆様のご健康と更なるご活躍をお祈り申し上げます。

具体的なアクションとしては参考として他地域の活動を

飯塚秀子

学ぶ為に大和市の図書館を中心とした『文化創造拠点シ

２０２０年から２１年にかけてコロナ禍に見舞われ、委

リウス』を訪問した。

員の皆さんに会うこともままならず、部会としての話し

大和市は《健康都市 やまと》を宣言し、日々行われて

合いが思うように出来なかった期でもあった。部会の人

いる健康大学講座など市民にとり必要な情報が得られる

数も少なくなり、区民会議としての役割が思うように進

だけでなく様々な健康機器等も置かれ市民のことを考慮

められなかった。

した充実した施設であり青葉区と人口、面積などほぼ同

「区民会議の原点がどこにあるのか」よりも自分の主張

じ規模の大和市の市民の健康長寿に向けた活動は我々に

を中心に進めてきた感あり。予算要望を出すようにと言

も参考になった。

われても、皆で問題に取り組んで行くような会議が少な

また保育施設のある市民の学びと親睦の場である『大和

く運営委員会だけで動いた区民会議であったように思う。

ポラリス』も訪問した。保育施設、遊戯施設、会議場な

次期は区民会義の在り方をもっと考えて区民にもっと役

どがあり整備された施設であった。

立つことをやって行きたい。各自治会で問題にしている

「みらいづくり大学 青葉キャンパス」に参加し健康を

ことにも、もっと近づけて更に住みよい街にしていくよ

テーマに《食・つながり・運動》の３つのチームに分か

う頑張りたい。
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令和２年度横浜市予算に対する要望・提案と回答
第 13 期青葉区民会議 健康・福祉・教育部会
松尾 良信 様
１

公立中学校の昼食時間を 10 分間延長し、25 分間とすることを提案します

【回答】
市立中学校の昼食時間については、各学校が授業時間などとの関係から時間配分を行っており、教育委員会で
一律に定めておりません。
なお、食育の観点からも、ゆとりある食事時間を確保することは大切ですので、適切な時間配分について各学
校長に対し、現在、要請を行っているところです。

横浜市 教育委員会事務局 小中学校企画課長 石川
（小中学校企画課 電話：045-671-3265

２

隆一

FAX：045-664-5499）

食育の授業において、
「朝食を摂る習慣の定着」の推進を要望します

【回答】
本市では、家庭科や社会科、総合的な学習をはじめ、小学校では給食時間など、学校教育活動全体を通して、
各学校の実情に応じた「食」に関する様々な取組により、食育の推進に取り組んでいます。
朝食レシピ集や、食育普及冊子など、様々な教材を活用しながら、朝食の大切さを児童・生徒に周知する取組
を進めているところです。

横浜市 教育委員会事務局 健康教育課担当課長
（健康教育課

３

電話：045-671-3277

赤井

守

FAX：045-681-1456）

和食文化の再認識と、食の地産地消の推進を要望します

【回答】
本市の学校給食では、子どもたちが給食を楽しみ、おいしく味わうことができる献立を通して、家庭における
食生活の指標となる給食を目指し、具体的には栄養価を充足させることを第一と考え、様々な食材を幅広く使用
し、品数が多くいろどり豊かな献立を提供していき、和食の伝承や横浜の食文化への知識を深める献立の充実を
図っているところです。
なお、本市の学校給食で調達している食材については、国の「第３次食育推進基本計画」で、
「国産の食材を使
用する割合を、現在の令和２年度までに 80％以上とする」とされていることから、外国産食材はできるだけ使用
を控え、可能な限り国産食材の使用に努めています。併せて、市内産農産物の利用についても優先的に納入する
ほか、11 月の地産地消月間では、横浜農業協同組合、よこはま学校食育財団、本市教育委員会及び環境創造局農
業振興課が連携し、市内の各小学校に市内産物を届けられるように一斉供給を行っています。

横浜市 教育委員会事務局 健康教育課長
（健康教育課

電話：045-671-3277

植村

一人

FAX：045-681-1456）

横浜市では、大都市でありながら盛んに営まれている横浜の農業を市民の皆さんに知って食べていただくため、
様々な形で地産地消の推進に取り組んでいます。
平成 27 年４月には「横浜市の都市農業における地産地消の推進等に関する条例」
（地産地消条例）が制定され、
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これまで以上に市民、生産者、事業者の皆様と協力した地産地消の推進に取り組んでいます。
また、横浜市では 11 月を「地産地消月間」と定めています。この月間の地産地消の取組の一つとして、市内の
小学生を対象に、市内産野菜を使った給食メニューを提供する「学校給食への一斉供給」をＪＡ横浜と協力して
実施しています。
その他、市内産農畜産物を身近に味わっていただけるように、市内産農畜産物を用いている飲食店等に横浜市
へ登録していただく「よこはま地産地消サポート店」制度を進めています。
青葉区では、地元農家・地元企業と連携して区内で採れた新鮮な農作物や加工品を販売する「あおばマルシェ」
を毎月第３木曜日に区役所１階で開催しています。また、区内の「よこはま地産地消サポート店」と連携して、
店舗がお勧めするレシピをまとめた「あおば野菜のレシピ帖」を令和元年 11 月に発行し、地産地消の取組を広め
ています。
今後も、生産者、市民の皆様、飲食店、企業などとの連携を図りながら、市内産農畜産物の地産地消の推進に
努めていきます。

横浜市 環境創造局 農業振興課長
（農業振興課

４

綿貫

電話：045-671-2639

理

FAX：045-664-4425）

横浜市 青葉区役所 区政推進課課長

鈴木

（区政推進課

FAX：045-978-2410）

電話：045-978-2216

康介

中学校給食の早期実現を要望します

【回答】
本市の中学校昼食は、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、業者弁当から選べ
る選択制の充実に取り組んでいます。
小学校のような自校方式や親子方式、センター方式での中学校給食は、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、実施
は困難と考え、栄養バランスのとれたハマ弁を導入しています。
また、ハマ弁では、生活環境により昼食の用意が困難な生徒への昼食支援（無償提供）も行っていますが、必
要とする生徒にハマ弁による支援が行き届くように、昨年８月末から、支援の対象を生活保護及び就学援助を受
けている家庭の生徒に拡大しています。
直近となる令和２年１月のハマ弁の喫食率は全体で 7.0％となっており、10％を超える学校は 24 校に増え、中
には４割を超える学校もあるなど、着実に利用は進んでいます。
なお、ハマ弁は、本市と事業者との間で、平成 28 年度から５年間の協定を締結しており、令和２年度末で当初
の事業期間が終了します。このため、令和３年度以降に向けて、外部の有識者を含む懇談会を開催するなど検討
を進めていますが、昨年実施したアンケート結果から「デリバリー型給食」への期待は高く、懇談会からも学校
給食法上の給食と位置付けることを含む意見をいただいております。令和３年度以降の方向性については、今年
度内を目途に決定したいと考えていますが、選択制を充実する中で、ハマ弁の更なる改善を図り、３年度からの
実施も視野に入れ、できるだけ早期に学校給食法上の給食に位置付けることを目指していきたいと考えています。

