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はじめに
市民にとって区民会議とは

青葉区民会議
第８期青葉区民会議・代表委員 小池由美
《横浜市のまちづくりと市民》
横浜市は 2010 年 12 月に中期 4 カ年計画を策定しました。これは横浜市基本構想（長期ビジョン）＊１に基
づき、2010 年から 2013 年の 4 年間の実施計画として策定されたものです。そしてこの中期計画に基づき各局
や各区の運営方針が毎年作られ実施されます。20 年におよぶ将来ビジョンとわたしたち市民が望む未来像と
はどのように結びついているのでしょうか？ またビジョンの実現に向けて、私たち市民は一体何ができるの
でしょうか？ めまぐるしく変わる社会情勢や経済情勢を横浜市は施策に的確に反映し、実行しようとしてい
ますが、私たちにはなかなかまちづくりの全容をつかみ理解することは難しいと感じています。
《区民会議の意義》
まちづくりに関わる組織として、第 8 期では、区民会議の果たす機能を再確認しました。 それは、区民の
意見や願いに耳を傾け、集めるという作業の「広聴」活動と、集まったさまざまな意見や考えを精査検討し区
や市に提言する｢政策提言｣活動の二つです。
横浜市のさまざまな施策、計画、指針の多くが近年改定を進めています。改定にあたり e-アンケートやパブ
リックコメントといった市民が意見を述べる仕組みは多々あります。 しかし、市民意見を集め、互いに考え
る場を開く集団広聴の場は、唯一区民会議だけが担っている仕組みであり、そこにこそ区民会議の意義がある
ことを一人でも多くの方に理解していただきたいと思います。
《第 8 期の重点活動》
第 8 期では、毎年行う横浜市予算への要望・提言の他に、青葉区のまちづくりに関係する「横浜市都市計画
マスタープラン 青葉区プラン」の改定に向けて提言を作成することとしました。 そのため「青葉区の未来
を考える 未来プロジェクト」を設置し、1 年以上にわたり勉強、アンケート、見学、討議などを行いました。
(本文 参照) そして、
「全ての世代が住み続けたいまち 青葉」として提言することとしました。
《横浜市における区民会議として》
2010 年 11 月に第 36 回全市区民会議交流会が開催されました。毎年参加する区が減り続けています。 横
浜市における区民会議の存続にもかかわる事態が今進行しています。今一度、区民会議の役割を理解し、市民
にとって必要な仕組みであることを広く伝える活動をしっかり引き継いで行きたいと思います。
最後に、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北関東大震災のため、同月 19 日に予定していた「青葉区民のつど
い」を中止せざるを得ませんでした。その結果まちの未来プロジェクトでの提案まとめを予定通りに進めるこ
とが出来ませんでした。この活動を第 9 期青葉区民会議へつなげていけるよう、皆さまと一緒に活動を続けて
いきたいと思います。

＊１：横浜市基本構想とは、概ね 20 年にわたる横浜市の目指すべき都市像を描き、全ての計画の最上位に位
置づけられるものです
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第８期区民会議の主な活動
年月日

活 動 内 容

要 点

21.04.18 第８期 発足総会

3 部会体制でスタート

06.20 公開講座「青葉区区政運営方針について」 Ｈ21 年度青葉区区政運営方針を聴く公開講座
07.17 「区民のつどい」開催

「みんなが持続的に住みたいまち」を目指す
～自分たちのまちは

自分たちでつくる～

09.25 「平成 22 年度横浜市予算への要望・提言」 各部会が提出した要望・提案について区長に説明
10.22 介護ボランティア・ポイント制についての 横浜市健康福祉局への提言を取りまとめたいとの神
合同会議（神奈川区民協議会主催）へ参加 奈川区民協議会からの呼びかけに応じて
11.03 「区民まつり」2009 に参加

アンケートなどを実施

11.27 第 35 回全市区民会議交流会に参加

・テーマ「これからの区民会議・市民活動を考える」

12.25

要望･提言への回答

青葉区長、関係部署担当から説明を受けた

まちの未来プロジェクト第 1 回

毎月第 2、第 4 金曜日に開催してすすめること

第 1 回～
22.01.22 あおば未来研究会参加

青葉区役所職員のテーマ別研修会へ

01.30 「これからの都市マスを考える横浜市民フ
ォーラム（通称：都市マスサミット）
」参加
02.12 区民意識調査について区役所職員・青葉ま 未来プロジェクトとして意見交換
ちづくりフォーラムとの意見交換会、およ
び都市マスサミットの報告・意見交換
東京電鉄とまちづくりに関する情報交換

未来プロジェクトとして意見交

03.02 さいたま市浦和区区民会議視察

本文参照

05.20 北部 3 区区民会議交流会 中山地区ｾﾝﾀｰ

本文参照

06.05 中間総会

本文参照

06.11 横浜市中期的計画の方向性について説明

区役所より説明を受ける

09.

NPO まちづくりフォーラム開催の第 3 期ま 第１回 9 月「安心して子育てできるまち」
ちづくり講座へ参加 9 月から４回講座

第 2 回 10 月「生活に便利で暮らしやすいまち」
第 3 回 11 月「緑豊かで居心地のよいまち」
第 4 回 12 月「環境にやさしいまち」

10.04 「平成 23 年度横浜市予算への要望・提言」 各部会より区長へ説明
11.03 「区民まつり」2010 に参加

青葉区民アンケート実施
健康・

11.26 第 36 回全市区民会議交流会

安全

自然

テーマ「発信し、行動する区民会議」

23.3.26 第９期区民会議オリエンテーシﾖン

第９期区民会議委員に対する説明

04.16 第９期区民会議解散総会
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運営委員会開催記録
回数
第1回

開催日

内

容

回数

開催日

21.4.18 ・発足総会当日
第 14 回

4.23 ・ つどい準備（7/17 変更）

広報委員長選出

・ 全市交流会打ち合わせ報告

4.27 ・第８期運営委員会等の活動体制

・ 3 区交流会テーマ決定①安全なまち
②安心なまち

確認（運営委員名簿、定例開催日、
・青葉区民会議設置要綱について 第 15 回

5.28 ・ 3 区交流会（5/20

・ 全市交流会実行委員会報告＃１

・区民会議事務取扱要領の説明
・顧問議員への案内

第5回

5.22 ・ＭＬ確定後スタート

総会

6.05 ・ 中間総会

第 16 回

6.25 ・ 3 区交流会報告

・3 区交流会（幹事区は緑区）

・ 全市交流会実行委員会報告＃２

・区政運営方針説明会準備（6/20）

・ 青葉区民アンケート実施にむけて
第 17 回

6.26 ・上記説明会での質問回答

7.23 ・ 区民のつどい報告

・全市交流会実行委員会スタート

・ 全市交流会実行委員会報告＃３

・区民まつり参加

・ 「新たな中期的計画への方向性」に

準備

対して提言提出

7.24 ・22 年度市要望提言のまとめ開始
・区民会議勉強会開催について

・ H22 横浜市予算への要望･提言のまと

・第 1 回広報委員会（7/6）報告
広報活動方針

めを始める

発行回数確認

第 18 回

8.27 ・ 全市交流会実行委員会報告＃４

テーマ「発信し、行動する区民会議」

32 号発行準備
第6回

8.21 ・要望・提言について各部会提言

・ 青葉区民ウェブアンケート実施承認
第 19 回

内容について確認
第7回

9.24 ・ 全市交流会実行委員会報告＃５
・ 9 期区民会議進め方・募集について

9.25 ・H22 年度予算への要望提言提出
第 20 回

・区民まつり参加企画検討

10.22 ・ H23 要望提言提出（10/4）
・ 全市交流会実行委員会報告＃６

・全市交流会実行委員会報告
第8回

10.23 ・3 区交流会開催内容決まる

・ 34 号編集会議報告

・全市交流会テーマ「これからの 第 21 回

11.26 ・ 第 36 回全市交流会参加報告（11/26）
・ 第 9 期公募記事について

区民会議・市民活動を考える」

・ 区民会議活性化について#1

・あおば未来研究会への誘い
・神奈川区民協議会より懇談提案

第 22 回

12.24 ・ 未来プロジェクトアンケート報告書

完成
・ 区民会議活性化について#2

・全市交流会参加報告（9 名）
第9回

14 名参加）報告

・ 広報発行計画（33 号、34 号）

確認（広聴と政策提言）

第4回

③住みよいまち

・ 中間総会準備

年間計画）

第3回

容

・ 未来プロジェクトの方向内容の決定

・代表委員、副代表委員 2 名
第2回

内

11.27 ・区民会議ニュース 33 号準備
・未来プロジェクト企画提案

第 23 回

23.1.28 ・ 第 8 期活動報告書作成準備

・全市交流会反省報告
第 10 回

12.25 ・さいたま市浦和区来訪依頼

第 24 回

2.25

・ 3 区交流会分科会決定
第 11 回

・ 発足総会部会設置案

22.1.22 ・ ＮＰＯまちづくりフォーラムへ 第 25 回

3.28

協力（都市マスを考える）
2.26

報告

・ 代表委員候補運営員会承認
・ 区民会議活動要領改正案提示

・ 青葉みらい研究会（職員研修課）
第 12 回

・ オリエンテーション・総会準備

第 26 回

3.26

オリエンテーション

3.28

・解散・発足総会の進め方

・ 区民会議代表者会議報告（次年
度交流会について）

総会

・ 中間総会準備（6/5）
第 13 回

4.16

解散総会
区民会議活動要領改正承認

3.26 ・ H22 横浜市予算への要望提言に

＊要望提言への回答は震災のため延期

対する回答

３

まちの未来プロジェク
■未来プロジェクト設置趣旨

また、
プロジェクトは部会を越えた横断的な会議とし、

青葉区民が安心して安全に和やかに永く住めるまちを

運営委員の他、部会からも参加を呼び掛けた。また外

作るために青葉区プランを見直し、20 年後を想定して

部からの参加（NPO あおばまちづくりフォーラム、

有りたい姿を描くプロジェクトを設置した。これは横

顧問議員など）はその都度了解しながら共に作業を行

浜市都市計画マスタープラン青葉区プランの改定時に

った。

区民の思いを提言できるよう、部会を越え横断的に意

プロジェクトは横断的な活動ではあるが、作業途中で

見を集めるためのものです。提言作成のために、青葉

出てくるさまざまな提言に結び付く課題について、部

区プラン（H14 策定）に描かれた計画の重点方向性を

会活動にも連動できるようにした。 提言素案作成に

7 年たった今（H21）点検し、区民が考える青葉区未

おいては、テーマにより部会でも素案作成に協力して

来像を区民とともに再考し、その姿を区プランに反映

もらった。

できるように提言する。 また作成の段階で得たさま

■プロジェクト開催 （一覧は別紙）

ざまな意見提言は、区プランに反映できるものやその

第 1 回プロジェクトを 12 月 25 日に開催し、ほぼ毎月

他総合的な観点にたった未来像も含めてまとめて提言

２回の会議を開催。3 月 24 日に最終第２７回を実施。

することとした。

第 26 回終了後「青葉区民のつどい」に於いて提言素

まとめまでの方法として：

案を提示し、
区民から意見を収集する予定であったが、

１．平成 14 年当時の区プランや背景としての当時の

3 月 11 日に発生した東北関東大震災により、つどいは

青葉区の状況を把握する。

中止。次期への継続活動へ再考が求められた。

２．推定される 20 年後の状況をデータなどをもとに
想定する。
３．現在の状況（H21）を把握し、また区民の願いや
想いを聞き検討する。
４．方向性への修正が必要な部分や新たに考える視点
など、今区民の望む未来像への提案（方向性）をまと
める。
■プロジェクトの進め方
１．区民に知らせる 伝える
機運を高める、参加してもらう基盤をつくる
今がその時期

⇒33 号区民会議ニュース
⇒34 号区民会議ニュース

２．まちづくりへの想いを共有する

ネットアンケート実施

アンケートの実施⇒青葉区民 1000 人アンケート
ネットアンケート
＊区民会議 HP に掲載
現状把握の共同作業

⇒区民のつどい
＊区民会議 HP に掲載

区民の意見を聴く、データ化する作業
３．未来像への思いをまとめて提案する
区民の思いやアンケートからの意見を集約し、課題
別に分けて提言作成作業

提言内容の仕分け

区プランへ反映できるもの
他のプランへ反映できるもの
その他 区民へ伝える
早急に取り組むべき内容
中長期的計画で取り組むべき内容
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青葉区民アンケート概要
未来プロジェクトの一環として、区民が思う「今の青葉区」と「将来への期待（あるいは不安）
」を探るため、平
成２２年６月から半年かけて大規模なアンケート調査を実施しました。
区民の身近な生活に関わる「防災・防犯・生活対策」「緑・自
然環境」「子育て」「高齢者」という分野の質問に、１０７１
名という沢山の方々が回答いただき、加えて２８０もの自由意
見もいただきました。この貴重な“区民の声”は、これからの
区民会議の活動に役立てると共に区にも提出し、青葉区をより
住みやすくする政策に活用するように働きかけます。
アンケートから得た回答を、男女別、３世代の年代別（～３０
歳代、４０・５０歳代、６０歳以上）と共に、自治体単位で３
地域に分けて（参照、右図）分析しました。
アンケート結果の詳細は別冊の「１０００人区民アンケート」をご覧いただくとして、アンケートの回答の要点
をご紹介します。なお、＊が付いた質問は、選択肢の中からいくつでも選べる設問です。
質問：青葉区は住みやすく魅力の高いまちと思いますか？（参照、
右図）
全体では７割近くが「そう思う」と青葉区での生活に満足してい
ます。男女別では、若干ですが男性の方が肯定的です。ただ、地
区２と地区３の間では、満足度に１０％ポイント程の開きがあり
ます。世代別では大差ありませんでした。
＊質問：今後重点的に進めるべき「防災・防犯・生活対策」は何
ですか
２４の項目から選んでもらいましたが、全体での要望度は「救急
医療体制の充実」
「鉄道混雑の緩和」
「歩行者・自転車・自動車共に安全な道路の整備」
「防犯体制の充実」
、そし
て「バス路線の継続」が上位５項目でした。世代間で大きな違いがある回答は、３０歳代までの「子ども見守り
事業の充実」
（要望度３位）
、６０歳以上の世代は「バス路線の継続」
（同２位）
、
「緊急時の連絡体制の整備」
（同
４位）でした。世代ごとのライフスタイルの差が出てきた、と思います。
地区別の回答は似た傾向でしたが、特徴としては、たまプラーザ駅がある地区１と青葉台駅がある地区３で３割
以上が「通勤・通学時に最寄り駅へ15分以内に到着できる道路の混雑緩和」を要望しましたが、地区２は２割強
に止まりました。また、「鉄道路線の延長推進（あざみ野～新百合ヶ丘）」は、該当する地区１では関心が高い
ですが、地区２，３の関心度は低いです。