横浜市 教育委員会事務局 健康教育課担当課長
（健康教育課

電話：045-671-3277

片山

哲夫

FAX：045-681-1456）
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５

地域ケアプラザをウォーキング活動の拠点とすることを提案します

【回答】
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 15 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。現在のところ、地域ケアプラザを結ぶウォーキングマ
ップは作成していませんが、このうち４コースは地域ケアプラザに立ち寄るコースとなっております。
また、地域ケアプラザの中には、地域ケアプラザを起点や終着点等としたウォーキング事業を主催または共催
で実施しているところもあり、地域ケアプラザに親しむきっかけづくりになるとともに、地域のことを知る機会
にもなっています。
このほか、区内 11 か所の地域ケアプラザでは、横浜ウォーキングポイントの歩数計リーダーを設置しており、
事業に参加する区民の健康づくりに協力しています。
引き続き、区内で行われるウォーキングイベントの周知や、横浜ウォーキングポイント事業の普及により、区
民のウォーキングを推進してまいります。

横浜市 青葉区役所 福祉保健課長
（福祉保健課

電話：045-978-2438

滝本

潔

FAX：045-978-2419）

青葉区では、青葉区の魅力発信を目的に寺家を巡る「青葉アート散歩」や、市ケ尾周辺の彫刻などを巡る「市
ケ尾アート散歩」を企画してまいりました。
今後も、いただいたご意見も参考にしながら、広く青葉区の魅力を発信していくための様々なウォーキングツ
アーを企画してまいります。

横浜市 青葉区役所 区政推進課長
（区政推進課

６

電話：045-978-2286

鈴木

康介

FAX：045-978-2410）

区内施設の連携を強化し、多角的に青葉区を知るきっかけにスタンプラリーを開催してください

【回答】
「てくてくスタンプラリー」は平成 30 年度の区民利用施設交流会において参加した施設からの提案により実
施し、施設を知ってもらうきっかけになりました。
引き続き、交流会での情報共有を図り、区民利用施設と連携した取組を進めてまいります。

横浜市 青葉区役所 区政推進課長
（区政推進課

７

電話：045-978-2286

鈴木

康介

FAX：045-978-2410）

SNS 等を活用し、子育て環境、若年層にとっても住みやすいまちづくりをアピールしてください

【回答】
ご提案のとおり、子育て支援に関する広報としては、紙媒体のみではなく、ホームページ、Twitter、スマート
フォンアプリ、及びコミュニティ FM（FM サルース）等の様々な媒体を活用し、情報発信しているところですが、
今後も区民の皆様のニーズを的確にとらえた情報発信に努めてまいります。

横浜市 青葉区役所 こども家庭支援課長
（こども家庭支援課

電話：045-978-2456

椎葉

桂子

FAX：045-978-2456）
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８

子育て応援モデル地区を選定し、地域をあげて、出産・子育てを応援することを提案します

【回答】
青葉区では、区・地域・関係団体等が連携し子育てしやすいまちづくりを進める「あおばこどもシステム」を
推進しており、青葉区のすべての子どもの育ちを支える仕組みづくりを協働推進できるような場として「つなが
りミーティング」を実施しています。
また、
「青葉かがやく生き生きプラン（第３期青葉区地域福祉保健計画）」に基づいて、地域で子育て支援をし
ている担い手や団体の情報共有や連携を図ることで、子育て支援ネットワークの強化を目指しています。
さらに、東急田園都市線たまプラーザ駅北側地区（青葉区美しが丘１～３丁目）では、横浜市と東急株式会社
が平成２４年４月に締結した「次世代郊外まちづくり」の推進に関する協定に基づき、郊外住宅地の再生に向け
た取組を推進しています。この中で、株式会社 NTT ドコモと日本電信電話株式会社（NTT）との連携のもと、ICT、
IoT を活用したチャットボットによる子育て情報を含む地域情報の提供や、
「まちぐるみの保育・子育て」の実現
に向けた、地域の保育関係者や子育てに関連する多様な主体のネットワークづくりなど、子育て中の家庭が安心
して暮らし、活動できる環境づくりを進めています。

横浜市 青葉区役所 こども家庭支援課長
（こども家庭支援課

９

電話：045-978-2456

椎葉

桂子

FAX：045-978-2456）

青葉区で職住近接の働き方ができるよう支援してください

【回答】
横浜市でも 2019 年をピークに人口減少が始まるとされている中、社会移動では東京都区部への転出超過が非
常に多くなっています。また、市外転出のきっかけは「仕事」が最も多くなっており、ワークライフバランスの
視点などからも社会的に「職住近接」のニーズが高まっています。青葉区は、昼夜間人口比率が 18 区中最も低
く、区内への働く場の創出が市外への転出超過の抑制に有効と考えられます。
こうした状況を踏まえ、郊外部における働く場の創出に向け、令和２年度から地域の状況を踏まえたオフィス
の立地を誘導するモデル事業を実施し、その効果検証を行います。
引き続き、良好な住環境を維持することを前提とする中で、働き方改革にも資する多様な働く場の創出に向け
た誘導策を検討していきます。

横浜市 青葉区役所 区政推進課長
（区政推進課

電話：045-978-2216

横浜市 経済局 企業誘致・立地課長
（企業誘致・立地課

鈴木

康介

FAX：045-978-2410）
竹井

電話：045-671-2595

康之
FAX：045-664-4867）

令和２年３月 30 日
（広聴第 2019-900015 号）
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第 13 期青葉区民会議 住み続けたいまちづくり部会
小池 由美 様
１

青葉区運営方針

（１）青葉区運営方針を区民にわかりやすく示してください
【回答】
運営方針は、一年間の組織の基本目標及び目標達成に向けた施策や組織運営の方向性を明確化し、目標達成に
向けて組織一丸となって取り組むために、毎年策定しているものです。策定した運営方針は、ホームページで公
表するなどして、区民の皆さまにお知らせしています。
いただいたご意見も参考とさせていただきながら、区民の皆さまに分かりやすい運営方針の策定に取り組ん
でいきます。ご理解のほどよろしくお願い致します。

横浜市 青葉区役所 区政推進課長
（区政推進課

２

鈴木

電話：045-978-2216

康介

FAX：045-978-2410）

交通関連

（１）国道 246 号の整備と区のまちづくりを連携して進めてください
【回答】
横浜市では、主に鉄道駅周辺など自転車利用や自転車関連事故の多い地域など、自転車通行空間を優先的に
整備する必要があるエリアを「重点エリア」に指定しており、現在、４箇所の重点エリア（港北ニュータウ
ン・鶴見駅周辺・戸塚駅周辺・都心臨海部）を優先して自転車通行空間の整備を進めております。
また、各重点エリアや主要拠点間を結ぶ幹線道路のうち、市民や観光客の利用が見込まれる整備効果の高い
路線等についても、併せて整備を推進しておりますが、整備にあたっては、地域の実情や関係機関との合意形
成、各事業計画等と整合を図り、整備の検討を行うものとしております。
引き続き安全で快適な自転車通行空間の整備に努めてまいりますので、ご理解いただきますようお願い致し
ます。

横浜市 道路局 企画課長 樹岡

龍太郎

（企画課

FAX：045-651-6527）

電話：045-671-2779

ご指摘をいただきました国道 246 号の整備への市民意見の反映の機会の要望の件については、国道事務所の
所管事項となりますので、ご投稿の趣旨を所轄の川崎国道事務所にお伝えしました。
青葉区としては、引き続き川崎国道事務所との情報共有を図るとともに、状況を踏まえながらまちづくりを
推進していきます。

○

川崎国道事務所
〒213-8577 神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷２－３－３
電話：044-888-6411（代表）

横浜市 青葉区役所 区政推進課担当課長
（区政推進課

電話：045-978-2217

續橋

宏昭

FAX：045-978-2410）
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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 15 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「市が尾史跡めぐり」コースでは、
市が尾駅を起点・終点とし、周辺の史跡をめぐるコースを紹介しています。国道 246 整備に伴い拡張予定の歩
道の活用についても、今後、青葉区保健活動推進員会で検討していきます。

横浜市 青葉区役所 福祉保健課長
（福祉保健課

滝本

電話：045-978-2438

潔

FAX：045-978-2419）

（２）区内の歩道を整備してください
【回答】
現在、市が尾駅から青葉区役所前において、市が尾駅周辺地区道路特定事業計画を基に、段差改善、歩道の
改修、視覚障害者誘導用ブロックの新設・修繕等、道路のバリアフリー化を進めています。
引き続き、道路の適切な維持管理に努めてまいりますので、ご理解いただきますようお願い致します。

横浜市 道路局 施設課 バリアフリー対策等担当課長
（施設課

電話：045-671-2731

英之

FAX：045-651-5443）

横浜市 青葉区役所 青葉土木事務所副所長
（青葉土木事務所 電話：045-971-2300

３

松本

山形

珠実

FAX：045-971-3400）

緑の環境

（１）「（仮称）恩田市民の森」の整備を進め、市民が散策できる森として開園してください
【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、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を進めています。今後は土地所有者
との調整状況を踏まえ、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
画を作成します。
また、市民の森開園の際には、地域の皆様が中心となって市民の森愛護会を結成していただきたいと考えて
います。愛護会の皆様には樹林地の保全活動に参加していただき、愛護会の皆様や専門家の意見を取り入れて
保全管理計画を作っていきたいと考えています。
保全管理計画を作成し実行するとともに、自然観察会や保全活動のふりかえり研修などを行い、愛護会の皆
様と一緒に樹林地の保全を進めていきます。

横浜市 環境創造局 緑地保全推進課担当課長 関口
（緑地保全推進課 電話：045-671-2612

FAX：045-224-6627）

横浜市 環境創造局 みどりアップ推進課担当課長
（みどりアップ推進課

昇

電話：045-671-2810

坂井

和洋

FAX：045-224-6627）

（２）鶴見川流域共通サイン（バクの案内板）を改修してください
【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）
」について、現地調査を行い、損傷の度合い
等を確認いたしました。今後、劣化・損傷の大きいものから順次、改修を検討していきます。
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横浜市 青葉区役所 区政推進課担当課長
（区政推進課

４

電話：045-978-2216

續橋

宏昭

FAX：045-978-2410）

防災減災関連

（１）まちの防災組織チェックシートを周知・啓発してください
【回答】
より多くの方に「町の防災組織チェックシート」を知っていただき、防災活動にご活用いただけるよう区ホ
ームページや防災訓練、研修会等を通じて周知を行っていきます。

横浜市 青葉区役所 総務課長
（総務課

松本

電話：045-978-2213

貴行

FAX：045-978-2410）

（２）地区防災計画の PR と説明会を開催してください
【回答】
地区防災計画については、横浜市防災計画において、地域における防災活動を推進するため、提案があった
場合は、必要に応じて横浜市防災計画に定めることとしており、機会をとらえて啓発を行っています。
なお、本市では、自助・共助の取組を進めるため、自治会・町内会を中心とした「町の防災組織」により、
防災訓練等の防災活動に取り組んでいただいています。多くの自治会・町内会では、防災組織の編成や任務分
担、防災訓練の実施に関することなどを定めたマニュアルを策定しています。
災害による被害を軽減するためには、公助に加えて、自助・共助の力が重要ですので、地区防災計画の策定
も含め、町の防災組織における取組が充実するよう支援を行っていきます。

横浜市 総務局 危機管理室 防災企画課長 小澤
（防災企画課

電話：045-671-4096

美奈子

FAX：045-641-1677）

機会をとらえて地区防災計画の周知を実施するとともに、町の防災組織における活動について地域特性に応
じた支援を行い、地域防災力の向上に向けて取り組んでまいります。

横浜市 青葉区役所 総務課長
（総務課

松本

電話：045-978-2213

貴行

FAX：045-978-2410）

（３）防災・減災推進研修の一般公募枠を拡充してください
【回答】
防災・減災推進研修は、防災や減災に関する知識を学んでいただき、研修で学んだことを地域に広めたり、
地域の自助・共助の取組を自ら進めていただく防災の担い手を増やすことを目的としています。
本研修は、広く多くの地域の方に受講いただきたく、各自治会町内会２名様の推薦をお願いしております。
しかし定員に満たない場合には、１つの自治会町内会より２名様以上の参加も可能ですので、２名様以上の参
加をご希望の際にはご相談ください。
また、広く市民の方向けに、様々なテーマ毎に防災の知識を学ぶことができる防センアカデミーを、横浜市
民防災センターで実施しておりますので、ご活用ください。
横浜市 総務局 地域防災課長