質問：青葉区は「緑の維持」や「地球環境問題」への取組みが
熱心だと思いますか？（参照、右図）
全体では５割弱が「そう思う」と回答しております。ただし、
こどもの国や寺家ふるさと村などのまとまった緑が残されて
いる地区３では４割弱に下がりました。年代別では、４０・５
０歳代は他の世代より冷かな見方です。
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青葉区民アンケート概要
＊質問：現在、青葉区で魅力を感じる「緑・自然環境」とは何ですか？
青葉区は緑や自然環境が豊かだ、と良く云われますが、では、区民がイメージする緑・自然環境とは具体的には
何でしょうか？全体の回答では５割以上が「寺家ふるさと村などのまとまった緑・自然環境」と「街路樹の緑」
をあげました。３番目は「整備された公園の緑」（３９％）でした。「田園風景」だけでなく、「生活圏の緑」
も重視している事が浮かび上がりました。
地区別でみると、たまプラーザがある地区１は「道路の街路樹・個人住宅の緑」に、鶴見川が流れる地区２は「鶴
見川など川沿いの緑」に、そしてこどもの国や寺家ふるさと村がある地区３は「山林や森のまとまった緑・畑や
田んぼの緑」により魅力を感じている、という結果でした。
＊質問：緑地を守るための手段は何が有効と思いますか？（参
照、右図）
全体の回答でのトップは「公園や街路樹などの市街地の緑・
自然環境の維持」（６２％）がダントツでした。続いて「鶴
見川・恩田川・早淵川など川沿いの緑の維持」「相続で物納
された大規模緑地・農地を公共的に利用」（共に３７％）、
「相続などで消える大規模な私有地の緑地の維持」（３５％）
でした。「横浜みどり税の活用」は１３％と低位でしたが、
これはみどり税のＰＲ不足が原因では、と考えます。世代別
では、４０歳未満は「大規模な緑地の維持」を望むのは２５％
に止まり、４０歳以上の世代（４０％前後）と比べると興味
が薄いようです。
＊ 質問：今後必要と思う「環境対策・行動」とは何ですか？
全体、地区、世代共に、「Ｇ３０に続く更なるごみの削減と資源化」がトップで、次は「公共施設、マンション、
個人住宅で太陽光発電の積極的拡大」「雨水の再利用」でした。太陽光発電と雨水再利用が上位にあげられたの
は、青葉区民の環境意識の高さが反映している、と思います。
質問：青葉区は「子育てにやさしい」地域と思いますか？（参
照、右図）
「青葉区は住みやすく魅力の高いまち」と７割近い回答があ
りましたが、子育てに関しては、全体、地区、世代共に「そ
う思う」は３割前後に止まりました。
「どちらともいえない」も３割強を占めました。子育て世代
と思われる４０歳未満の世代とその上の世代でも、大きな意
見の差はありませんでした。但し、４０歳未満世代の意見を
地区別に見ると、母数は少ないですが、「そう思う」は地区
１で２８％、地区３で２４％、でも地区２は４８％で、見方
に大きな差がありました。
＊質問：今すぐ実現して欲しい子育て支援策は何ですか？
男性・女性の回答で違いがありました。テーマからして女性からの回答を紹介しますと、上位３つは「小児医療
費・予防接種助成などの拡大による経済的支援」「子宮頸がんワクチンの補助」「妊婦無料検診など妊婦への支
援の拡充」でした。医療面での支援を期待しています。但し、男女合計ですが３０歳代までの子育て世代の要望
では「児童手当、子ども手当等の額の増加／受給者の制限縮小」が２番目でした。
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青葉区民アンケート概要
＊質問：保育園について今すぐ実現して欲しいことは何ですか？
現実生活で子育てに直面している世代（３０歳代まで）の上位４項目は、「保育所の新設及び定員枠の拡大」「放
課後学童保育・放課後学校解放など保護者の就労支援」「保育園・幼稚園の一体的整備」、次いで「保育サービ
スの充実」でした。
横浜市のデータによると、横浜市は待機児童が多い自治体です。青葉区の中では特に、たまプラーザと青葉
台周辺で２歳児までの保育施設の拡充が急がれます。
＊質問：「親子で遊べる・学べる場所」はどこにあれば良いですか？
全体の回答の上位３つは「安心して遊べる近くの公園」「遊べる空間のある地区センター、区役所など」「保育
園や学校の園庭、校庭」でした。子育て世代（３０歳代まで）だけを見ると上位２つは同じで３番目は「親子で
遊べる野外スポーツ施設」でした。
質問：青葉区は「高齢者にやさしい」地域と思いますか？
（参照、右図）
青葉区民の平均寿命は男性は日本一、女性は７位と、たい
へん長寿の区です。では、高齢者にやさしいまちでしょう
か？
全体では「そう思う」は２割強に止まりました。「どちら
ともいえない」が４割近くありますが、「子育て」より満
足度は低い回答です。
男女別では、
女性が厳しい見方です。
地域別でも地区２が３１％と高いですが、
地区１は２２％、
地区３は１７％でした。なお、地区３は３世代共通で満足
度は低い回答でした。

＊質問：今の青葉区に実現してもらいたい「高齢者施策」はなんですか？
日常生活で実感している６０歳以上の世代からの回答の上位５つは、「特別養護老人ホームや老人保健施設など
の拡充」「病院・救急車などの救急医療体制の充実」「高齢者に役立つ情報提供（健康づくり）」「地域ケアプ
ラザや地域包括支援センターなどの拡充」「有料老人ホームのサービス内容･料金体系･運営業者の信用度などに
関する情報」でした。
以上がアンケートの概要ですが、“子育てと高齢者に冷たい”のは日本全体が抱える問題とはいえ、“子育てと
高齢者にもやさしい青葉区”に皆で変えて行きたい、と思います。
また、青葉区は「子育てにやさしいですか？」「高齢者にやさしいですか？」と尋ねましたが、「そう思う」の
は３１％、２２％に止まりました。このテーマは二つ共日本全体の問題で、政府の政策に大きく影響されますが、
区民会議としてもしっかりフォローしたいと思います。
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区政運営方針説明会 2009
平成２１年度青葉区区政運営方針説明会
日時：６月２０日（土）午後１時半～４時
会場：青葉区役所４階会議室 ４０１、４０２
参加者総数：総数 60 名(区民会議委員 32 名、一般 2 名、
議員 4 名、区職員 22 名）
■第１部
平成 21 年度青葉区区政運営方針説明
策定の趣旨、基本目標
青葉区長
細谷 延
重点推進施策事業･取り組み
青葉区区政推進課長
中川理夫
■第２部
重点推進施策関連事業･取り
組みについての説明
～区民とともに考える～
●重点施策 1－3
地域に
おける福祉保健の充実
第 2 期青葉区地域福祉保
健計画の取り組み状
況と
ひとりひとりがどのように考えるのか
取り組み、進め方について
●重点施策 2－1
緑のうるおい空間づくり
昨年度事業（区民参加による田園景観保全策の策定）
から「青葉みらい農くらぶ」への経緯と今年度の取り組
み説明
●重点施策 4－2
安全な区民生活の確保
インフルエンザや地震など危機管理体制への取り組み
質疑応答
第１部終了後回収した質問（約１５件）を順次担当課
長より回答説明 質問内容と担当部署からの回答一覧
は次に添付

８

区政運営方針説明会 2009

９

区政運営方針説明会 2009
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区民のつどい 2009
平成２１年度青葉区民のつどい
日時：７月１７日（土）午後１時半～４時半
■第１部
課題提起 「データでみる青葉区の今と未来」
「まちの未来プロジェクト」は、区民とともに青葉区プ
ランに描かれた施策の重点方向性を点検し、区民が考え
る青葉区未来像を再考して都市マスに反映させるよう提
言する。提言には、区プランに反映できるものやその他
総合的な観点に立った未来像も含める。
「第１回青葉区民のつどい」は、子育て等４つのテーマ
に関して区民が青葉区をどのように感じているか意見を
聞き、青葉の現状を把握し課題抽出を行う。
■第 2 部 ワークショップ ワールドカフェ方式で 3 ラ
ウンド 話し合いの場を変えながらさまざまな意見をだ
してもらう。
テーマは次の４つ
「自分たちのまちは 自分たちがつくる」
＊安心して子育てできるまち
＊生活に便利なまち
＊今の緑を維持するまち
＊地球環境を意識したまち
第 1 ラウンド

第２ラウンド

最終ラウンド

握手

握手

握手

自己紹介

自己紹介

自己紹介

サインを書く

サインを書く

サインを書く

聞

意見を書く

意見を書く

意見を分類する

く

紹介して貼る
25 分

移
動

紹介して貼る
25 分

移
動

全体

発表

キーワードを考える
発表の準備をする
30 分
15 分

ワールドカフェ方式ということでコーヒ-が
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区民のつどい 2009
■後半 全体発表の様子

■8 か所に分かれて意見を聞きました
全部で 400 近い意見票が回収され、
まとめられました。
未来プロジェクトでの討議に活用しています。

#1 #2

安心して子育て出来るまち

「生活に便利なまち」への意見

＃3 生活に便利なまち #6 今の緑を維持するまち

#7 #8

「今の緑を維持するまち」への意見

１２

地球環境を意識したまち

総会
■発足総会

平成１９年４月１４日

■中間総会

平成２０年６月５日

第 8 期区民会議代表委員選出に関しては、第 7 期区
民会議運営委員会から推薦があり発足総会の席上で第
7 期代表委員小池由美が引き続き承認されました。
また各部会からの運営委員は部会員数の比例によ
り次のように選出されました。 自然環境部会－部会
長ほか 4 名、安全・安心・まちづくり部会からは部会
長ほか 5 名、健康・福祉・教育を考える部会からは部
会長ほか 5 名。 総勢 18 名の運営委員でスタートし
ました。
上野区政推進課長 あいさつ
発足総会プログラム
10:30 開会

司会進行

第７期青葉区民会議副代表委員 加茂

10:35 来賓挨拶

□部会活動報告

細谷青葉区長

10:40 第７期活動紹介

第７期青葉区民会議代表委員 小池

11:00 第８期発足準備

代表委員選出

11:05 部会、運営委員会の準備
部会編成について説明･確認 留意事項などの説明
部会割当運営委員数の確認
11:20 自治会･団体推薦委員から運営委員選出（各 3 名）
自治会推薦の方は①へ

団体推薦の方は②へ

※この間公募委員の方は A、B、C の表示の場所でお待ちください。
11:35 第 1 回部会開催（仮部会名で分散して）
全員 A、B、C

にお集まりください。

部会長・部会割当運営委員の選出

自然・環境部会

部会名の確定

次回部会の日程など
12:05

第 1 回運営委員会開催

代表、副代表、広報委員長の選出 次回運営委員会の日程など
※この間運営委員以外の方は全体会会場でお待ちください。
12:20

全体会

代表、副代表、広報委員長、全運営委員の紹介
第８期区民会議代表のあいさつ
事務局あいさつと職員紹介

中川区政推進課長

閉会

中間総会プログラム
10:00 開会
10:05 行政挨拶
代表挨拶

安全・安心・まちづくり部会
副代表

加茂千津子

青葉区役所区政推進課長
代表

上野 慶

小池 由美

10:10 部会活動報告
自然・環境部会

加茂千津子

安全・安心・まちづくり部会

宮崎泰雄

健康・福祉・教育を考える部会 岩瀬浩一
10:40 広報委員会活動報告（HP 含む） 広報委員長
運営委員会報告

副代表

大野 承

宮崎泰雄

10:55 質疑応答
11:05 まちの未来プロジェクト中間報告

代表 小池由美

青葉区まちづくり指針説明＋意見交換／質疑応答
11:55 閉会

副代表

健康・福祉・教育を考える部会

宮崎泰雄

12:15 昼食 懇親交流会
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総会

広報委員会報告

運営委員会報告・未来 PT 説明

青葉区まちづくり指針についての説明が鈴木区政推進
課長からありました。その後質疑応答
□交流・懇親会が部会を越えて行われました。

■解散総会
平成２３年４月１６日(土)
委員の希望する活動テーマを聞き、それを参考
に第８期区民会議の部会を設置しスタートさせる
予定です。
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部会活動
年月日
21.04.18
21.05.11

定例会
種別
部会
部会１

場所
区役所
田奈

21.06.15

部会２

田奈

21.07.13

部会3

田奈

21.08.10

部会4

田奈

21.09.14

部会5

田奈

21.10.19

部会6

田奈

21.11.09

部会7

田奈

21.12.14

部会8

田奈

22,1.18

部会9

田奈

22.2.08

部会１0

田奈

22.03.08

部会１1

田奈

22.04.12

部会１2

田奈

22.05.10

部会１3

田奈

22.06.14

部会１４

田奈

22.07.12

部会１５

田奈

22.08.09

部会１6

田奈

22.09.13

部会１7

田奈

22.10.18

部会１8

田奈

22.11.08

部会19

田奈

22.12.13

部会２0

田奈

23.01.17

部会２１

田奈

22.02.14 部会２２
田奈
21.03.14 部会２３
田奈
自然環境調査活動
年月日
種別
場所
2111,24
調査
谷本川
21,12,21
調査
恩田川
22.04.01
調査
谷本川
22.07.05
調査
恩田川
22.12.21
調査 恩田の谷戸
その他の活動
21,11,3
区民まつり参加
22,11,3
区民まつり参加
22.5、22 ３区交流会に報告

自然・環境部会

人数
主 な 内 容
16 運営委員を選出・部会の日程を決める
15 部会のオリエンテーション 自己紹介、部会組織をつくる、
区政運営方針説明会より深い説明要望項目の提案
15 第８期の部会のテーマ、計画について
区政運営方針説明会への質問について
12 部会のテーマの活動計画について 進め方決定する２つのテーマで進める
緑の保全分科会、川の保全分科会
14 分科会に別れて活動テーマを議論
22年度への要望提言は「恩田市民の森」について１件だけを
12 緑の保全；農地、市街化調整区域の実態調査
川の保全：「鶴見川と行政」河川管理の勉強会
17 緑の保全：農地、休耕地について資料で確認
川の保全：「鶴見川水マスタープラン」、「流域整備構想」の勉強会
11 緑の保全： 市街化調整区域の開発状況の調査、みどりアップ計画の勉強
川の保全：流域整備構想の青葉区内の計画を確認
10 「まちの未来プロジェクト」について
緑；市街化朝夕区域実地調査報告（谷本川沿い） 川：恩田川調査の予定
9 緑の保全：調査の確認、横浜みどり税利用の進捗状況確認
川の保全：調査の確認 管理者と川の整備の整備、リバースポット
14 緑の保全：みどりアップ計画。市民推進会議
川の保全；川辺整備に対する横浜市と川崎市の違い等
9 分科会の議論はある程度進んだので、次回より全体討議で進めることになる
緑：要望・提言の過去４年の項目確認、
緑；要望・提言の検討
10 緑：「市民緑地制度」樹林地の買い取り、
川；調査の振り返り、親水護岸の整備のちがい（青葉区、麻生区、町田市）
13 まちの未来プロジェクト、３区交流会、中間総会
緑：緑被率の低下を抑える、
川：親水設備の充実を提言に
9 緑、川：予算への要望・提言作成に向け、意見交換
３区交流会報告、総会の報告
9 緑、川：予算への要望・提言のまとめについて
区民のつどいの準備、
9 23年度横浜市予算への要望・提言の項目を確認し、
内容について細かに検討した。
11 要望・提言の最終確認、まちの未来プロジェクトアンケート集計の報告
各自、自宅近辺の街路樹と公園の実態を調べることにした。
10 青葉区街路樹ベスト１０、街路樹剪定の問題点、みどりアップの街路樹事業
街区公園について
12 街路樹と街区公園の緑について
市街化調整区域についての勉強
9 「まちの緑を守る」について３月の提言をまとめるために意見交換
公園を考える会、グリーンバンク制度等
11 緑被率、緑視率について
提案素案「発展するまちと自然環境の調和」について
８期活動総括
人数
4
11
8
4
7

内
容
鶴見川中流域現状調査 市街化調整区域（天神橋から水車箸まで）
恩田川調査：田奈駅から下流は岩川、上流は町田まで
谷本川調査：常盤橋〜麻生、町田の三輪〜市ケ尾まで
恩田川、提言のための再調査実施
仮称）恩田市民の森 周辺の環境調査（恩田の谷戸ファンクラブの案内）
内容
ここは何処でしょうクイズパネル（青葉区ビュウポイントの紹介）」
ここは何処でしょうパネル（青葉区ビュウポイントの紹介）」
「水辺に親しむには」川の調査活動を発表した
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第８期は設置要綱が策定され、広聴と政策提言を行