石黒

靖雄
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（地域防災課

電話：045-671-2012

FAX：045-641-1677）

（４）防災拠点の備蓄を地域の施設との共有備蓄として、ローリングストックとして扱えるようにしてください
【回答】
備蓄品の有効活用の面からもローリングストックは有効と考えていますが、備蓄品の種類のマッチングなど
課題や施設側の意向も踏まえて対応する必要があり、引き続き、ローリングストックの検討を進めていきま
す。

横浜市 総務局 地域防災課長
（地域防災課

芹澤

電話：045-671-2011

功悦
FAX：045-641-1677）

（５）任意の避難場所と地域防災拠点との相互情報伝達手段を確立させてください
【回答】
任意の避難場所の避難者への情報伝達としては、地域防災拠点開設・運営マニュアルにおいて、避難者自ら
が地域防災拠点に情報を取りに来ていただくこと、地域防災拠点から回覧板等による情報共有及びチラシ等で
の広報を行うよう準備することとしています。
また、災害発生時は、メール、SNS、アプリ、本市のホームページ、さらには広報車などにより情報発信して
いきます。

横浜市 総務局 地域防災課長
（地域防災課

５

芹澤

電話：045-671-2011

功悦
FAX：045-641-1677）

横浜市の情報公開

（１）横浜市のホームページを改善してください
【回答】
市ウェブサイトの閲覧にご不便をおかけして申し訳ございません。

市ウェブサイトは市民の皆様からのご意見なども参考にさせていただき、次のとおりリニューアルしまし
た。
・メニューやデザインを統一し、情報を探しやすいサイト構成に変更
・スマートフォンやタブレット端末からも閲覧しやすくなるよう対応
・高齢者や障害のある人を考慮した音声読み上げ機能の導入など、全ての人が利用しやすくなるよう対応

「内容の強弱が分かりにくい」
「サイトが一瞥で把握しにくい」など、使いづらい部分があるとのご指摘
も踏まえ、課題に対する改善の検討を継続して行ってまいります。
今後も市民の皆様にとって、より使いやすいウェブサイトとなるよう改善してまいりますので、ご理解いた
だきますようお願い致します。

横浜市 市民局 広報課担当課長 塚田 昌行
（広報課

電話：045-671-2349

FAX：045-661-2351）

令和２年３月 30 日
（広聴

第 2019-900014 号）
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第 13 期青葉区民会議 健康・福祉・教育部会
松尾 良信 様
１

局横断的なプロジェクトチームで総合的な健康対策を実施してください

【回答】
本市では、健康福祉局、こども青少年局、教育委員会事務局等の関係部署や地域の関係団体と情報共有や連携
を図りながら市民の健康増進計画である「健康横浜２１」を進めているところです。
新型コロナウイルス感染症の流行により、外出の機会や身体活動の低下による健康への影響が懸念されており、
感染予防に留意しながら健康づくりを進めることが求められています。密を避け、ひとりや少人数で実施できる
取組の一つとして、
「よこはまウォーキングポイント事業」を進めています。ウォーキングは身近な場所で、幅広
い世代が気軽に行うことができる運動です。健康維持のために多くの市民の皆様に取り組んでいただけるよう引
き続き啓発を行ってまいります。
今後も、関係部署や関係団体と連携してより効果的な健康増進施策を検討してまいります。

横浜市 健康福祉局 保健事業課健康づくり担当課長 室山
（保健事業課

２

電話：045-671-2454

FAX：045-663-4469

孝子
Email：kf-hokenjigyo@city.yokohama.jp）

感染を防ぎながら健康維持を図るため、地域ケアプラザの機能を強化してください

【回答】
本市では、新型コロナウイルス感染症により、地域のさまざまな活動が停滞したり、自宅に閉じこもりがちに
なったりする市民の健康づくり等を支援するため、直接的な集合や対面によらない事業展開も必要であると考え、
令和２年度中に市内全ての地域ケアプラザ等に Wi-Fi が利用できるよう環境の整備を行いました。これにより、
地域ケアプラザと自宅等の離れた場所をオンラインで結び、相談対応や各種会議、事業への参加など新たな事業
展開も実施できるようにしました。
また、子どもや高齢者、障害者等、地域に暮らす全ての人が孤立することなく地域の一員として自分らしく支
えあって暮らせるよう、地域活動交流コーディネーターや生活支援コーディネーターを含むすべての職員で、住
民主体の地域づくりを関係機関と連携しながら支援します。
併せて、施設の貸出しをはじめ各種事業については、地域の福祉保健活動の拠点として、地域のニーズ及び社
会情勢等を踏まえた展開を進めていきます。

横浜市 健康福祉局 地域支援課長
（地域支援課

３

電話：045-671-2388

鳥居

俊明

FAX：045-664-3622

Email：kf-chiikishien@city.yokohama.jp）

親切なウォーキングマップを作成してください

【回答】
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。発行にあたっては複数の候補の中から選定した 15 コー
スについてイラストマップを作成し、残りのコースについては、簡単な地図を青葉区ホームページに掲載してい
ます。イラストマップについては、保健活動推進員が毎年時点修正を行っていますが、ホームページ上のコース
については、ご指摘のとおり一部情報が古くなったままのものが掲載されています。これらのコースについては、
今年度、修正等活用を検討する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により実施することができませ
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んでした。活用については今後、保健活動推進員会と検討してまいります。
また、青葉区で発行しているマップには駅や青葉区役所をスタート地点とするものが７コースあります。地区
センター・地域ケアプラザを起点終点としたコースはありませんが、４コースは地域ケアプラザもしくは地区セ
ンターを通るコースとなっております。地域ケアプラザの中には、その施設を起点や終着点等としたウォーキン
グ事業を主催・共催で実施しているところもあり、地域ケアプラザに親しむきっかけづくりになるとともに、地
域のことを知る機会にもつながっています。
引き続き、イラストマップの配布や、区内で行われるウォーキングイベントの周知を通じて区民のウォーキン
グを推進してまいります。

横浜市 青葉区役所 福祉保健課長
（福祉保健課

４

滝本

電話：045-978-2438

潔

FAX：045-978-2419

Email：ao-fukuho@city.yokohama.jp）

地産地消を一層推進してください

【回答】
横浜市では、市民の皆様の身近な場所で盛んに営まれている農業の魅力を広く知っていただくため、さまざま
な地産地消の取組を進めています。具体的には、直売所や青空市等に対する支援、地産地消に関わる人材の育成
やネットワークづくりなどを行っています。
今年度は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、ネット販売等を始めている生産者や事業者による流通手段
の確保に向けた動きも見受けられます。
このような動きも踏まえ、引き続き生産者、市民の皆様、飲食店、企業など多様な主体との連携を図りながら、
地産地消の推進に取り組んでいきます。

横浜市 環境創造局 農業振興課長
（農業振興課

朝倉

電話：045-671-2639

友佳

FAX：045-664-4425

Email：ks-nogyoshinko@city.yokohama.jp）

令和３年２月に、区内の直売所や販売店、地産地消サポート店の情報を写真付きで掲載した「あおば地産地消
マップ」を発行するなど、広報を実施しています。
今後も、生産者、飲食店などと連携を図りながら、
「あおばマルシェ」の定期的な開催や、地産地消を身近に感
じていただけるイベントの企画等により市内産農畜産物の地産地消の推進に努めていきます。

横浜市 青葉区役所 区政推進課長
（区政推進課

５

電話：045-978-2216

中川

譲

FAX：045-978-2410

Email：ao-kusei@city.yokohama.jp）

区内活動団体や「みらいづくり大学」の資料をデジタルアーカイブ化してください

【回答】
区民活動支援センターでは、登録団体から提供された資料を、団体了解のもと閲覧用として配架しております。
また、地域資料等については、山内図書館でも収集して提供していますのでご案内しております。
センターで閲覧用として配架している講座等の資料には、各種文献からの引用や写真など著作権等の制限があ
るものも掲載されており、主に団体が開催した講座等の参加者個人利用のための資料となっております。
デジタルアーカイブ化や区民活動支援センターのホームページへの掲載はできませんが、青葉区の歴史・文化
の資料として有効に活用できるよう提供団体とともに検討してまいります。
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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

Email：ao-chishin@city.yokohama.jp）

みらいづくり大学の資料については公表を前提としておらず、著作権などの問題も考えられることからホーム
ページに掲載することはできませんが、ウォーキングマップや魅力冊子などの受講生が作成した成果物について
は、広く区民の方々に目にしていただけるよう、みらいづくり大学のホームページに掲載します。
今後もみらいづくり大学の情報発信に努めてまいります。

横浜市 青葉区役所 区政推進課長
（区政推進課

６

電話：045-978-2286

中川

譲

FAX：045-978-2410

Email：ao-kusei@city.yokohama.jp）

起業・創業を目指す人への支援を強化してください

【回答】
横浜市は、国から横浜市創業支援等事業計画の認定を受け、
「経営、財務、人材育成、販路開拓」の知識を習得
できる継続的な起業・創業の支援を行っています。特定創業支援等事業の実施団体・企業と連携し、年間を通じ
て創業セミナーをさまざま開催しており、中には場所にとらわれず、オンラインで受講できるセミナーも実施し
ています。
また、創業応援ウェブサイト「スタートアップポートヨコハマ」では、創業者やスタートアップ期の事業者へ
の情報発信を進めています。
（公財）横浜企業経営支援財団（ＩＤＥＣ横浜）では、ワンストップ経営相談窓口にて創業や経営に関するお
困りごとやご相談をオンラインでも承っています。詳細は下記 URL からご覧いただきご活用ください。
URL：https://www.idec.or.jp/keiei/madoguchi.php

横浜市 経済局 経営・創業支援課長
（経営・創業支援課

中村

電話：045-671-4236

隆幸
FAX：045-664-4867

Email：ke-keiei@city.yokohama.jp）

青葉区役所では女性起業支援イベント等を実施しておりますが、起業・創業を希望される方のさまざまなニー
ズに的確にお応えするため、そうしたご要望に専門的に対応する部署である横浜市経済局経営・創業支援課や（公
財）横浜企業経営支援財団（ＩＤＥＣ横浜）をご案内しております。今後も起業・創業を希望される方のご要望
に的確に対応できるよう、引き続き関係機関と連携して取り組んでまいります。

横浜市 青葉区役所 地域振興課長
（地域振興課 電話：045-978-2291

７

鈴木

昇

FAX：045-978-2413

Email：ao-chishin@city.yokohama.jp）

区役所内に起業・創業を支援する窓口を設置してください

【回答】
各区の市民活動支援センターは、区域における地域課題の解決や魅力ある地域づくりに向けた市民公益活動と
生涯学習活動を支援しており、課題解決を目指して、地域や、市民団体、NPO、企業、学校、行政等、多様な主体
との協働のコーディネートの窓口となっております。
各部署で実施している創業支援など専門性の高い事業については、区民の皆さんから相談があった際に紹介す

36

令和３年度横浜市予算に対する要望・提案と回答
るなどのコーディネートを行っております。
また、市民協働推進センターでは協働、共創に関するセミナーを関連する区局と連携しながら企画、実施して
おり、実施に際してはオンライン化により、移動することなく受講できる環境を整えております。

横浜市 市民局 市民協働推進課長 松岡

文和

（市民協働推進課 電話：045-671-4734

FAX：045-223-2032

Email：sh-shiminkyodo@city.yokohama.jp）

（公財）横浜企業経営支援財団（ＩＤＥＣ横浜）が実施しているワンストップ経営相談窓口では、起業・創業
に関する疑問やビジネスプラン作成のほか、起業に関わる知財、労務、税務など幅広い分野のお困り事に対して、
中小企業診断士などの専門家が、相談や助言を無料で行っており、オンラインでも承っています。
また、ＩＤＥＣ横浜が区役所等との連携による地域別相談会の開催などを強化しており、起業・創業に関する
御相談でもご利用いただくことができます。
起業・創業に役立つセミナーは、場所にとらわれず、オンラインで受講いただけるセミナーもございますので、
横浜市の創業応援ウェブサイト「スタートアップポートヨコハマ」も活用した情報発信に努めていきます。