⑦（仮称）恩田市民の森（計画）の早期実現

うという部会活動の目的が明確になりました。
自然・環境部会の共有のテーマは「緑と川の保全」で

「川の保全」

す。２年間で具体的な提案提言を作ることをめざし、

・ 鶴見川と行政の関係

１年目は課題を議論しながら情報収集や勉強、現状調

鶴見川は青葉区民にとり大変身近な川で、区民会議で

査とすることにし、２つのテーマグループで活動をス

も昔から鶴見川に取組んできましたが、そもそも鶴見

タートしました。緑の保全グループと川の保全グルー

川はどこが管理しているの？から今期の勉強はスター

プです。川から考える自然と里山や農地、住宅地、街

トしました。

路樹から考える自然と２つの視点から考えることにし

国土交通大臣が指定する一級河川のため管轄は国土交

ました。緑の保全では「横浜みどりアップ計画」を検

通省ですが、普段の管理は、河口から第三京浜までは

証しながら青葉区内での実施状況や市街化調整区域の

国、そこから上流は神奈川県で、更に上流の町田市に

変容を調査しました。川の保全については、
「鶴見川流

入ると東京都、と３分割されていること、更に神奈川

域水マスタープラン」や河川の管理と行政の関係を学

県の中でも横浜市と川崎市の治水事務所が夫々管理し

習し、平成 15 年に横浜市の５区が協力して策定した

ていることが判りました。
鶴見川沿いを上流に向うと、

「鶴見川流域整備構想」を基に、実地調査を重ね、提

麻生区に入ると川の様子が違っていたのは管理主体が

言を作成していく予定です。

異なっていたから、
と初歩的な点に気づいた次第です。

また、未来プロジェクトで実施したアンケートから

同時に、支流の恩田川や早渕川、更にもっと小さい支

緑の保全や緑の景観維持の課題も確認されました。
「青

流も管理主体が分割されていること、川の分類は一級

葉区に住み生活している一市民として、
街路樹や公園、

河川から普通河川まで４種類あること、なども勉強し

里山等の魅力ある自然環境を次世代に引き継ぎたい」

ました。

そんな思いを大切に、区民の意見を聞き現状調査や横

・鶴見川流域環境整備構想 報告書

浜市の方針や計画を勉強しながら、住みよいまちづく

では我々のテーマである鶴見川の将来をどう考えたら

りへの提案を続けていきたいと考えています。

良いのか？県や市が鶴見川に関して考えた指針や計画
を検証し、
そこからヒントを見つけることとしました。

「横浜市予算に対する提言・要望」

“横浜市水と緑の基本計画”
“鶴見川流域水マスタープ

平成２２年度

ラン”
（水マス）などの計画・指針がありますが、水マ

(仮称)恩田市民の森の早期実現を

スの中で部会に関連する項目を検証しました。

平成２１年度よりスタートしたみどりアップ計画にあ

また
“鶴見川流域環境整備構想 報告書”
（平成１５年）

る施策（里山保全、農地保全、農業の担い手育成等）

と言う、鶴見川流域の市民の意見を充分に取り入れて

を恩田地域において優先して進めることを要望いたし

横浜５区の区長名で作成された「将来像」があります

ます。

が、この中の青葉

平成２３年度

区の箇所を丁寧に

① 鶴見川、恩田川で３ヶ所のリバースポット（水辺の

検証しました。

憩いの場）の整備

その結果、この報

１）鶴見川国道２４６～東名高速間の階段整備

告書で描かれたプ

２）恩田川奈良川合流部整備

ランの中で未実現

３）恩田川岩川合流部整備

のリバースポット

② 市が尾駅から寺家ふるさと村への散策路について

（水辺の憩いの

③鶴見川から寺家川沿いに寺家ふるさと村
（四季の家）

場）に注目し、現

への道を散策路として整備を。

地調査（後述）を

④農地・緑地への不法投棄に対する対策の強化を

実施した上で市に

⑤「屋敷林や樹林地など私有緑地の一般公開（都市林）

実現を要望しまし

制度を創設し、地域共生・環境共生のまちづくりを

た。

⑥川沿いにある谷本公園を川と一体の整備を
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「緑の保全」

現地調査しました。同時に、川の管理主体が横浜市、

・ 市街化調整区域

川崎市、東京都と分かれているので、管理主体の違い

青葉区の面積 3518ha に対し緑地は 1105ha(31.4%)で大

が川のメンテナンス状況にどのように影響するか、も

半は市街化調整区域 995ha の中にあります。これら緑

調査しました。実施日と参加人数は、４月１日・鶴見

地の現状把握として、市街化調整区域・税制などの制

川常盤橋から上流・８名、５月２１日・鶴見川谷本公

度、同区域内の緑保全の現実の運用、地図上でのプロ

園周辺・３名、７月５日・恩田川・４名、でした。

ット、実地の調査活動（下記の「鶴見川沿い市街化調

鶴見川、恩田川を歩いてみると、構想で描かれたリバ

整区域」と「恩田の谷戸」の２調査）を行いました。

ースポットは殆どが未実現でしたが、その中でも川へ

現実の運用面では、横浜市の環境創造局や都市整備局

降りられる階段や川辺にコンクリート板が既にある３

への聞き取りも行いました。結果として特に個人所有

ヶ所（参照：横浜市予算に対する提言・要望、Ｈ２３

地の緑の保全の難しさを認識し、保全策については下

年度）は、比較的低コストで「水辺の憩いの場」がで

記ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ活動にて検討しました。

きる、と確認できました。写真は谷本公園周辺の既存

・横浜の街路樹、青葉区の街路樹

の階段です。

「みどりの保全」を考えるなかで、横浜市や青葉区の
街路樹について調べてみました。横浜市全体の歩道街
路樹数は約８万８千本ですが、青葉区には１万５千本
を超える街路樹が植えられており、横浜市内第１位と
なっています。 横浜市が実施した市民意識調査によ
れば、市内に定住する理由として各区の区民が選択し
た項目の中で、青葉区では「街のイメージが良いから
37.1%」
「まちなみや景観がよいから 33.7%」が他区に
比べ断トツの一番となっております。残された自然の
みどりと共に、街路樹のみどりが「みどりの景観が美
しい青葉区」のイメージを創っているのでしょう。

また、川の管理主体が変わるとメンテナンスの状況が

私達はこの環境を維持創出するために、青葉区を横浜

違うことも確認できました。例えば、川崎市領域のリ

市の「いきいき街路樹事業」の重点実施地区とするこ

バースポットと東京都に入ると川岸の散策路、これら

とや、道路と街路樹への関心を高めるため、道路に街

の整備状況は青葉区エリア（横浜市管理）とは明らか

路樹の種類を冠した名称を付けることなどを提案して

に異なります。但し、川の周辺を市街化調整区域にし

いこうと考えています。

て緑・自然を残すか、住宅地とするか、で川岸の散策

例：美しが丘ユリノキ通り、あざみ野さくら街道。

路整備の方法は異なることも確認しました。
② 鶴見川沿いの市街化調整区域の調査
市街化を抑制する区域として指定されている区内の市
街化調整区域も開発が進み、年々貴重な緑地や農地の
緑が減少しているのが現状です。私達はその実情を知
るため区内の市街化調整区域内の実地調査を行うこと
にし、第１回目として鶴見川沿いの調整区域、天神橋
（緑区境）から水車橋（麻生区境）までを歩いて現地
確認しました。
この区間では、左岸の青葉消防署から東名高速の間の
開発が特に進んでおり、公共・公益施設として許可不
要となっている医療施設（病院）が平成２０年以降２

「調査活動等」

件続けて建設されていた。これによりこの間は、市街

① “鶴見川流域環境整備構想”に関する現地調査

化調整区域としての実態を失ったとして、今年市街化

この構想で提案された複数のリバースポットの現況を

調整区域から除外されていた。又、宮前橋～常盤橋間
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では左岸に約 1,000 区画、4,400 ㎡規模の墓地が開設
され、更に拡張計画が公示されていた。 川間橋～宮
前橋間の右岸では、農地の中に医療施設が開業し、ど

町田市内恩田川

ういう理由で開発許可が下りたのか理由は不明だが、
④ 恩田の谷戸の調査

川沿いの河川管理道路に面して新しい分譲住宅（十数

平成 22 年 12 月 21 日、恩田駅 10 時に集合し、恩

戸）が建っているのが散見された。また川沿いの道脇
に廃棄物が山積みされている所もあった。

田の谷戸ファンクラブの高橋さんにご案内いただき、

今回の実地調査の結果、この鶴見川沿いの一帯でも市

７名で（仮称）恩田の谷戸、熊谷戸小川アメニティー

街化調整区域の都市的土地利用（開発）が進んでいる

を歩きました。ここ恩田は青葉区では寺家と同じよう

ことが、改めて確認できた。

な谷戸があり、市民の森として地域で保全していきた
い里山です。毎年早期実現の要望を横浜市に提案して
います。２年前にもほぼ同じコースを歩いており、こ
の２年で大きく変わったことは、いくつかあります。
１つは墓地「恩田の杜霊園」ができたことです。しか
しながら周辺の 1000 坪の山林は寄付していただいた
ことはうれしいことでもあります。２つめは保全活動

拡張中の墓地

をしているグループの活動が広がっていること。定期

農地の中の医療施設
③ 恩田川ウオーク

的に田んぼを耕す活動のクループ、斜面地緑地を管理

平成 21 年 12 月 21 日に田奈交流センター付近より町田

するグループが新しくできたこと等です。

市まで自然部会のメンバーで恩田川岸を歩いた。目的

恩田の谷戸は低山に囲まれた谷に田畑が点在している。

は河川の整備状況を見るためである。田奈付近より上

周囲の山は里山の名残が残っており、
明るい。
クヌギ、

流約２ｋｍが横浜市青葉区と東京都町田市の境界とな

コナラの樹木にエノキ、ムクノキが混じっている。積

っている。田奈からは川岸の周辺は田畑などが多く一

もった褐色の落ち葉が温かさを醸し出している。所々

見市街化調整区域とおもわれる。無粋な護岸が続いて

に点在する杉の人工林に入ると地面は暗く、寒々とし

いるが、奈良川合流点では不十分ながら川遊びが出来

た感じを受ける。尾根に出ると開かれていて明るい。

そうな整備がなされている。
ここから 700m ほど上流が

春を待つキブシ、マユミなどの低木が温かみを与え

横浜市、東京都の境界である。東京都に入ると景観は

る。小川アメニティーに入ると地元にはないハナノキ

がらりと変わる。
側道の外側はすぐ住宅となっており、

やコブシが植えられていた。行政が指示して植えたも

川岸には桜が植えられており開花時の豪華さが想像で

のだそうだが、大きくなればなるほど違和感を発して

きる。川岸もよく整備されており、所々川辺に降りる

いる。和やかな自然は地もとの樹木を主体として欲し

こともでき、全体として公園化している。したがって

い。

側道は良い散策路となっているようだ。横浜市との違

⑤未来プロジェクト

いの大きさには驚かされた。
（参加者：10 名）記都留

２年間のまちの未来ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄへ参加しました。自然環
境保全の実態や 1000 人ｱﾝｹｰﾄなど区民の意識から、自
然環境保全の理念として「まちの発展と自然の維持を
調和させてまちづくり」
「限られた資源（ひと・金・時

奈良川合流点

間）を有効に使う水と緑の環境維持」
「多世代参加の自
然環境づくり」の３つを制定しました。また提案とし
ては「緑視率指標の導入」
「街路樹保全事業の拡大」
「横
浜みどりアップ計画の進め方」
「市街化調整区域の開発

町田市内恩田川

と自然環境保護」
「川の自然に親しむ施策の推進」の５
課題に取り組みました。
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健康・福祉･教育を考える部

年月日

種別

場所

21.04.18

総会・部会

青葉区役所

21.05.16

部会

青葉区役所

18

活動の方向性について討議。 福祉グループと教育グループに分かれる事に。

21.06.20

部会

青葉区役所

13

活動したいテーマにつき各人が発表

21.07.11

部会（教育）

青葉区役所

4

進め方を検討

21.07.18

部会（福祉）

ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾

8

進め方を検討

21.08.08

部会

青葉区役所

9

執行部より区民会議活動に関し説明

6

ミニ講座等のテーマ選定について

21.08.27

部会（教育） 田奈支援ｾﾝﾀｰ

人数
部会の発足、自己紹介、部会長選出

21.09.19

部会

ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾

8

H22年度予算提言、介護ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・ﾎﾟｲﾝﾄ制度について

21.10.09

部会

ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾

10

区民まつりでアンケートを実施する事を決定

21.10.22

会合参加

横浜市役所

－

市より各区福祉関連部会に対し介護ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・ﾎﾟｲﾝﾄ制度について説明

21.11.03

区民まつり

青葉区役所

－

福祉・教育関連のアンケート実施（237件回収）

21.11.20

部会

ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾

12

新規会員坂田氏参加。 区民まつりのアンケート結果について。

21.12.19

部会

ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾

10

執行部より「まちの未来プロジェクト」に関し説明

22.01.16

部会

ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾

9

自由討議

22.01.25

勉強会

青葉区役所

8

青葉区地域福祉保険計画について（講師：保健福祉課塩田係長）

22.02.20

部会

ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾

7

青葉区地域福祉保険計画について

22.03.19

部会

ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾

8

老人介護施設についての調査

22.04.17

部会

ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾

11

救急医療、区民会議のあり方等について

22.05.15

部会

ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾

11

市への来年度予算提言・政策提言について

22.06.05

中間総会

青葉区役所

6

中間報告

22.06.19

部会

ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾

5

各所にて実施中の区民アンケートについて

22.07.21

部会

ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾

6

区民のつどいの資料に基づき概要説明

22.08.19

部会

ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾

11

来年度予算提言・政策提言について確認

22.09.17

部会

ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾

6

区民アンケートの中間報告について討議

22.10.16

部会

ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾

6

区民まつりについて

22.11.03

区民まつり

青葉区役所

8

心電図の簡易測定実施

22.12.09

部会

ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾

8

食育について他自由討議

22.12.20

施設見学

4

県立麻生養護学校元石川分教室、老人保健施設横浜シルバープラザ

23.01.22

部会

ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾

10

今期の部会活動について(反省と自由意見）

23.02.16

部会

ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾

8

今後の部会活動について（特に高齢者問題、介護問題）

23.03.18

施設見学

6

特別養護老人ホーム｢緑の郷」
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部会活動

健康・福祉･教育を考える部会

当部会は、前期の「福祉・コミュニティー部会」
「教育・

H23 年度：

文化部会」と自然環境部会のうち「食の安全（食育）

①学齢期の障害者の増加に対応するため引続き区内

グループ」が合体し総勢３１名でスタートした。

への特別支援学校の新設を要望
②22 年度までの市の時限事業となっている「福祉人材

テーマが多岐に亘るため「健康・福祉グループ」と「教

緊急確保事業」（福祉施設職員に対する処遇改善策）

育・食育グループ」に分かれ､夫々のテーマについて

の継続および給付額の大幅アップと、「福祉人材就業

活動を行い、定期的に全体会議を開いて相互に報告･

支援事業」（介護資格の取得費用補助）の大幅拡充を

協力して部会として一体化を図ることとした。

要望。

しかし現実には二つに分かれる事で夫々の参加者が少

「教育グループ」

なくなり、活動がやりにくいという状況が発生して、
H22 年度：

結果的に一緒に会合を開くという形が続いている。

「学校を核としたまちづくりの拡充」を提言。学校支
＜具体的な活動＞

援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱや職場体験などのｷｬﾘｱ教育を担う組織の設
置や地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの増員を要望、また区に対しこれ

・青葉区地域福祉計画（H22～27 年度）についての勉

らの組織やコーディネーターの人達が情報交換でき

強会実施。青葉区福祉保険課塩田係長より説明を受け

るようなネットワークの組成を要請した。

る。内容について検証・検討を行なっていく。
H23 年度：
・各種介護施設、福祉施設の実態やサービスの内容調

①引続き、学校支援に関わる人の情報交換の仕組みづ

査および施設の見学。見学施設：県立麻生養護学校元

くりを要望。⇒コーディネーター対象の熟議が２月に

石川分教室、介護老人保健施設横浜シルバーセンター

開催され、ネットワーク化に向けた動きがあった。
②人気が高くなかなか受講できない「子育て世代向け

・有料老人ホームの料金体系、サービス内容等につい

の生涯学習講座の拡充」を提案。

て調査。多様なソースから収集したデータを分析中
・教育分野の意識調査の実施と分析。分析結果をもと

＜介護ボランティア・ポイント制について＞

に市教育委員会の関連部署と懇談。
当部会では制度発足前からこの制度に関心を寄せ、情
・食の安全や食育に関する勉強会実施

報収集を行なっていた。内容的に賛同できれば部会活
動として制度の普及に力を入れる予定であったが、期

・区民まつり（H21 年）でアンケート実施。区民の「ボ

待したものとはかなり相違があり、
踏み込んでいない。

ランティアへの取組み」
「介護問題に対する見解」
「教
育についての問題点」について意識調査を行なった。

＜区民まつりで実施したアンケートの結果＞

＜横浜市への予算提言＞

「ボランティア」
・60 歳以上の人はやっている人が多い（約 55％）
、年

「福祉グループ」

齢が下がるほどやっていない
H22 年度：

・活動の対象…男性：①自治会等 ②高齢者介護 ③

区内への特別支援学校の新設もしくは既存施設の増設

防犯･防災。女性：①高齢者介護 ②障害者支援 ③自

を要望→H21 年 4 月に麻生養護学校の元石川分教校が

治会等

設置されたのに続き、県が横浜市北部地区に新設する

・やりたい人は過半数を超えるが、やっていない。

ことを検討中との言質を得た。

（出来ない）理由①時間がとれない
③活動したいがきっかけがつかめない

20

②情報がない

部会活動

健康・福祉･教育を考える部会
50 代…①家庭教育やしつけ･保護者の態度 ②いじめ

「介護問題」

③不登校 ④教員の数､質 ⑤学力低下
・介護を受けたい場所。①自宅 ②特養ホーム（特に

60 代～…①いじめ ②家庭教育やしつけ･保護者の態

60 歳以上）…有料老人ホームを望む人は少ない

度 ③活字離れ ④不登校 ⑤学力低下

・施設に入りたい人のその理由。①専門的な介護に期
待 ②緊急時の対応 ③家族には時間がない

教育に対する問題点を探る調査から、
「学校教育」より
も「家庭教育」に課題があるととらえる人が多いこと

「最近の教育に関して」

が浮き彫りにされた。

・抽出された問題点
全体…①家庭教育やしつけ･保護者の態度 ②いじめ
③教員の数､質 ④学力低下 ⑤不登校
男性…①いじめ ②家庭教育やしつけ･保護者の態度
③学力低下 ④活字離れ ⑤不登校
女性…①家庭教育やしつけ･保護者の態度②いじめ
③教員の数､質 ④不登校 ⑤活字離れ
～30 代…①いじめ ②家庭教育やしつけ･保護者の態
度 ③教員の数､質 ④給食がない ④学級崩壊
40 代…①家庭教育やしつけ･保護者の態度 ②学力低
下 ③いじめ ③学級崩壊 ⑤教員の数､質
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部会活動

健康・福祉･教育を考える部会
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部会活動
年月日
21.04.18
21.05.13
21.6.13
21.7.10
21.8.8
21.9.12
21.10.9
21.11.14
21.12.12
22.1.9
22.2.13
22.314
22.4.10
22.59
22.6.12
22.7.10
22.8.14
22.9.11
22.10.10
22.11.13
22.12.4
23.1.13
23.2.10
23.3.11
年月日
21.6.25
21.7.16
21.8.20
21.9.9
21.9.17
21.10.22
21.11.19
21.11.26
22.1.21
22.2.4
22.3.1と9
22.3.18
22.4.15
22.5.27
22.6.24
22.7.22
22.8.8
22.8.26
22.9.30
22.10.26
22.10.28
22.10.25
22.11.25
22.12.10
22.12.17
23.1.13
23.1.27
23.2.24

種別
総会・部会
部会
部会
部会
部会
部会
部会
部会
部会
部会
部会
部会
部会
部会
部会
部会
部会
部会
部会
部会
部会
部会
部会
部会
種別
部会勉強会
部会勉強会
部会勉強会
講演会
部会勉強会
部会勉強会
部会勉強会
部会勉強会
部会勉強会
部会勉強会
部会勉強会
部会勉強会
部会勉強会
部会勉強会
部会勉強会
部会勉強会
部会勉強会
部会勉強会
部会勉強会
部会勉強会
部会勉強会
部会勉強会
部会勉強会
部会勉強会
懇談会
懇談会
部会勉強会
部会勉強会

場所
区役所
区役所
区役所
区役所
区役所
区役所
区役所
区役所
区役所
区役所
区役所
区役所
区役所
区役所
区役所
区役所
区役所
区役所
区役所
区役所
区役所
区役所
区役所
区役所
場所
田奈
田奈
田奈
公会堂
田奈
田奈
田奈
現地
田奈
田奈
現地
田奈
田奈
田奈
田奈
田奈
区役所
田奈
田奈
大和市
田奈
青葉土木
田奈
東電中山
区役所
区役所
区役所
区役所

安全・安心・まちづくり部会
人数
16
18
12
9
11
9
10
12
9
5
10
7
9
10
13
7
9
12
5
8
8
7
12
人数
11
14
14
3
2
9
10
累計6
8
10
累計10
9
8
10
6
8
6
10
6
5
10
3
7
3
7
8
7
12

主 な 内 容
部会役員・日程・部会内所属グループについて
部会活動の協議、部会活動の日程と部会名変更協議、会費他部会内担当選出
自転車問題の対応協議、8期部会活動内容協議
つどい開催の協議、23年度予算要望協議
防災を考えるグループから問題点の発表と内容協議。インフルエンザ講座提案
区民祭りへの対応協議、まちづくり指針の対応協議
区民祭り協議、（AED/緊急地震速報高所からの避難具）、駅周辺まちづくり協議
交通問題を集中議論（バス路線・自転車走行空間）
未来プロジェ クトについて説明、自転車走行区間体験感想議論
未来プロジェ クトと部会分科会の係わり方を協議、部会活動活性化を協議
未来プロジェ クト経過報告、行政と自転車走行空間・エコムーブの協議報告
未来プロジェ クトの経過説明、バス路線調査検証報告、交通標識検証報告
予算要望提言回答書を検討、横浜市中期計画の方向性を確認
未来プロジェ クトの検討大項目説明
区内道路のバリアフリー化を協議、区民会議アンケート調査について
つどいワークショ ップのシミュレーショ ン、23年度横浜市への予算提言要望検討
予算要望提言書の検討協議
未来プロジェ クトから部会に検討依頼がある項目について協議し担当を決めた
区民のつどい対応（エリアメール他対応する）、未来プロジェ クト部会作業協議
区民会議の在り方について検討、未来プロジェ クトについて担当内容を再確認
生活に便利で住みやすいまちに関する成果物を検討
8期の活動記録作成協議
区民会議の在り方について懇談
つどい資料の最終確認・懇談
内
容
地域医療拠点の医薬品保管方法、医薬品種別等の勉強と討議
区佐藤係長（防災担当）と防災関係予算内容の勉強会と提言書の骨格作り
区政推進課藤田・石原氏氏からエコムーブの説明を聞き意見交換
青葉区医師会インフルエンザ講演会へ出席（区民会議の提案を区として対応）
青葉区治安状況確認と防犯関係の勉強会
荏田西小学校地域防災拠点から見た防災体制の課題と提案
自転車走行空間について検証方法打ち合わせ
区提案の自転車走行空間について検証走行
クロスゲームを体験
青葉区交通網の実態確認について討議(区政推進課藤田・石原氏合同）
両日にわたってバス路線毎に乗車し運行実態を確認した
栄区が取り組んでいる都市マスタープランの勉強会
都市マスタープラン青葉区版について勉強会・3区交流会発表内容事前紹介
横浜市予算への提言と要望の勉強会、交通ネットワーク勉強会
横浜市予算への提言と要望の勉強会、バス交通網に対しコメント用意
防災予算要望最終案の検討と合意形成、交通関係提言についての勉強
広聴と政策提言について勉強会
未来プロジェ クト部会活動内容とのすり合わせと担当グループ決め
未来プロジェ クトの進行についての協議
大和市の防災施設見学、防災体制の確認勉強会
未来PTの作業の進め方打ち合わせ、区民祭りの資料確認
青葉土木事務所と電線地中化についての現状確認とその勉強
未来プロジェ クト部会勉強内容結果について検討
電線地中化について企業側の考え方を聞き懇談会を行った
横浜市消防局危機管理課大貫課長と防災についての懇談
医師会と青葉区の医療体制、今後の医療の在り方について懇談
部会の活動のまとめ、未来プロジェ クトの提案内容のまとめ
未来プロジェ クト部会担当分最終確認作業
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調査体験報告―１

2 回目のバス移動体験は 3 月 9 日。 この日は朝から
雪。止む気配どころか激しく雪が舞う中、荏田駅に集合

―バスによる青葉区内移動行動―

をして、まずはたまプラーザに向かいます。この日も始

三枝和江

まりは 246 からです。本数はやはり少ないのですが、路

青葉区が推進している“自家用車中心の交通行動の転

線を維持する

換（あおばエコムーブ）
”という施策を受けて、バスによ

には充分に足

る区内の移動を体験してみました。この施策は「環境に

りるという乗

やさしく暮らしやすい青葉区を次世代に受け継いでい

降客数は確保

く」ことを目指し、我々区民に対し、自家用車の利用か

されている様

ら公共交通・自転車・徒歩利用へと交通行動の転換を呼

子です。今日

びかけているものです。この施策が目指す方向性は賛同

はたまプラー

し理解もできるのですが、いざ転換という気にはなかな

ザとあざみ野

かなれません。そこで、部会員で自転車と公共交通によ

発のバスでの移動体験。バスの本数も路線も充分足りて

る移動体験をしてみることにしました。

いる様子です。されど、やはり自家用車では 5 分 10 分で

私が体験したのはバスによる移動。第一回目は、3 月 1

駅に移動できる距離なので、今の状態ではバスという公

日です。平成 21 年 3 月末で廃止になるという【柿 05 系

共交通への転換は望める状況ではないように感じました。

統】に乗って長津田駅から柿生駅方面に向かいました。

私たちが、以前、区民に実施したアンケートの調査で
は、自家用車を利用して行動している人の多くは、山坂

路線バスで

が多くてたいへんという青葉区の地形的は特徴をあげ、

246 を走ると

自転車や徒歩への転換は難しいと回答していました。ま

いう体験には

た、運行時間等が正確でないとして、自家用車で送迎を

少々興奮を覚

している方々からも同様の回答がありました。

えました。生

2025 年までに温室効果ガス排出量 30％削減を目指す

憎この日は、

横浜市の Co-Do 30 を受けての“あおばエコムーブ”です

田園都市線の

から、単に移動手段として、公共交通や自転車・徒歩へ

人身事故の影響を受けてしまい、ダイヤが乱れていて、

の転換を進めていくのではないことは理解できます。し

計画通りに行動とはいきませんでしたが、振替輸送とい

かし、区民からいえば、やはり、移動行動の手段ですか

う事態においても、
「日常より若干多い程度の乗客です」

ら、現状よりも時間的にも経済的にも負担を多く強いら

という運転手さんのお話に、廃止もやむなし…と、納得

れてしまう施策では転換しようという気持ちさえも持ち

をしてしまうような状態でした。午後からは、路線の増

難いように感じます。最近のエコや健康志向を背景に、

加を希望している奈良北方面に向かうことにしました。

環境面や健康面という観点から自転車や徒歩という移動

30 分に 1 本という運行状況、また、終点は団地の真ん中

行動を推し進めていくのも、単なるブームで終わってし

という場所でも待ち人もいないという状況。青葉台から

まう懸念があります。

乗降客がほとんどいない

少子高齢化という先を見据え、環境への負荷が少ない

状態で所要時間にして 20

自動車への転換を推進する施策や渋滞緩和などの道路整

分程の距離でしたが「ここ

備や交通ネ

も青葉区なのか」という言

ットワーク

葉がでてしまうほどでし

などの対策

た。しかし、区役所までは

の方が急務

バス 1 本で行けるので、バ

なのでは…

ス・電車と乗り換えて区役

と感したバ

所に行かなければならな

ス移動体験

いエリアに暮らす者にと

でした。

っては羨ましいという思いもありました。

２５

調査体験報告―２

民の散策や幼稚園児の散歩道として十分な広さも持った

『青葉区を自転車で走る：自転車走行空間現状の体験』

極めて快適な道路である（写真２ 10:16 前から来るの

写真と文

小池 仁

は、幼稚園児の列）
。家族連れやお年寄り・子供たちの大

2009 年 11 月 26 日（木）9:30～12:00 「自転車走行

切な道路で

空間」の現状を体験してみることを目的として、区役所

もあるので、

の石原氏の計画を基に、石原氏・平沢氏・小池仁の３名

自転車の通

がルート２（区役所→市が尾交差点→江田駅前→たまプ

行には十分

ラーザ駅前→美しが丘地域ケアプラザ→保木公園→すす

注意する必

き野小学校→すすき野公園→黒須田→資源循環局青葉事

要がある。

務所→鶴見川サイクリングコース→区役所 の約 14km）

そのま

を試走した。以下に写真を付して本日の体験を報告する。
午前 9:30 区役所に集合。石原氏から本日のコースの
概略を伺った後、区所有の電動アシスト自転車エコ・ム
ーブ号を借用。少し身体を慣らして即出発。
区役所を出発し、R246 を市が尾駅前交差点まで登る。
この辺は自転車が歩道を通行できないので車道を通行す
るが、想像したほど登りはきつくないし、側道を通る車
も比較的少なく自転車は通りやすいと思われる。市が尾
駅前交差点を左折し、この先 R246 が危険なので裏道を江

ま緩やかな

写真 ２ 國學院前の遊歩道

たまプラーザ駅周辺で、進行方向を南北から東西に変え
た田園都市線の下をくぐる。
さらに駅東側の交差点を左折すれば直ぐにたまプラ
ーザ駅前となり、青葉区役所からたまプラーザ駅までの
道のりが意外に近いことにびっくりした。この付近は自
転車を降りて歩道を押すことになるが、駅前を過ぎたと
ころから、

田駅に向

自転車歩道

かう。赤

通行可とな

田西公園

る（写真３

から荏田

10:26）
。

交差点に

たまプ

抜ける道

ラーザ駅前

路で車が

から美しが

渋滞する

丘二丁目方

ため、そ

写真 １ 江田駅を迂回して R246 に

面に向かう歩道は

こだけ自

転車を降りて道路の右側を押して歩くことになる。

坂を上ると

写真 1 たまプラーザ駅付近

歩行者と自転車の
それぞれの通行帯が分離されている（写真４）
。しかし、

宿自治会館を右に見ながら R246 に出たところが写真
１（10:06）
。ここは歩道が広いが、やはり自転車の歩道

通行区分は無視されていて残念。お互いが相手の通行区
分を尊重する知識とマナーがまず必要だ。

通行は不可なので、車道を通るか、または歩道を押して
歩くことになる。
この付近は歩行者も少ないので、自転車は R246 の車
道を通るよりも広い歩道を通行したいところ。
市営地下鉄ブルーラインの下をくぐるところから
R246 と分かれて早渕川に沿う感じで進み、さらに北に向
かって川を暗渠にして作られた遊歩道を進むと、國學院
大學の施設やテニスコートなどが広がる。
左手に並行して走る車道は急坂を登る形だが、歩行者
および自転車用のこの遊歩道は緩やかな登りで、近隣住

２６

写真 2 歩行者と自転車の通行区分表示

元石川小東側交差点を左折し、右手に美しが丘地域ケア

ながら移動できるのはエコ・ムーブならでは。

プラザを見ながら坂
道を下り、再び早渕
川に出て保木に向か
うが、狭い旧道を選
ぶ。旧道の途中に平
川の大燈籠（写真５
10:39）を眺め、さら
に進むと保木。
この付近のどか
な田園風景が続く
（写真６ 10:44）
。