横浜市 経済局 経営・創業支援課長
（経営・創業支援課

８

中村

電話：045-671-4236

隆幸
FAX：045-664-4867

Email：ke-keiei@city.yokohama.jp）

区内にサテライトオフィスを開設し、働く場を創出してください

【回答】
中期４か年計画では、住宅地の活性化・魅力向上を戦略の一つに掲げており、また、横浜市住生活基本計画で
は、
「住む」
「活動する」
「働く」を実現できる郊外住宅地への転換を掲げて、持続可能な住宅地への再生に取り組
んでいます。
これまで、東急田園都市線たまプラーザ駅の北側の地域において、企業等と連携し、集合住宅の低層部に託児
機能を備えたコワーキングスペースや、地域交流スペースなど、郊外住宅地における活動や働く場の誘導に取り
組んできました。また、青葉台駅周辺ではシェアオフィスや地域交流スペースなどの整備が進んでいます。これ
らの成果を、沿線の他の地域などにも展開できるよう、引き続き取組を進めていきます。

横浜市 建築局 住宅再生課長
（住宅再生課

加藤

電話：045-671-2954

忠義
FAX：045-641-2756

Email：kc-jutakusaisei@city.yokohama.jp）

青葉区役所や建築局と連携し、コロナ禍による多様な働き方の急速な普及や職住近接ニーズの高まりなど、社
会の変化を捉えた「働く場」を創出するモデル事業を、東急株式会社との協働により、青葉台郵便局の空き区画
を活用して実施します。
この事業を通じて、郊外住宅地におけるオフィスビジネスの実現性や企業の立地ニーズなどを検証し、サテラ
イトオフィスを含めたビジネス機能の立地誘導策の検討につなげていきます。

横浜市 経済局 企業誘致・立地課長
（企業誘致・立地課

竹井

電話：671-2595

康之

FAX：045-664-4867

Email：ke-yuchi@city.yokohama.jp）

青葉区では、
「職住近接」のニーズの高まりなど、社会の変化に対応できるよう、郊外部における働く場の創出
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を、令和元年度に経済局に提案し、連携して検討してきました。
令和３年度には、市のモデル事業として、青葉台郵便局の空き区画を活用したサテライトオフィスとしても利
用できる施設が、東急株式会社との協働によりオープンされることとなっています。

横浜市 青葉区役所 区政推進課長
（区政推進課

電話：045-978-2216

中川

譲

FAX：045-978-2410

令和３年３月 30 日
（広聴

第 2020-900024 号）
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Email：ao-kusei@city.yokohama.jp）

令和３年度横浜市予算に対する要望・提案と回答
第 13 期青葉区民会議 住み続けたいまちづくり部会
小池 由美 様
１

横浜市防災計画での感染症対策を具体的に系統だって記載することを要望します

【回答】
「横浜市防災計画」は、震災、風水害等及び都市災害の各対策を定める計画です。その目的から、災害予防、応
急対策、復旧・復興という系統で作成しています。その上で、災害時における様々な感染症対策については、避難
所・避難場所等の具体的な場面ごとに必要なものを定め、記載することが適当と考えています。
なお、新型インフルエンザ等の社会的な影響が大きい感染症への対策については、「横浜市緊急事態等対処計画」
の中で定めています。
どうぞご理解いただきますようお願いいたします。

横浜市

総務局

（防災企画課

２

危機管理室

防災企画課長 林

電話：045-671-4096

暁

FAX：045-641-1677

Email：so-kikikanri@city.yokohama.jp）

避難方法の変容について住民への意識啓発をしてください

【回答】
LINE や防災情報 E メール、広報よこはま、市ホームページにおける動画配信等、様々な媒体にてコロナ禍におけ
る分散避難などの避難の考え方について、周知啓発を実施しています。
今後も、こうした周知・啓発とともに、風水時における避難行動計画であるマイ・タイムライン作成促進など、
災害時に市民の皆様が安全に避難していただけるように、取り組んでいきます。

横浜市

総務局

（地域防災課

３

地域防災課長 石黒 靖雄
電話：045-671-3456

FAX：045-641-1677

Email：so-chiikibousai@city.yokohama.jp）

避難体系や避難方法からみた地域での協力関係を明確にし、「避難所運営」から「地域避難生活運営」へ切り
替えた地域全体の災害対応策を要望します

（１）事前避難（指定緊急避難場所）と事後避難（指定避難所）とで、運営体制が異なりますが、いずれも地域
の協力が必要であれば、それを前提とした避難計画の策定をお願いします
【回答】
災害時に区役所等が避難勧告等を発令した場合、災害の危険が切迫した場合における緊急の避難場所である指定
緊急避難場所を行政が開設します。ただし、風水害時に地域防災拠点である市立学校等を、区が指定緊急避難場所
として開設する場合には、地域防災拠点運営委員会は、必要に応じて施設の開錠などについて協力していただくこ
ととしています。また、大地震の発生等に伴い被災者が一定期間滞在して避難生活を送る必要がある場合には、地
域・学校・行政等からなる地域防災拠点運営委員会が指定避難所の開設運営を行うこととして、横浜市防災計画に
記載しています。このため、現状の計画でも、指定緊急避難場所や指定避難所で地域の協力をいただける記載とな
っています。
なお、青葉区では、指定緊急避難場所の開設・運営に関し、地域防災拠点運営員会に協力を要請しており、協力
を得られる体制であると聞いています。
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横浜市

総務局

（地域防災課

地域防災課

避難等支援担当課長 髙嶋

電話：045-671-2011

FAX：045-641-1677

美穗子
Email：so-chiikibousai@city.yokohama.jp）

（２）「避難所運営ガイドライン」を「地域避難生活運営ガイドライン」へと拡充・強化してください
【回答】
自宅で被災生活を送る被災者及び地域防災拠点などの公的避難場所以外で、発災後、市民が任意に設置した避難
場所（車中泊避難を含む）で被災生活を送る避難者は、災害等に関する情報や物資をそれらの収集、提供及び配付
等の拠点となる地域防災拠点から得ることを基本としており、次の対応をお願いしています。
・

地域防災拠点運営委員会、自治会町内会等に、被災生活を送っている場所、避難者の住所･氏名及びその他必
要事項を報告する。

・

地域防災拠点に集まる情報や物資を入手するため、地域防災拠点運営委員会、自治会町内会等と調整を行う。

・ 情報や物資の提供等が不要となった場合は、地域防災拠点運営委員会、自治会町内会等へ、その旨を連絡する。
このため、ご提案の仕組みについては現状でも対応ができると考えています。ただし、これまで自治会・町内会、
管理組合等に向けた研修の中では、地域防災拠点との連携について、十分にお伝えできていなかったところから、
今後、地域防災拠点との具体的な連携方法等を研修に取り入れ、連携強化を図っていきます。