写真 6 すすき野公園付近のイチョウ並木

写真 3 平川の大灯篭

さらに黒須田川に沿って車の少ない車道を南下する
と、広々とした田園風景が広がり、快適な自転車による
移動が楽しめる（写真 9 11:05）
。

写真 4 保木付近の旧道
ここから旧道を離れて保木公園前の広い車道を走る

写真 7 黒須田川に沿って南下

と、路上駐車の多いことに改めて気づく（写真 7 10:46）
。
路駐があると自転車は車道側によけなければならないが、

やがて黒須田川は、資源循環局青葉事務所付近で鶴見川

後方から来る車に注意する必要があるので後方を確認す

と合流し、自転車隊も市ヶ尾高校の裏から鶴見川のサイ

るためのミラーが欲しい。

クリングコースに入る。
さらに川間橋の下をくぐり、区役所前に到着（写真
10 11:14）
。区役所 4 階で意見交換を行って第 1 回の試走
を終了した。

写真 5 保木公園付近の路駐
次にすすき野小前から黒須田川に沿うように御嶽神
社前、すすき野公園前と進むと街路樹のイチョウが綺麗
に色づいていた（写真 8 10:57）
。季節を五感で直接感じ

２７

写真 8 区役所前に到着

調査体験報告―３

・この際 日常生活との融合が大切

大和市防災公園見学報告

・しかし既存公園への後付けの防災施設化も可能
・更に 初めの設計に満足することなく常に改善
嶋田敦雄

1 概要

・生きている防災公園の創出
・予算化の方策配慮

防災の観点から公園をとらえ、先進の防災公園を見学

・これらを 公園のあり方論議の中で推進

し今後の区民会議活動の一助とする。見学先は大和市リ
ラの丘防災公園でその各所に緊急時必要施設の設計的配
慮が見られ、非常に参考になった。青葉区としては、災
害対策機能としての公園の更なる充実を図ることは素よ
り、多目的の共有空間である公園の有効活用について論
議をすすめ青葉区らしいまちづくりに生かす必要がある
と感じた。

災害用井戸は 3 か所にデザイン性の高いものを

遊具も多機能 災害時に利用できる

ベンチ式のかまど

2 見学
日時 平成 22 年 10 月 26 日（火）10 時～15 時
場所 大和市リラの丘公園（コンフォール鶴間ライラッ
ク通り団地内）
見学者 小池（由）
、三枝、平沢、秋山、嶋田
目的 ・防災公園の内訳、経緯の把握
・その他防災施設
見学内容
幹線道路に面した高層マンションの裏手にあ
るまちづくり賞受賞の防災公園にて各種工夫

災害用備蓄庫は藤棚で囲むように公園脇に設置

された施設を見学（詳細別表）
3.所感
当該公園はライラック通り団地が建設されると同時に防
災を明確な目的として設計され、その後まちづくり賞で
表彰されたように、各施設にプロ感覚の工夫がなされて
いる。
・公園建設時に防災のコンセプトを入れて設計すると防
災レベルが高くなる

２８

団地内には太陽光発電の街灯

懇談会

■第１回は 21 年部会勉強会で青葉区総務課危機管理担

開催趣旨 横浜市への予算要望・提言について横浜市役

当係長と回答について懇談を行い、区防災の考え方の確

所、青葉区役所との懇談

認と懇談を行った。

開催日：21 年 7 月 17 日・22 年 12 月 17 日

■第２回は 22 年 12 月 17 日に横浜市消防局危機管理課大

場 所：田奈交流センター・区役所会議室

貫課長・青葉区総務課長、危機担当係長と懇談を行い、

懇談概要

各項目に対して考え方を確認し合ったが、横浜市予算枠

横浜市への予算・要望提言書作成にあったって防災の項

の厳しさ、施策についても多くが早急に対応できない現

目について類似再提案等継続提案が続いている。

状の説明を受けた。部会は現状を打破する為、危機管理

この状況を打破する為、安全安心まちづくり部会は以下

課と継続して懇談を行い、具体的な提言書の提出を行い、

の活動を行ってきた。今後もこの項について区民の安全

また、協働して提言達成を推進するため活動を継続しま

安心を確保する為活動を進めていきます。

す。

部会として提言を進める中、どの項目をどの様に提言す
るか何度も検討を重ね、話し合い合意出来た事項を提言
してきた。類似提案、再提案を重ねている事項の項目を
以下に記します。
「危機管理戦略重点施策」
（1）
「駅周辺混乱防止対策連絡会」設置要望
（2）関内・横浜駅以外の主要駅対応の「帰宅困難時行動
マニュアル」の作成要望
（3）震災時におけるトイレ対策の周知
（4）
「減災行動のすすめ」
「緊急地震速報受信装置について」
(1)「市内小中学校および公共施設への設置計画スケジュ
ールの説明」を要望
(2)緊急警報伝達システムの小中学校（地域防災拠点）導
入が検討されていますが、進捗状況（予算書）から実施
困難とされています。
「各区独自の取り組みが可能となる
こと」を要望。
(3)「一市民レベルへの緊急警報伝達方法と公共場所での
整備検討設置実績場所の説明」を要望
「携帯電話によるエリアメール配信での緊急速報につい
て・区単位でのエリアメール契約」要望

勉強会 青葉区薬剤師会からの報告

「緊急地震速報を活用した地域防災訓練に取り組むカリ

青葉区内の災害時医療拠点での医療備蓄品などの現状や

キュラムの作成」
「災害時安否情報検索システムの取り扱

課題を部会員でもある薬剤師会中村会長に説明を受けま

い方法について」
「地域医療拠点の現状把握と青葉区流整

した。

備作業」
「一時避難場所や広域避難場所として指定してい
る地域・公園などにも「防災公園」の様な機能の整備」
等について 8 期区民会議部会からの提言項目を追加し提
言書として提出していましたが、横浜市消防局危機管理
課が中心となって作成された回答書の内容は、従前から
の回答と類似し、変化が見られないことで、部会はどの
様に話を進めるか検討し、横浜市消防局危機管理課・青
葉区総務課と話し合いを直接行うことを計画し実施しま
した。

２９

未来プロジェクトに係わる懇談勉強会

るが、軽微なことで、又、タクシー代わりに使用する

開催趣旨区民会議が行った区民へのアンケートで「病院

場合に限定されるべきとの意見）

救急車などの救急医療体制の充実」について、青葉区の

④医師の将来・・外科、小児科、産婦人科などに医療リ

現状また将来の医療体制の動向について懇談を行った。

スクが高く、敬遠される傾向が続く。また女医が増加

日程： 23 年 1 月 13 日

していく。

場所： 青葉区役所

⑤青葉区は先進的に疾患別クリティカルパスを取り入れ

内容：医師会との懇談

ていく

「病院・救急車などの救急医療体制について（未来プロ

（どこの病院でも同様の病気治療が出来るシステム）
⑥病診連携が今後とも強化されていく。

ジェクトから部会へ検討を委託されたもの）
」
23 年 1 月 13 日、青葉区医師会入戸野会長、薬剤師会中
村会長に来ていた

■「青葉区医師会が区民に要望したいこと」として次の

だき、横浜市、青

ことが挙げられました。

葉区の救急医療体

●健康診断を特に受診して欲しい。市内受診率 20％台

制について実情の

は充分とは言えない。

把握と今後どの様

●かかりつけ医院を持つことを薦めて欲しい。

なことになるのか

救急車搬送先病院決定が的確に出来る。救急医療に携わ

将来予測の勉強会

る医師は受診者の病歴カルテ、投薬歴等が判ることで対

を行いました。

応がかなり的確に行うことが出来る。健康診断も受けず、

入戸野会長

診察を受けていない人は入院先受け入れ病院はなかなか
現状に対する理解は、国行政の係わる事項が多く、対応

対応し難い。少なくともかかりつけ医がいなければ、病

できないことも多くありますが、横浜市行政と医師会は

院の対応は困難である。医療機関を受けていなければ、

お互いに問題の整理を行いながら現状の改善に努めてい

対応しにくい。最悪の結果もあり得る。

ることが説明を受け理解しました。

健康診査未受診の妊婦が救急搬送や飛び込み受診により

■特記すべきは

医療問題を起こしているのは周知のことです。

1. 青葉区の救急医療体制は、横浜市内各区と比較して

世界中で発熱のみで夜間見てもらえる国は日本だけです。
●横浜市小児救急電話相談の利用を

充実している。
2. 青葉区内の病院・クリニック等各施設間の連携が良

電話相談が始ったことで小児救急では８割くらい減少が
見込まれる。積極的な電話相談を受けることが必要。

くできている。
3. 3 次救急医療体制保持に大変な労力を使っている。

●予防医療について

（この内容は、区民全体が考えていかなければなら

もっと市民、区民に対し予防医療について、又医療実態

ない重大な問題を含んでいる）

についてアナウンスをすべきである。

4. 高齢者の医療費が高いと言っているが、高齢者一人
あたりの医療費は高くない。
救急車の出動1回あたり費用は多額の費用（H17報告
では4万円年々増加している）がかかっている。医療
機関へ搬送時に医師により軽症（入院加療を要しな
い）と診断されたものが、全体の約60％を占めてい
る。
■医療に対する将来予想
①医療制度・・・崩れていく（日本式平等の診療からア
メリカ式の費用に見合った診療）
②医療費・・・医療費は上がっていく（ニーズ、医療進
歩、高医療高負担）
③救急医療・・・有償になっていく。
（税金で対応してい

３０

横浜市予算への要望・提言
平成２２年度横浜市予算に対する要望・提言と回答
1. 平成２１年度よりスタートしたみどりアップ計画にある施策（里山保全、農地保全、農業の担い手育成
等）を恩田地域において優先して進めることを要望いたします。
【

回

答

】

市内に残る良好な緑地につきましては、土地所有者のご理解とご協力を得て、法律や本市の条例に基づ
く緑地保全制度により保全を進めています。ご要望いただきました恩田地区の緑地につきましても、青葉
区に残る貴重な緑地のひとつであることから、早期に緑地保全の指定ができるよう、地権者の方々との交
渉を続けているところです。

今後も緑地の保全に向けて努力してまいります。

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：045-671-2646

細野文夫
FAX：045-224-6627）

2．「青葉区内に特別支援学校の新設」
青葉区では１８歳未満の身体障害者・知的障害者数が７０２名に達し（前年比４１名増）、横浜市各区の中
では、港北区、戸塚区につぎ第３位となっています。
（平成１９年度横浜市統計ポータルサイトによる。）
従来青葉区には特別支援学校は無く、今年４月にようやく県立麻生養護学校元石川分教室が開設されまし
たが、高校のみ１学年１５名でまったく不十分と言わざるを得ません。区内の障害を持つ児童生徒の近隣
行政区にある施設への通学は、家族にとっても大きな負担となっています。また、今後の人口増等も合わ
せて考慮すると、当該施設の必要性は高まる一方です。昨年度の同趣旨の要望に対し、
「今のところ青葉区
に特別支援学校を新設する予定は無い。
」との回答でしたが、特別支援学校新設に向け、是非とも再検討を
お願いいたします。
【回

答

】

青葉区を含む横浜市北部における特別支援学校の整備については、市立の特別支援学校の整備計画はあり
ませんが、設置義務のある神奈川県に対して、設置を要請してまいります。
横浜市教育委員会事務局 特別支援教育課長
（特別支援課

電話：045-671-3958

仲俣

正之

FAX：045-663-1831）

3．「地域の教育力を学校教育に生かし、学校を核としたまちづくりの拡充」
現代の学校教育では、教職員・保護者・地域住民の三者による連携や協力が、子どもの教育や成長に不可
欠とされており、それらを通じてできたつながりや活動そのものがその地域を活性化し、まちづくりにつ
ながっています。 実際の活動としては、読み聞かせや安全パトロール、職場体験などが行われていますが、
例えば中学校で５日間以上の職場体験を実施する「キャリア・スタート・ウィーク」によるキャリア教育
では、生徒を受け入れる地域の職場探しから連絡・調整などは、数年ごとに異動する教職員にとっては困
難を伴うようにも見受けられ、むしろ地域に根ざし様々なつながりを持つ地域住民や

保護者が行うこと

でスムーズに行く場合があると考えられます。 また、横浜市では地域コーディネーターの養成が進められ
ていますが、まだ全校には広がっていません。学校支援地域本部として組織が発足したのも 21 年度は 4 箇
所です。学校と地域の連携を進め、学校支援ボランティアや地域で行われる職場体験などのキャリア教育
を充実させるため、学校および地域ニーズを把握し対応できる組織やコーディネーターの設置の拡充をお
願いします。また、今後の見通しや関連する取組みがあれば教えて下さい。 さらに、社会資源や人材の情
報は身近であればあるほど共有し活用することができるので、各校の地域コーディネーターやそれらの活
動を担う人たちが情報交換をできるようなネットワークを
【

回

答

区で形成することを提案します。

】

地域コーディネーターは学校支援ボランティアをはじめとする地域の人材や、キャリア教育の際の職業体
験先のような地域の事業所組織との調整を行うなどの学校・地域のパイプ役を担っています。平成２１年
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度は新たに５８名のコーディネーターを養成しました。横浜教育ビジョン推進プログラムにも示されてい
るとおり、平成２２年度末までに１２０名以上の地域コーディネーターの養成を進めます。地域全体で学
校教育を支援する体制づくりを行う学校支援地域本部事業については、現行の４本部に加え、２２年度か
ら新たな地域に本部を展開する方向で準備を進めています。地域コーディネーター間のネットワークにつ
いては、今後形成に向けた支援を検討していきます。
横浜市教育委員会生涯学習課長
（生涯学習課

福島

TEL：045-671-3281

博

FAX：045-681-1414）

4．「危機管理戦略重点施策」
（１）「駅周辺混乱防止対策連絡会」についてはどの駅を想定されているのか。
また、田園都市線における乗降客数の多いあざみ野駅（市営地下鉄連絡駅）
、青葉台駅（バスタ―ミナル集
中駅）への設置を昨年度要望しましたが、途中経過をお知らせいただくよう要望します。
（２）「 帰宅困難時行動マニュアル」について、青葉区における帰宅困難者の状況が関内、新横浜周辺で
の帰宅困難者とは大きく違うことを視野にいれて、別途対応マニュアルの策定を検討する事で、昨年度報
告をいただきましたが、その途中経過をお知らせいただくよう要望します。
（３）震災時におけるトイレ対策の周知
２０年度予算としてトイレパック備蓄予算が大幅に増加し、計画的な紙パックトイレを防災拠点等に備蓄
する事としたと昨年度報告を受けましたが、青葉区内防災拠点への備蓄状況の説明を要望いたします。ま
た、トイレ対策の重要性につきまして市民、区民への周知を行うとありましたが、どの様に行っているか
ご説明ください。また、高層ビルやマンションでのトイレ対策：排水可能な状況でも水を流してよいのか。
下水道との関連など「こうすればこうなる」といった注意喚起はどの様に行うのか説明を要望いたします。
【

回

答

】

（１）青葉区では交通結節点であるあざみ野駅周辺の帰宅困難者対策として、平成２１年３月に國學院大
學横浜たまプ ラーザキャンパスと「災害時における帰宅困難者等の支援に関する協定」を締結し、帰宅困
難者の一時避難場所の確保を図りました。
「駅周辺混乱防止対策連絡会」については、東急電鉄あざみ野駅、
市営地下鉄あざみ野駅、青葉台駅各駅の取組みについてヒアリングを行なったところですが、連絡会の立
上げには至っておりません。
横浜市青葉区総務課長 井原
（総務課

電話：045-978-2210

周二
FAX：045-978-2410）

（２）本市では、横浜市民の皆さまを対象として平成２０年１１月に実施した危機管理アンケートの結果
を踏まえ、
「減災行動」
（災害による被害をできるだけ小さくするための取組）の啓発パンフレットとして、
平成２１年３月に「『減災行動』のススメ」を作成しました。これは、日頃からどのような備えをすればよ
いのかという視点で、今すぐに実践できる減災行動を７つのアクションにまとめたものです。 その中で、
外出先で交通機関が停止した場合の帰宅対策として、市民の皆様に取り組んでいただきたい項目を紹介し
ております。

このパンフレットは、各区役所や市民情報室等で配布しているほか市のホームページに掲

載し周知を図っています。
横浜市安全管理局危機管理課長
（危機管理課

大貫

電話：045-671-2011

義幸
ＦＡＸ：045-641-1677）

（３）
「青葉区防災拠点への備蓄状況」青葉区内では地域防災拠点１か所につき、３０００セットのトイレ
パックを備蓄しています。トイレ対策についての市民、区民への周知につきましては、広報よこはま（２
１年３月１日号）へ掲載するとともに、地域防災拠点で開催される防災訓練でバキューム車による仮設ト
イレの汲み取り模擬訓練の実施やトイレパックの使用方法の説明を行っております。また、区役所などで
防災パネル展を開催し、実際に災害派遣された時のトイレ事情、汲み取りの様子の説明やトイレパックの
展示を行い、市民への災害対策についての啓発を行っております。青葉区については２２年２月１日から
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７日に区役所区民ホールで防災パネル展を開催しました。
横浜市資源循環局業務課長
（業務課

落合

電話：045-671-2555

昇
FAX：045-662-1225）

「市民への周知」
「『減災行動』のススメ」
（前項参照）の中で、トイレパック備蓄の現状や必要性を盛り込
み、市民、区民への周知・啓発を行っています。
横浜市安全管理局危機管理課長
（危機管理課

大貫

電話：045-671-2011

義幸
ＦＡＸ：045-641-1677）

「震災時の下水道の状況」青葉区の汚水は、下水道管きょを流れ、港北区の大倉山七丁目にある港北水再
生センターと都筑区川和町にある都筑水再生センターにおいて処理し、鶴見川へ放流しております。
管きょ延長が長いことから、震災時における被害状況の把握には日時を要します。

大規模地震が発生し

た場合、下水道管きょ及び水再生センター（港北水再生センター、都筑水再生センター）の被害状況を速
やかに確認するとともに、公共下水道施設の使用制限が必要と判断された場合は、本市からの広報に努め
ますが、環境創造局管路保全課もしくは青葉区役所へ確認願います。
横浜市環境創造局
（管路保全課

管路保全課長

電話：671-2831

熊田昭一
FAX：641-5330）

5．「緊急地震速報受信装置について、市内小中学校での設置状況、計画の進捗」
緊急地震速報について、横浜市では市営地下鉄やその他の公共施設に受信装置の設置が始まっていますが、
市内小中学校での設置状況について、計画の進捗についてお知らせください。一市民レベルへの伝達方法
と・公共場所での整備検討と設置実績場所の説明を要望いたします。また、NTT など携帯によるエリアメ
ール配信での緊急速報が自治体で始まっています。横浜市のような大都市ではエリアメールの利点が生か
しきれません。区単位でのエリアメール参加など検討を要望します。

＊三鷹市(18 万人)、藤沢市(41 万

人)、飯能市(8.3 万人)、 足立区（65 万人）などで始まっています。青葉区 30 万都市のエリアでの参加を
要望します。
【

回

答

】

緊急地震速報の受信設備については、横浜市としては、現時点で安全管理局を中心に市立小・中学校を含
めて市内公共施設等での導入方針について検討を行っております。
横浜市教育委員会事務局総務課学校防犯・防災担当課長
（学校防犯・防災担当

渋谷

和生

電話：045-671-4178）

・小中学校や公共施設等への緊急地震速報受信装置の設置につきましては、緊急地震速報の受信条件や地
域による震度情報の差異があるため、建物管理と一体で考えることが必要です。現在この点をふまえて関
係部門と検討しております。
・現在、市庁舎に緊急地震速報受信装置を設置しており、市庁舎に来庁された方への伝達方法として、館
内放送を考えております。また、市庁舎周辺ビルへの緊急地震速報の配信について現在検討を行っており
ます。
・エリアメールとは、緊急地震速報や災害情報等の地域情報を特定エリアに配信するサービスで、現在、
特定の携帯電話会社がこのサービスを提供しています。
本市では多くの携帯電話に対応し、情報料無料でご利用いただける「防災情報 E メール」で災害情報を提
供しております。

なお、緊急地震速報は、各携帯電話会社がサービスを提供しており、これらの携帯電

話会社と直接契約していただくことになります。
横浜市安全管理局情報技術課長

橋本

孝二

（安全管理局情報技術課 電話：045-671-2143

FAX：045-641-1677）

6．「緊急地震速報を活用した地域での防災訓練を取り組むカリキュラムの作成」
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防災訓練で「緊急地震速報を活用した地域での防災訓練」を取り組むようにカリキュラムを作成する予定
があるのでしょうか？お知らせください。
【

回

答

】

緊急地震速報を活用した訓練は自助の要素が強く、平時に建物等で実施することに意味があると考えて
おります。このため、「緊急地震速報を活用した地域での防災訓練」を実施する予定はございません。
しかし、平成２２年１月１８日に職員を対象に地震発生直後初動対応の訓練を行いました。また、市庁
舎では初めて緊急地震速報受信装置を作動させ、「市庁舎緊急地震速報対応訓練」を実施しました。
横浜市安全管理局情報技術課長

橋本

孝二

（安全管理局情報技術課 電話：045-671-2143

FAX：045-641-1677）

7．「防災行政用デジタル移動無線システム等を活用した緊急警報伝達システムについて、地域での取組の
開示」
平成１９年度に整備が完了する防災行政用デジタル移動無線システム等を活用して、国からの緊急情報を
住民に伝達する緊急警報伝達システムを構築すると回答をいただきましたが、地域での取り組みを開示し
てください。 また、青葉区防災計画にはどのように反映されるか提示ください。２１年度運営方針では
J-alert の新機種：専用小型受信機 J-alertII での整備着工が書かれています。今年度は５か所への整備
ですが、市内４６８か所の整備計画を提示ください。J-alertII による各拠点（小中学校）への導入によ
り、同報系防災行政無線への導入（地域住民への直接的な警報伝達システム）の検討はなしという判断か
どうか回答ください。
【

回

答

】

本市では、平成３年度に同報系防災行政無線設備の導入についての検討を行いましたが、
１

横浜市の地形は起伏が激しく、電波や音声が伝わりにくいため、効率的な設備の配置が難しい

２

住宅の密閉化が進み、屋外の放送が聞こえない可能性が高い

３

都市の美観や静かな環境を求める市民の意識が高く、設備の設置が難しい

などの理由から整備を見送っております。しかしながら、本市における「防災行政無線」については、地
域や行政機関との間の情報受伝達を目的として、災害時に避難所として指定されている市内４６７の小中
学校（地域防災拠点及び医療救護拠点）と区役所の間で、双方向で簡単に通話が可能なデジタル移動無線
を使って情報のやりとりが行えるよう整備を行いました。このデジタル移動無線を有効に活用し、２０年
度より地域防災拠点などに指定されている市内の小中学校に屋外スピーカーを設置して、避難等に関する
緊急情報を市民の皆様にお伝えすることができる緊急警報伝達システム整備事業に着手いたしました。
２１年度は、局地的大雨、いわゆるゲリラ豪雨対策として大雨により川の水があふれた場合や堤防が壊れ
た場合に、浸水する可能性のある戸塚区の５拠点への整備が２月には完了しました。

また、このシステ

ムにより国の緊急地震速報などの緊急情報も伝えることができるようになります。このように、緊急警報
伝達システムとは、災害時等における新たな広報手段のひとつとして区の防災計画にも取り入れられ、国
や市からの緊急情報を同報系防災行政無線と同様な伝達方法により、市民の皆様にお伝えすることができ
るシステムです。したがって、今後の同報系防災行政無線の導入予定はありません。

２２年度は戸塚区

５拠点のシステムの運用及び今後の整備についての検証を行う予定です。
横浜市安全管理局情報技術課長
（情報技術課

橋本

電話：045-671-3458

孝二
FAX：045-641-1677）

8．「災害時安否情報検索システムの取扱方法についての再度の確認」
昨年度の報告内容は、この件につきまして横浜市行政が行う事となっており地域住民が対応する事はない
とされていますが、本当にこのまま横浜市行政は進めるのでしょうか？再度ご確認させていただきます。
入力方法の改善を求めます。
（再提案）あるいは新規システムの導入の検討を要望します。外国人市民への
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対応も進んでいません。外国人市民への対応については１９年度横浜市総合防災訓練終了時にすでに提案
をしていますが、回答が十分ではありません。
【

回

答

】

横浜市災害時安否情報システムの取扱いにつきましては、システム検討委員会において関係者の意見を
反映した仕様とするとともに、個人情報保護の観点から横浜市個人情報保護審議会を経て運用管理要綱を
定め、原則として取扱者を横浜市職員と規定し、管理・運用を行っております。しかしながら、大勢の方
が一度に地域防災拠点に避難された場合や市職員が被災して地域防災拠点に行けない場合などには、地域
防災拠点運営委員会の方に避難者カードの配布・回収及びシステム入力をお願いすることもあると考えて
います。

また、入力方法につきましては、避難者の方にご記入いただく避難者カードを基にキーボード

により入力することになっています。各地域防災拠点において、配布してあるソフトウェアを収めたＣＤ
を用い、職員室等にある複数のパソコンにインストールすることにより、分担して入力することもできま
す。しかし、技術の進歩により新しい方法などがあることは認識していますが、市全域への導入について
は運用や費用などが課題であると考えています。外国人避難者の方の対応につきましては、漢字・英字・
カタカナによる氏名入力が可能です。同一の表記である氏名の方が複数おられる場合は、個人情報保護の
観点から、検索時に住所や電話番号により個人を特定しないと、表示しないようにしております。しかし、
現在の避難者カードは日本語表記となっているため、外国語表記について検討いたします。
また、通訳ボランティアを活用することも有効であると認識しています。
横浜市安全管理局情報技術課長
（情報技術課

橋本

電話：045-671-3458

孝二
FAX：045-641-1677）

9．「地域医療拠点の現状把握と青葉区流整備作業」
医療拠点の役割について、青葉区危機管理担当と正式な協議機関設置を求めます。

現在の医療拠点の

確認を行ってみると
（１）設置場所がこれでいいのかといった現状に気付かされた。この実態について行政として、まず、実
態把握を行い認識レベル合わせを行いたい。医療拠点の役割について、青葉区三師会と危機管理担当と協
議できる体制が弱いため、改善が進んでいない。このため、医療体制に危機感を覚える。
（２）横浜市危機管理室の指導が青葉区の実態と合致するのか青葉区として検証しその検証結果について
お知らせください。もし、合致していないとした時には、その原因をお知らせください。
（３）青葉区三師会と区民会議、青葉区連長会、区民が青葉区と協働して活動し区民の安心安全を確保す
る協議機関設置が出来るか検討いただきたい。
【理由：区民会議は、今まで勉強し積み上げてきた資料を提供し、また問題点の提言を行っており区民の
ため出来るだけ活動する体制整備の必要性を覚える】
【

回

答

】

（１） 地域医療救護拠点につきましては、平成２２年度に三師会と連携して各医療拠点にクリアケ
ース等を配布し、医療器材、医薬品が症例ごとに保管できるよう改善を図ってまいります。
横浜市青葉区総務課長 井原
（総務課

電話：045-978-2210

周二
FAX：045-978-2410）

（２） 地域医療救護拠点は、横浜市防災計画に基づき設置しており、各区の特性に応じた取組みを行なっ
ております。青葉区では、横浜市防災計画の内容に加え、区医師会、歯科医師会、薬剤師会が、アマチュ
ア無線を取り入れた訓練を行っているほか、区歯科医師会から申し出があり、計画で定められた医師、看
護師、薬剤師に加え、歯科医師も拠点に参集し、医療救護活動をすることになっています。このように、
地域主体の訓練等を実施していただいているところですが、お気付きの点がありましたらお知らせ下さい。
横浜市青葉区福祉保健課長
（福祉保健課

山口

電話：045-978-2432

勝
FAX：045-978-2419）
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横浜市青葉区総務課長
（総務課

井原

周二

電話：045-978-2210

FAX：045-978-2410）

（３） 現在、青葉区内には１２箇所に地域医療救護拠点が設置されており、毎年２箇所程度の拠点で三師
会との合同訓練を行なっております。２１年度は青葉台中学校において周囲の拠点と連携して医療救護拠
点訓練を実施しました。今後も地域防災拠点運営委員会連絡協議会等の場において、近隣拠点が連携して
医療救護拠点訓練を実施するように調整してまいります。また、地域医療救護拠点や地域防災拠点の課題
については地域防災拠点運営委員会連絡協議会で検討してまいります。
横浜市青葉区総務課長
（総務課

井原

周二

電話：045-978-2210

FAX：045-978-2410）

10．「青葉区防災計画の見直し」
（１）各区に配員される危機管理担当係長（青葉区は２１年度配置）の役割を明確に防災計画に反映する。
（２）地域防災リーダーの育成プログラム作成を要望します。
ア

防災ライセンスネットワークの区における進捗状況公開を要望します。

イ

地域防災拠点での拠点運営、総合プロデュースができる人材（防災ライセンス取得者ではなく）

の育成を、専門プログラムを設けて研修育成を図る。地域防災拠点運営委員会では役員が年度毎に順番に
担当 している状況で専門性を持つことが難しいのが現状です。専門性を持てるようなプログラムの作成を
要望します。
ウ

リーダー育成にともない、地域防災訓練の見直しを図ることを要望します。その上で、現在の防災ラ

イセンス取得者の地域での活用の場を広げる事を要望します。
【

回

答

】

（１）危機管理担当係長につきましては、青葉区役所事務分掌の「区の危機管理に関すること」を主な業
務としており、具体的には地震や風水害等の自然災害や感染症などの様々な災害への対策、対応を行なっ
ております。青葉区防災計画は災害対策の総論としてまとめていることから、危機管理担当係長の役割を
記載する予定はございません。
（２）防災ライセンスネットワークにつきましては、２２年度中にライセンス取得者を対象に連絡会を設
置し、各拠点で活動できる環境づくりを進めます。地域防災リーダーの育成プログラムについては、安全
管理局と連携を図り、調整してまいります。
横浜市青葉区総務課長 井原
（総務課

電話：045-978-2210

周二
FAX：045-978-2410）

11．
「いっとき避難場所や広域避難場所として指定している地域・公園などにも「防災公園」のような機能
の整備」
避難場所は災害時に一時的に利用する地域ではありますが、指定された地域に居住しているものにとって
は、避難者を受け入れる態勢が何一つ整っていない状況の中で抱えている問題がたくさんあります。そこ
で、停電時でも対応できるような照明灯（太陽電池式や発電機の設置）・ 防災用のかまど・ベンチ・防災
トイレ・非常用便槽用の穴などの整備を提案・要望します。
【

回

答

】

広域避難場所は、地震に伴う大火災が発生し、炎上拡大した場合、その輻射熱や煙から身を守るために、
火災が収まるまで一時的に避難する場所として、その地域の実状にあわせて指定しています。指定にあた
っては、団地、学校、公園など防火水槽、火災の延焼防止や輻射熱から身を守るための植栽、被災者を収
容する広場等、防災上の基本的な機能を果たせる場所を選定しております。いっとき避難場所は、広域避
難場所や地域防災拠点へ避難する前に、一応避難して様子を見たり、広域避難場所等へ避難するために集
結する場所で、自治会・町内会が必要に応じて定めています。なお、横浜市防災計画で広域避難場所と地
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域防災拠点の役割分担を行っており、ご要望のありました照明灯やかまど、トイレ等は地域防災拠点に必
要な機能として配置しております。ご理解いただきますようお願いいたします。
横浜市安全管理局情報技術課長
（情報技術課

橋本

電話：045-671-2143

孝二
FAX：045-641-1677）

12．「 階段用避難器具の配備に対しての援助」
青葉区をはじめとする近隣地域の街の様子を見ると集合住宅が多いというのも横浜市の特徴の一つです。
昭和期に建設されたマンション・団地の多くにはエレベーターが設置されていないという実態があります。
また、エレベーターが設置されている建物でも災害時は停電等で使用出来ない状況になる事は今迄の災害
で確認出来ます。