横浜市

総務局

（地域防災課

４

地域防災課

避難等支援担当課長 髙嶋

電話：045-671-2011

FAX：045-641-1677

美穗子
Email：so-chiikibousai@city.yokohama.jp）

防災情報の伝達・共有化

（１）新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた地域防災体制（強化）の周知徹底を進めるための体制づくりを
構築してください
【回答】
本市では、現在新型コロナウイルス対策本部を設置しており、その体制は「本部運営調整チーム」と５つの「機
能別チーム」で構成しています。その中に「広報・報道チーム」を設置しており、広報の調整・実施に関すること
や市民へのわかりやすい広報に関することを局区横断的に所管しております。
「広報・報道チーム」を含む機能別チームは、大規模な震災時等も設置することとなっており、
「広報・報道チー
ム」は、発災時の情報提供と相談体制を構築します。
引き続き、様々な媒体を活用しながら情報提供体制の強化に取り組んでまいります。

横浜市

総務局

（緊急対策課

緊急対策課長 木村
電話：045-671-2064

正夫
FAX：045-641-1677

Email：so-kinkyu@city.yokohama.jp）

（２）地域避難生活運営体制では、分散避難後の相互情報伝達手段の確立が必要ですが、周知方法の一つとし
て、青葉区防災アプリを活用してください
【回答】
災害時の情報伝達は、区民の皆様が様々な状況の中でも情報入手できるよう、いくつものツールによって発信
しております。令和２年度から避難情報などを自動音声にてお知らせする「青葉区防災情報専用ダイアル」も開
設し、伝達手段の拡張を進めています。
アプリについては、緊急情報発信時に、待受中でもアラーム音と文字によるプッシュ通知を行うことができる
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ことが最大の特徴であることから、登録の推奨をこれからも様々な場面で行っていきます。

横浜市

青葉区役所

（総務課

総務課長

守屋

電話：045-978-2213

大介

FAX：045-978-2410

Email：ao-somu@city.yokohama.jp）

（３）避難所の混雑・開設状況が確認できるシステムを構築してください
【回答】
横浜市では避難勧告等の発令状況や避難所の開設状況をお知らせする「横浜市防災情報ポータル」を公開して
います。
避難所の混雑・開設状況は下記 URL 内の「避難所情報」にてご確認いただけます。
https://bousai.city.yokohama.lg.jp/

横浜市

総務局

（緊急対策課

緊急対策課

システム担当課長

電話：045-671-3458

山田

FAX：045-641-1677

伸也
Email：so-kinkyu@city.yokohama.jp）

（４）地域防災拠点連絡会を年一度ではなく、拠点間でも情報共有できる仕組みづくりや、自主防災組織や自治
会が行う安否確認と地域防災拠点とが連動する仕組みづくりを進めてください
【回答】
地域防災拠点連絡会以外に、地域防災拠点運営委員会の皆様が情報共有できるホームページや、意見交換がで
きる研修会の開催等を今後検討してまいります。
自主防災組織と地域防災拠点にはそれぞれ役割があり、連携は地域によっても様々です。連携事例については、
市のホームページにアップしております「動画で防災を学ぼう」
(URL:https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bousai-saigai/pamphlet/0720.html）
の動画で情報伝達の様式等を紹介しておりますので、こちらも参考にしていただき、地域にあった連携を進めて
いただければと思います。

横浜市
（総務課

５

青葉区役所

総務課長 守屋

電話：045-978-2213

大介

FAX：045-978-2410

Email：ao-somu@city.yokohama.jp）

マイ・タイムラインの活用について

（１）マイ・タイムラインの周知、作成支援・研修会の開催をしてください
【回答】
マイ・タイムラインを作成できるリーフレットを作成しています。その中でレベルごとに取っていただきたい避
難行動をあらかじめ記載しています。あわせて、英語版マイ・タイムラインの作成や、マイ・タイライン作成の説
明動画を作成し、本市ホームページに掲載する等、作成促進に向けた周知・啓発を進めています。
また、自治会町内会等に対して、作成講座を実施しています。この研修の中ではマンションや戸建て等の住居種
別や避難に支援が必要かどうかなど、個人の生活状況に応じて避難行動が検討できるように工夫しています。
引き続き、外国人をはじめ子どもへの啓発等、あらゆる方や世代において避難行動の検討が進められるように取
り組みます。
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横浜市

総務局

（地域防災課

地域防災課長 石黒 靖雄
電話：045-671-3456

FAX：045-641-1677

Email：so-chiikibousai@city.yokohama.jp）

（２）地域ごとのリスクを把握し、安全指標として地区マイ・タイムライン作成を啓発、支援、養成、及び達成度
把握を進めてください
【回答】
浸水や土砂災害への危険性がある地域など、地域の特性に応じた、きめ細やかな支援を進めていきます。また。
マイ・タイムラインの作成講座においては、個人のマイ・タイムラインだけでなく、隣近所への声掛けなど共助の
視点も取り入れた研修を今後実施していきます。
こうした取組により、市民の皆様の自助・共助が推進されるように行政として支援をきめ細やかな支援を行って
いきます。

横浜市 総務局 地域防災課長 石黒 靖雄
（地域防災課

６

電話：045-671-3456

FAX：045-641-1677

Email：so-chiikibousai@city.yokohama.jp）

避難所・避難場所施設の増設を要望します

【回答】
本市では、大規模災害が起きた場合に、多くの避難者で、避難所のスペースが不足した場合には、避難所の補充
的な場所として、補充的避難所を開設します。
補充的避難所は、地区センター等の市所有の施設や県立高校等を確保しており、今後は、市内でも、より多くの
避難スペースを確保できるよう、地域企業等にも働きかけるなど、補充的避難所の確保を進めてまいります。
なお、分散避難として、自宅で安全を確保できる場合には、自宅の上階など在宅避難をお願いしており、避難が
必要な場合は、行政が開設する避難場所だけでなく、安全な親戚や友人宅も避難先としておくなど、事前に避難場
所を検討していただくよう啓発しています。