青葉区災害時要援護者避難システムという制度を整備を行っている中、高齢者・障害

者などの災害弱者、また負傷者の階段を使っての避難や救助についてこの機器整備の必要性を覚えていま
すので提案します。階段利用の救助や避難には困難が伴います。災害時の救助だけでなく、軽度な怪我等
で安易に救急車の要請が出来ない昨今の事情から考えても階段用避難器具は集合住宅では当然整備する備
えの一つです。しかし、階段用避難器具の重要性への理解が乏しく、器具によっては安全性や性能面、何
より操作方法などに不安もあります。また、一概に避難器具（車）といっても形状や価格も様々なようで
す。備えを必要とする集合住宅の事情も一様ではありません。災害時要援護者避難システムを確立し、共
助という形での住民間の救助や助け合いをすすめるのであるならば、救助する側の立場にたった備えも必
要です。防災訓練時や関連イベント時など様々な機会を捉えて紹介することも必要と考えます。設置推進
について行政の指導や援助を要望します。
【

回

答

】

災害時には、地域のみなさまの協力による避難、救助等が必要となります。特に、階段を使っての避難に
あたっては、労力や危険性が伴いますので、安全に避難することができる器具について防災指導等の機会
を通じて紹介したいと考えています。
横浜市安全管理局予防課長
（予防課

吉原

電話：045-334-6601

晴彦
ＦＡＸ：045-334-6610）

平成 22 年 2 月に行なわれた「すすき野･荏子田･黒須田地域防災フェア」では、実際に避難器具を使用した
避難訓練が実施されました。平成２２年度には防災訓練や関連イベントの実施にあわせて、避難器具の展
示･紹介ができるよう、検討してまいります。
横浜市青葉区総務課長 井原
（総務課

電話：045-978-2210

周二
FAX：045-978-2410）

13．「街頭緊急通報システムの設置と設置エリア拡大」
犯罪の抑止・監視を目的とする防犯カメラはいろいろな場所に設置されています。しかし防犯カメラでは
助けを求めることはできません。通行しているだけで犯罪に巻き込まれてしまう事件が近年多発していま
す。行政がＣＯ２削減のためにコンビニの２４時間営業の自粛を求めた際に、反対する人の多くはコンビ
ニの役割として安心感を訴えていました。コンビニにこのような役割を期待してよいのでしょうか。行政
が自粛を今後も検討していくのであれば、市民の安心・安全確保の対策も必要です。そこで、現在県内数
か所の駅前に設置されている街頭緊急通報システム「スーパー防犯灯」、もしくは、それと同様の機能を持
つ機器の設置が必要であると考えます。これらの機器は使用されないことが最善ですが犯罪抑止の効果が
期待できます。現在設置を進めている駅前や繁華街に加えて、自粛を要請する住宅街等にあるコンビニの
近くなどへの設置を要望します。
【

回

答

】

犯罪多発場所等に設置されている街頭緊急通報システム（スーパー防犯灯）は、犯罪等の緊急事態が起こ
ってしまった場合に通報ボタンを押すことにより所轄警察署の警察官と直接通話ができるようになってい
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ることから、神奈川県警察が設置し、管理をしているものです。本市では、現在のところ防犯カメラの設
置は予定しておりませんが、実践的な防犯計画として策定した「よこはま安全安心プラン」に基づき、
「自
分たちのまちは、自分たちで守る」という自主防犯力の強化を地域の皆様方と進めており、地域防犯拠点
を整備する際の助成や防犯パトロールなどの地域防犯活動の支援等を行っておりますので、御理解・御協
力をお願いします。
横浜市安全管理局

地域安全支援課長

綿引

（地域安全支援課

電話：045-334-6481

緑

FAX：045-334-6471）

14．「自転車歩道通行可の補助標識の改善」
自転車通行可や歩行者優先などの補助標識が自転車通行可の歩道沿いに設置されています。前回、青葉台
駅周辺を調査した結果からも、標識として不備な点を多く見受けます。歩行者・自転車双方から見やすく、
また両方向から見えるように設置場所や高さの改善を要望します。また、補助標識などの設置について警
察だけでなく地域の関係機関や団体と共に考える場や機会を要望します。
【

回

答

】

道路標識の設置に関する要望は、神奈川県警の窓口「神奈川県警察本部交通部交通規制課企画係 標識
BOX・信号機 BOX 担当（ホームぺージ：http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf1017.htm ）」にお
いて受け付けていますので、ご意見をお寄せいただければよろしいかと思います。また、御指摘の青葉台
駅周辺の補助標識については、青葉警察署に趣旨をお伝えしました。今後も、歩行者・自転車の安全・快
適な通行に関する取り組みを区民会議の皆様と共に進めていきたいと考えていますので、引き続きよろし
くお願いいたします。
横浜市青葉区

区政推進課長

上野

（区政推進課

電話:045-978-2217

慶
FAX:045-978-2410）

15．「交通ルールなどの周知方法の拡大」
交通ルールなど（改正道交法なども）を常時知らせる工夫を提案します。青葉区役所２階戸籍課では、順
番待ちのお知らせ用のテレビがイッツコムの協力で設置されています。区の行政情報なども放映されてい
ますが、これに身近な交通ルールなどの情報を警察署と協力して提供することを提案します。また、自転
車等放置禁止区域の標識に自転車駐車場の案内の設置と商店街等の駐輪場の整備に行政の指導や援助を要
望します。
【

回

答

】

「交通ルール」
現在青葉区では、各期交通安全運動の際の交通安全キャンペーン等を中心にちらしを配布するなどして交
通ルールの周知を行っているところでございます。また、広報あおばでも自転車の通行ルールやマナーな
どについて掲載するなど広く区民に啓発を行っております。なお、ご提案いただきました映像による啓発
につきましては現在は予定しておりません。

今後は、さらに警察や交通安全協会等とも連携し、交通ル

ールやマナーなどについて情報を提供してまいりますのでご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。
横浜市青葉区地域振興課長
（地域振興課

髙田

電話：045-978-2292

邦夫
FAX：045-978-2413）

「放置自転車禁止区域」
横浜市では、
「横浜市自転車等の放置に関する条例」に基づき、駅周辺を自転車等の放置禁止区域に指定し、
自転車駐車場の整備、広報啓発活動、放置されている自転車等の移動活動などの放置自転車対策を行って
おります。

青葉台駅周辺の放置自転車につきましては、放置台数が平成１６年調査時の３２９台から平

成２１年調査時では１４４台と、５年間で半分以下に減っており。放置自転車対策を実施した結果と考え
ております。

また、放置自転車へのチェーン等の使用につきましては、現状にそのまま固定する考えは
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とっておりませんので、実施は困難です。

今後も引き続き、青葉台駅周辺の放置禁止区域においては、

区役所や関係機関と連携し、条例に基づく移動・啓発活動を実施してまいりますので、よろしくお願いい
たします。
横浜市道路局交通安全・放置自転車課長
（交通安全・放置自転車課

山本

電話：045-671-3644

俊司
FAX：045-663-6868）

16．「自転車利用に関してのルールやマナーを伝える安全教育」
青葉区民会議において実施した自転車利用に関するアンケート分析結果から、自転車が係る事故の多くは、
その利用に際してマナーやルールの無知と無視が原因の一端として考えられました。現在マナーやルール
を伝える活動は、小学校で実施される交通安全教室に限られているようです。しかし小学生ばかりが危険
な運転行為をしているのではありません。交通安全週間等での啓発活動だけではルールやマナーの浸透が
進まない現実です。交通安全の確保も地域ぐるみの取り組みが必要です。自転車利用に関してのルールや
マナーを伝える安全教育の対象者を拡大し、地域ぐるみで交通安全を考えていける交通安全教育の仕組み
づくりを要望します。
【

回

答】

青葉区では、現在小学校を対象とした交通安全教室を実施しており、その中では児童だけでなく、学校よ
り父兄や地域住民にも周知していただき参加していただいております。各期交通安全運動の際には交通安
全キャンペーン等を中心に、広く区民等の方々を対象としたちらしを配布するなどして交通ルールの周知
を行っているところでございます。また、広報あおばでも自転車の通行ルールやマナーなどについて掲載
するなど広く区民に啓発を行っております。今後とも、より地域ぐるみで交通ルールを周知できるよう関
係機関とも協力し対策を講じてまいりますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
横浜市青葉区地域振興課長
（地域振興課

髙田

邦夫

電話：045-978-2292

FAX：045-978-2413）

17．「計画的な自転車空間整備の推進」
平成２１年度エコムーブ事業として自転車走行環境の整備に青葉区は取り組んでいます。これを次年度に
おいても継続することを要望します。自転車通行可の歩道の区間は区内で指定されていますが、特に自転
車利用が集中する駅周辺地域においては、区間の見直しが必要です。
【

回

答

】

平成２１年度は、区民・自転車利用者等の意見をもとに、青葉区自転車走行空間ネットワークを検討しま
した。平成２２年度は、自転車地図を作成・配布し、自転車走行空間ネットワークについて、区民等への
周知を図ります。また、自転車利用者の利便性向上のため、行き先や距離などを示したサインを自転車走
行空間ネットワークのルート上に設置する予定です。
横浜市青葉区区政推進課長
（区政推進課

上野

電話：045-978-2217

慶
FAX：045-978-2410）

平成２３年度横浜市予算に対する要望・提言
「自然・環境部会」
１．鶴見川、恩田川で３ヶ所のリバースポット（水辺の憩いの場）の整備
（１）提案理由：鶴見川と恩田川及びその流域の緑と自然は青葉区の大切な財産であり、区民の憩いの場
です。そのため、下記３箇所の「水辺の憩いの場」の整備を要望します。なお、上流の川崎市・町田市と
比較すると、青葉区内の「水辺の憩いの場」の整備は見劣りしている、と言わざるを得ません。この点か
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らも整備を進めていただきたい。
（２）．３箇所に共通する２つの理由

－「鶴見川流域環境整備構想」と既存設備の活用

青葉区を含む５区が共同で、平成１５年３月に「鶴見川流域環境整備構想」を纏めあげました。これは良
く考えられた意欲的かつ具体的な構想、と評価します。この構想で指摘された青葉区内のテーマは、一部
は実現していますが（例、市ヶ尾高校周辺の整備）
、今回提案する３箇所は未実現のテーマです。作文に終
わらせるのではなく、実現に向け取組んでいただきたい。また、この３箇所を含め構想にあげられたテー
マを現地調査しましたが、この３箇所には既存の設備があり、それを活用する事でコストを押さえること
ができる、と考えます。
（３）「水辺の憩いの場」の具体的提案内容
１）鶴見川国道２４６～東名高速間の階段整備
鶴見川の国道２４６と東名高速道の間に、川辺に降りる階段が計１９箇所あります。この階段設置の目
的は「区民の親水と災害時の川の水の活用」
（横浜・川崎治水事務所）とのことですが、この１９箇所の中
で下記２箇所の整備を要望します。ア）右岸の谷本公園沿いの２箇所の階段を整備し、谷本公園と一体化
した親水地域とする。
（関連提案：６．川沿いにある谷本公園を川と一体の整備を）イ）右岸の田園都市線
下の階段を整備し、下谷本せせらぎ緑道に繋がる親水地域とする。
（関連提案：２．市が尾駅から寺家ふる
さと村への散策路について）本件の必要な工事として、①階段周辺と川辺の草木の定期的整理、②階段は
比較的急なため、２～３箇所の手すりの設置、③下記２）と同様の警報板の設置。将来的には、右岸、左
岸共に犬走りを再整備して各階段を水辺でも行き来出来る様にして、この地域の「水辺の憩いの場」を名
実共に充実していただきたい。
２）恩田川奈良川合流部整備
恩田川と奈良川の合流部で、設置済みの川辺に下りる階段を活用する。ここには既に警報板も設置され
ています。本件の必要な工事として、①既存の犬走りに沿ってもう一段低い犬走りの設置、②階段の両サ
イドに手すり設置将来的には、奈良川上流方面への散策路の整備も充実していただきたい。
３）恩田川岩川合流部整備
恩田川と岩川の合流部で、恩田川右岸の川辺に設置済みの幅５ｍ、長さ１００ｍ程のコンクリートブロ
ックを活用する。本件の必要な工事として、①川辺に降りる階段を２箇所設置、②上記２）と同様の警報
板の設置
２．市が尾駅から寺家ふるさと村への散策路について
（注：この提案の中に、上記１．（３）１）イの提案が含まれる）
青葉区は街路樹や住宅の屋敷林などの街中の緑と、田んぼや谷戸、樹林など田園の緑が隣接し、比較的
バランスよく整備されています。そして、田園風景や雑木林が広がる寺家ふるさと村は水と緑にやすらぎ
を求める青葉区民に大変人気のある里山です。また、鶴見川沿いは四季の変化が感じられる田園風景の広
がる場所です。
バスや自家用車を使わずに歩いて行ける散策路（市が尾駅から鶴見川沿いを歩き寺家ふるさと村）を「ふ
るさと村への青葉区の推奨する散策路」として位置づけ、案内板や道標を設置されことを要望します。多
くの市民に水辺環境や青葉区の農業の今を知っていただく機会になると思います。市が尾駅を「寺家ふる
さと村への玄関駅」として位置づけることも価値のあることと思います。
また、鶴見川からふるさと村へは寺家川沿いに車道があります。鶴見川には左岸にサイクリングロード
が、右岸には整備されていないものの側道があり、豊富な自然が残っております。サイクリングコースに
限定せずにふるさと村への散策路をこの右岸も含め川沿いおよび寺家川沿いに位置づけ、
「ふるさと村への
散策路」の道標や地図等の整備をすることを要望します。
３．鶴見川から寺家川沿いに寺家ふるさと村（四季の家）への道を散策路として整備を。
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（上記２．提案の関連提案）
横浜市の緑の七大拠点の一つである「こどもの国周辺」の一角を占める寺家ふるさと村は、
四季おりおりの水と緑の豊かな景観を楽しめる青葉区を代表する里山緑地です。

青葉区民だけでなく区

外から訪れる方も多くいます。
寺家ふるさと村へのアクセスは、自家用車で訪れる人が一番多く、その他市が尾駅や青葉台駅からのバス
便利用、そして鶴見川沿いを（下流の市ケ尾方向及び上流の町田方向より）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、個人やグループで初めて寺家を訪れる人々も増えているよう
ですが、案内板や道の整備が十分でないため、「道に迷う」という声を聞きます。
このため、鶴見川沿いを歩いて寺家ふるさと村を訪れる人への案内コースとして、寺家川沿いの道を「鶴
見川から寺家ふるさと村（四季の家）への水辺の散策路」として位置づけ、整備をすることを要望します。
（提案内容）
(1) 必要個所への案内板（バクの案内板を含む）又は道標の設置
設置要望場所 → ・常盤橋（右岸上流側）、
・河内橋、
・鶴見川と寺家川合流点、
・四季の家前など
(2) 鶴見川と寺家川合流地点から四季の家前までの道路の下記整備
a)寺家川沿いフェンスの統一更新整備（現在２タイプが混設されているが、老朽化し錆びたフェン
ス（写真Ｂ）を多少新しい（写真Ｃ）タイプに統一更新する）
b)街路樹などの（寺家の景観に合った）緑の植樹、 c)カラー舗装化、 d)道標の設置
４．農地・緑地への不法投棄に対する対策の強化を
横浜みどりアップ計画では、農地を守る施策のなかで「不法投棄対策」を掲げています。青葉区内の農
地や樹林地でも、廃棄物の不法投棄が後を絶ちません。農地・緑地への不法投棄は景観を損なうだけでな
く、土地所有者（多くはお年寄りの農家）の土地を維持管理しようという気持ちを萎えさせる行為とも思
えます。不法投棄物が撤去されずに放置されていると、更なる不法投棄を呼ぶように見えますが、費用と
労力の問題からか、速やかに撤去されることは少なく、年に１度の町内会あげての清掃日に土地所有者以
外の人々によって片づけられている地区もあります。
みどりアップ計画では、不法投棄対策事業として監視警報装置設置やパトロールの実施などを推進して
いますが、これに加えて投棄が行われやすい場所に警察・行政による「不法投棄禁止」の警告掲示板を設
置することを要望します。