横浜市

総務局

（地域防災課

地域防災課

避難等支援担当課長 髙嶋 美穗子

電話：045-671-2011

FAX：045-641-1677

Email：so-chiikibousai@city.yokohama.jp）

青葉区としては、近隣自治体とは協定を結んでおりませんが、発災時には近隣自治体と連携して対応してまいり
ます。

横浜市
（総務課

７

青葉区役所

総務課長

電話：045-978-2213

守屋

大介

FAX：045-978-2410

Email：ao-somu@city.yokohama.jp）

避難所の備品を拡充してください

【回答】
本市では、国や県のガイドラインなどに基づき避難所における感染防止対策に必要となる資器材について、全て
の避難所に一律整備しました。加えて、地域の実情に応じて区役所などで個別に整備を進めています。
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横浜市

総務局

（地域防災課

地域防災課

避難等支援担当課長 髙嶋

電話：045-671-2011

FAX：045-641-1677

美穗子
Email：so-chiikibousai@city.yokohama.jp）

青葉区では、風水害時に開設する予定の避難所（18 箇所）に、間仕切りテントを配置しております。
今後も、簡易トイレやパーソナルテントも含め、避難所における感染症対策物品の拡充の必要性も含め検討して
まいります。

横浜市

青葉区役所

（総務課

８

総務課長

電話：045-978-2213

守屋

大介

FAX：045-978-2410

Email：ao-somu@city.yokohama.jp）

健康長寿のまちづくりに向けて

（１）コロナ禍において、JAGES の調査結果を健康長寿のまちづくりにどのように生かすか方針を示してください
【回答】
JAGES 調査では、社会との多様なつながりがある人は認知症発症リスクが半減することや、スポーツは一人より
グループで行った方が要介護認定に至りにくいことが分かっています。
新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ行った、オンライン配信による会場分散型での介護予防普及啓発講演会
のアンケートでは、閉じこもりによる影響として「気がめいる」、
「体力が低下した」のほか、
「普段の何気ない会話
の大事さに気が付いた」等の声がありました。
次年度予算では、区をあげて「つながりづくり」を進めていくこととしていますが、今後の高齢者の健康づくり
全般においても、密にならない手法を採用しながら多様な「つながりづくり」をより一層普及啓発していく必要が
あると考えています。

横浜市

青葉区役所 高齢・障害支援課長

（高齢・障害支援課

電話：045-978-2450

松永

朋美

FAX：045-978-2427

Email：ao-koreisyogai@city.yokohama.jp）

（２）コロナ禍における健康長寿のための施策について方針を発信してください
【回答】
今年度は、他区に先駆けてオンラインを積極的に活用し事業を実施しました。普及啓発においては、様々な紙媒
体の活用や DVD の作成・放映等、対象者に応じた新たな手法を取り入れています。また、区内の活動団体において
も、オンラインの活用や少人数による集まり、屋外での活動の実施等、様々な手法が採用されるよう、地域ケアプ
ラザと共に支援を実施してきました。次年度も、引き続きオンラインを活用するほか、地域団体向けに
ＩＴツールを用いた活動を支援する事業を実施予定です。
また、JAGES 調査では、青葉区は社会とのつながりを持った方は多いものの、ボランティアの参加者割合は市平
均を下回っています。元気な区民の方には地域で活躍していただけるよう、地域ボランティア団体への参加を募っ
ていくほか、スキルを活かした新たなボランティア活動「プロボノ」等により、マッチングも実施していきます。

横浜市

青葉区役所

高齢・障害支援課長

松永

朋美

（高齢・障害支援課

電話：045-978-2450

FAX：045-978-2427
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（３）電動車いすやシニアカーのシェアリング事業を青葉区で進めてください
【回答】
青葉区としても、高齢となっても住みやすく、住み続けられるまちづくりを進めるため、日常の買い物、病院へ
の通院など移動支援が重要になってきていると認識しており、地域の皆様と生活に密着した移動支援を検討するな
ど、高齢者をはじめとした多様な世代に魅力的なまちづくりを進めています。
ご提案のあった「まちなかウォーカブル推進事業」に取り組むためには、都市再生整備計画事業の施工地区内で
ある必要がありますが、現時点で、都市再生整備計画が策定されている地区は青葉区内にございません。
また、WHILL を活用した実証実験については、移動に対する課題を抱えており、新たな移動手段を必要としてい
る地域にて、地域住民や企業等の皆様が主体となり、実施内容を取りまとめた上、具体化の目途を立てることが必
要となっています。
なお、横浜市内の事例についてはお調べすることもできますので、ご要望があればその旨お寄せください。

横浜市

青葉区役所 区政推進課担当課長

（区政推進課

９

電話：045-978-2217

續橋

宏昭

FAX：045-978-2410

Email：ao-machirule@city.yokohama.jp）

行政文書の年号記載を原則、西暦記載・元号併記とすることを要望します

【回答】
本市としては国の元号使用に関する見解に従うとともに、公務の統一的な事務処理を円滑、迅速に行うため、原
則として元号を使用することとしています。

横浜市

総務局

行政・情報マネジメント課 文書管理担当課長 金川

（行政・情報マネジメント課

10

電話：045-671-4325

FAX：045-664-5917

守
Email：so-gyosei@city.yokohama.jp）

「コロナの影響」の広聴調査をしてください

【回答】
「臨時コロナ版」区民意識調査については、新型コロナウイルス感染症による生活様式、区民ニーズの変化を把
握することは区政を運営する上で重要な情報と考えていますので、横浜市電子申請・届出サービスを活用したアン
ケート調査など、より機動的な調査が可能な手法も含め、実施を検討します。

横浜市

青葉区役所

（区政推進課

11

区政推進課長

電話：045-978-2216

中川

譲

FAX：045-978-2410

Email：ao-kusei@city.yokohama.jp）

「（仮称）恩田市民の森」が早く開園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、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を進めています。今後は土地所有者との調整
状況を踏まえ、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成しま
す。
また、市民の森開園の際には、地域の皆様が中心となって市民の森愛護会を結成していただきたいと考えていま
す。愛護会の皆様には樹林地の保全活動に参加していただき、愛護会の皆様や専門家の意見を取り入れて保全管理
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計画を作っていきたいと考えています。
保全管理計画を作成し実行するとともに、自然観察会や保全活動のふりかえり研修などを行い、愛護会の皆様と
一緒に樹林地の保全を進めていきます。

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：045-671-3534
横浜市

環境創造局

（みどりアップ推進課

みどりアップ推進課

関口

昇

FAX：045-224-6627
担当課長

電話：045-671-2624

坂井

Email: ks-ryokuchihozen@city.yokohama.jp）
和洋

FAX：045-224-6627

令和３年３月30日
（広聴 第 2020-900021 号）
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Email: ks-jurinchi@city.yokohama.jp）
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