上記の対策より安価であり、不法投棄は監視の目を感じられない場所が選ば

れますので、効果は大きいと思われます。
５．屋敷林や樹林地など私有緑地の一般公開（都市林）制度を創設し、地域共生・環境共生のまちづくりを
市内には市民の森やふるさと村、ふれあいの樹林など、一般公開されている豊かな森や緑地があります
が、近くに住んでいないと、なかなか足を運べない、あるいはその存在も知らない市民も多いと思われま
す。
横浜みどりアップ計画では、樹林地を守る施策のなかで「特別緑地保全地区指定等拡充事業」を推進し
ています。２１年度事業報告によると、青葉区内でも緑地保存地区指定が２件、買取りが１件報告されて
います。
今後この制度で指定や買取り、寄贈をされる土地を含め、現状非公開の市街地の中に残された一定規模
以上の民有緑地（樹林地や屋敷林など）のうち、所有者のご厚意により可能なものは、市民が立ち入りで
きるよう公開していただく制度の創設を希望します。

近隣の子供を含む市民がその土地の豊かな緑の自

然環境や、そこに住む生き物達と触れ合う場ができれば、緑の保全にもつながる有意義な施策になると思
います。
（提案内容）
（１）私有地を公開していただく制度（契約、管理協定など）の創設
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（２）市民に公開するための必要最小限の整備の実施（入口や園路、外周の整備など）
（３）管理の補助

(4)土地所有者への税制上の優遇処置

（参考施策）世田谷区

松之木都市林

６．川沿いにある谷本公園を川と一体の整備を
（注：この提案の中に、前記１．（３）１）アの提案が含まれる）
鶴見川沿いに位置して青葉区唯一のスポーツ公園、谷本公園（サッカーコート完成、野球場は予定）が
あります。ビオトープもありますが、川沿いである立地条件を活かし、河川管理道路（神奈川県管理）を
含めて市民が利用しやすい場所になるような整備を要望します。水辺には親水階段が数か所あります。市
民が水辺と触れ合う場となるように谷本公園と鶴見川を一体の整備ができるよう要望します。神奈川県と
横浜市が協力して整備計画を作成されるよう要望いたします。
７．（仮称）恩田市民の森（計画）の早期実現
鶴見川流域の現流域でもあり、緑の７大拠点にも位置付けられている恩田地区の谷戸や森を保全し、
「市
民の森」として早期に実現することを要望します。
「健康・福祉・教育を考える部会」
１．学校支援にかかわる人の情報交換の仕組みづくり
昨年度、学校教育において地域の教育力をより生かすため、学校支援にかかわるコーディネーターの増
員や区におけるコーディネーターのネットワーク化を要望しました。
それに対して、
「横浜市では、学校支援ボランティアをはじめとする地域の人材や、キャリア教育の際の
職業体験先のような地域の事業所組織との調整を行うなどの学校・地域のパイプ役を担う地域コー

ディ

ネーターが 22 年度末までに 120 名以上養成されること、地域コーディネーター間のネットワークについて
は、今後形成に向けた支援を検討していくこと」などの回答をいただいています。
地域コーディネーターをはじめとする学校支援にかかわる人々がよりよい活動を展開するためにも、地
域性を考えて一定の範囲で情報交換をしたり連携できる仕組みづくりを進めていただくよう再度要望しま
す。
２．子育て世代向けの生涯学習講座の拡充
昨年度より当部会で区民に対して行ってきた調査では、小中学生を養育する世代に向けた意見が多く寄
せられました。一方、幼児など小さい子どもを持つ親の世代が比較的多く参加している生涯学習講座の人
気が高く、中には申し込みが競争になっている状況もあることがわかりました。地域での関係作り、友人
作りができるせっかくの機会を定員の都合で失うことは大変残念なので、十分な機会をつくっていただけ
るよう提案します。
３．青葉区への特別支援学校の新設
青葉区では 18 歳未満の身体障がい者・知的障がい者数が 736 名に達し（前年比 34 名増）、横浜市各区の
中では港北区、戸塚区につぎ第 3 位となっています（H20 年度横浜市統計ポータルサイトによる）。
区内の特別支援学校は県立麻生養護学校元石川分教室だけで、高校のみ 1 学年 15 名では全く不十分で
区内の障がいを持つ児童生徒の遠距離施設への通学は家族にとっても大きな負担となっています。
今後の人口増等も考慮すると当該施設の必要性は高まる一方であり、昨年一昨年に引き続き青葉区内へ
の特別支援学校新設を要望いたします。
＜参考データ＞

18 歳未満の障がい者数＜H20 年度＞
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1.

港北区

823

（+36）

2.

戸塚区

738（+27）

3.

青葉区

736

（+34）

4.

鶴見区

701（+42）

5.

都築区

620

（+22）

6.

港南区

612（+28）

４．福祉人材緊急確保事業の継続と福祉人材就業支援事業の拡充
高齢化が進む中で福祉施設等の介護職員や訪問介護員(ヘルパー)等の人員不足が深刻化しています。
22 年度までの時限事業となっている「福祉人材緊急確保事業」では、施設職員に対する処遇改善等の経
費に対して補助金が支給されてきましたが、必要な人員を確保できるまでの継続事業としたうえで、政策
効果があがるよう、処遇改善補助金の対象者への直接給付と金額の大幅アップを要望します。
また「福祉人材就業支援事業」において訪問介護員養成研修 2 級課程の資格取得費用の一部を補助

し

ていますが、雇用の確保と福祉施設等への就業者の大幅増員を実現するため、対象とする研修の拡充と資
格取得費用の全額補助を要望します。
「安全・安心・まちづくり部会」
（防災関連）
1.「危機管理戦略重点施策」

再提案

（１）「駅周辺混乱防止対策連絡会」設置について平成 22 年度、およびそれ以降の取り組みについて説明
を要望します。
（２）関内駅、横浜駅以外の主要駅対応の「 帰宅困難時行動マニュアル」の作成を要望します。
回答としていただいた『減災行動のススメ』を確認しましたが、全般的な対応であり、青葉区等横浜北
部区についてのマニュアル作成については回答されていません。 21 年度の回答*1 に対する今後の計画
について説明を要望します。
（３）震災時におけるトイレ対策の周知
A.横浜市として、又青葉区として、震災時の高層ビルやマンションでのトイレ使用制限の注意喚起につ
いて説明ください。
B.下水管渠使用の可否確認は、激震災害発生時において可能ですか？

可能であればどのようにすれば

よのか説明ください。
（４）「減災行動のススメ」について説明ください。
A.

青葉区内での配布数と配布方法

B.

広報状況
市ホームページでのダウンロード先を見つけるのは難しい。また広報が少ないのではと危惧します。
どのような広報をされているのか説明を要望します。

２．緊急地震速報受信装置について（J-alertII 導入後

緊急警報伝達システムと表示されています）

（１）市内小中学校および公共施設への設置計画スケジュールの説明を要望します。
（H22

消防局運営方針には書かれていません。）

*3

（２）緊急警報伝達システムの小中学校（地域防災拠点）導入が検討されていますが、進捗状況（予算
書）からも実施困難とされています。すべて平等に設置を行うことが行政施策の中で求められるのは、
理解しますが、一度にすべて設置が可能とは思えません。今回５か所を優先して設置をされましたが、
今後どのような優先順位を付けて設置するのか方針を明示ください。今年６月には大雨・洪水警報が
青葉区で発令されました。

近年のゲリラ豪雨に対しては従来の被害想定では対応できない状況にな

っています。その意味でもエリア対応の「緊急警報伝達システム」がどの地域でも必要になっていま
す。J-alertII を利用した緊急警報伝達システムは、サイレンだけでなくさまざまな伝達手段へ連動
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も可能です。各区独自の取り組みが可能になることを要望します。
参考資料
中期計画

H22年度進捗状況 危機管理に対応するための情報基盤整備

【サイレン整備】
a.目標値（468か所）の達成は困難
b.財政状況による20年度の方針変更のため
c.国や市からの緊急情報を伝達する緊急警報伝達システムについては、モデル地区の効
果検証を踏まえて、配備計画を検討する必要がある。

（３）横浜市全域を考えても、あるいは青葉区内を取り上げても、どの地域も発災後の条件は同一でな
いのは明白です。緊急地震速報装置の受信条件や震度情報にこだわることが、何故必要なのか市民
に分かる説明を要望します。
又、青葉区内では民間事業者（ITSCOM）提供のデータ受信可能地域と非受信地域とがあり、民間提
供データ受信可能な学校の独自取り組みと別システム導入が必要な地域での学校の取り組みを仕分
けて検討することで全校導入は早まるかと考えます。

このような取り組みの市としての可能性の

説明を要望します。
（４）一市民レベルへの緊急警報伝達方法と・公共場所での整備検討ならびに設置実績場所の説明を要
望ます。
市役所を中心とした整備以外に一般市民レベルでの伝達方法について、今後の取り組みを開示くだ
さい。

特に、青葉区において生活時間帯における対応や、設置計画について明示ください。

３.NTT など携帯によるエリアメール配信での緊急速報について
「区単位でのエリアメール契約」を要望します。
自治体単位でしか契約できなかったものが、行政区単位にも対応が可能となりました。
（１）緊急速報など区域レベルでの緊急情報の提供について、行政システム（例として防災 E メールが提
示されています）で対応することが可能であり、その内容は携帯電話会社と契約した場合に特定の地域（横
浜市においては区域に相当する）に提供する内容と同等のサービスを市民（区民）が受けられると考えて
いいのでしょうか。緊急地震速報を始めとする区レベルでの緊急情報提供の仕組みを要望します。
（２）青葉区は、１行政区ですが、30 万人の居住者がおり、また市内では昼間人口比率が７割という状況
の地域です。市民レベルでの発災後の正確な行政情報伝達はどの様な状態になるのか説明を要望します。
（市役所-区役所-地域防災拠点間の伝達方法については理解をしています）
４．「緊急地震速報を活用した地域での防災訓練を取り組むカリキュラムの作成」
（１）緊急地震速報を活用した避難訓練は、地域で行うより個別建物で訓練し、自助訓練として独自で
行うことに意味があると回答をいただきました。

当然責任部局としての結論と受け止めますが、どのよ

うな経緯で自助訓練が望ましいとされたのか説明を求めます。
（２）横浜市内の学校関係・各公共施設に対し、緊急時の対応方法を市行政関係者の訓練とし、来訪、来
館している一般市民も含めた訓練とし、緊急時対応の周知を行う機会を作ることが必要です。
一般市民の減災に対する周知をどのように進めるのか回答を求めます。
５．「災害時安否情報検索システムの取扱方法について」(再提案)
同じ要望に対して、20 年度回答と 21 年度回答に変化があります。
（１）システム入力について地域防災拠点運営員も行う可能性があることを前提に、入力などに関して準
備、使用説明などの指導や作業訓練などの計画について今後の進め方を開示ください。

*4

（２）新規システムについてどの様なものの導入検討を行い運用費用が課題となっているのでしょうか？
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検討内容について、開示頂く事を要望いたします。

*5

（３）外国語表記に対する検討スケジュールについて開示を要望いたします。また併せどの様な変更にす
るのか考えを提示いただくよう重ねて要望いたします。

*6

（４）外国人に対する取り扱いは、必然的に地域ボランティアの募集等事前に準備が必要と考えますがど
の様に考えるのでしょうか。横浜市国際交流協会や青葉国際交流ラウンジといった団体との協力内容につ
いて進捗状況の開示を要望します。

*7

６．地域医療拠点の現状把握と青葉区流整備作業
（１）医療拠点の役割について、青葉区危機管理担当と正式な協議機関設置を要望します。
現在の医療拠点の確認を行ってみると
A.

設置場所がこれでいいのかといった現状に気付かされた。
区民や拠点側との認識レベルを合わせるために行政側の実態把握を要望します。

B.

医療拠点の役割について、青葉区三師会と危機管理担当と協議できる体制が弱いため、改善が進

んでおらず、医療体制に危機感を覚えた。
（２）横浜市危機管理室の指導が青葉区の実態と合致するのか青葉区として検証しその検証結果につい
てお知らせください。もし、合致していないとした時には、その原因をお知らせください。
（３）青葉区三師会と区民会議、青葉区連長会、区民が青葉区と協働して活動し区民の安心安全を確保
する協議機関設置の検討を要望します。
（４）青葉区災害対策連絡協議会での平成 19 年度―21 年度までの協議内容の開示を要望します。
７．地域防災リーダー養成を要望します。
H21 年安全管理局運営方針では、消防団活動体制の充実として、消防団を地域防災リーダーとして地域
の防災指導会へ参加することが書かれています。これは消防団が主体となった防災指導会であり、地域
防災拠点を中心に地域防災総合プロデュースが可能な人材として想定されていません。
（１）地域における「地域防災リーダーとは何か」を確定できるような仕組を要望します。地域防災拠点
での拠点運営、総合プロデュースができる人材（地域の情報に詳しい、地域から信用されているといっ
た基本要件）を、専門プログラムを設けて研修育成を図ることを要望します
地域防災拠点運営委員会では役員が年度毎に順番に担当している状況で、専門性を持つことが難しいの
が現状です。専門性を持てるようなプログラムの作成を要望します。
（２）地域防災リーダー育成にともない、地域防災のあり方や地域防災訓練の見直しを図ることを要望し
ます。

その上で、地域人材の役割分担や連携、防災ライセンス取得者の活用の場を広げることを要望

します。
８．「いっとき避難場所や広域避難場所として指定している地域・公園などにも「防災公園」のような機能
の整備」
避難場所は災害時に一時的に利用する地域ではありますが、指定された地域に居住しているものにとっ
ては、避難者を受け入れる態勢が何一つ整っていない状況の中で抱えている問題がたくさんあります。
また、青葉区内主要駅近くの拠点では「帰宅困難者」対応施設に指定もされています。地域での受け入れ
対策としても、停電時でも対応できるような照明灯（太陽電池式や発電機の設置）・ 防災用のかまど・ベ
ンチ・防災トイレ・非常用便槽用の穴などの整備が、ますます必要となります。再度提案・要望します。
９．「 階段用避難器具の配備に対しての援助」

無料貸与制度を要望します。

青葉区は昼間人口比率が市内でも最も低い地域であり、これは災害が日中に起こった場合地域には子ど
もと高齢者が取り残される状況を意味します。また青葉区の高齢化はここ数年で一挙に進むこと、高齢者
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の一人住まいが増えていることなども視野にいれ、避難での自助・共助への支援策としても避難器具の配
備や無料貸与制度の創設を要望します。平成 22 年 2 月に行なわれた「すすき野･荏子田･黒須田地域防災フ
ェア」での避難器具を使用した避難訓練からも地域での要望は高まっています。
（交通関連）
1．「計画的な自転車空間整備の推進」を要望します。
（１）青葉区自転車走行空間ネットワークの意味するものと「計画的な自転車空間整備」との違いを明示
してください。青葉区自転車走行空間ネットワークの「ネットワーク」の内容とその目的が不明です。
横浜市で展開しているネットワークでは市内全体で走行空間をつなげる構想と考えられます。自転車通
行可の歩道の区間と合致していない道路（青葉区で実験された道路）を整備されても、そこを生活上の
区内移動に利用する区民は少ないと思われます。

区民の利便性を無視していてはエコムーブにはつな

がりません。
「自転車通行可の歩道の整備があってこその快適走行空間」であり、歩行者の安全と利便性
を確保した上でエコムーブの一環としての『自転車空間整備』の推進を要望します。
（２）自転車走行空間ネットワークのためのあらたなサインを設置するのではなく、視認しにくい「自転
車通行可の歩道表示」の改善や補助表示、自転車走行場所を誘導するようなサインの設置を要望します。
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広報委員会・ホームページ
●第８期は１２名の広報委員で運営しました。部会別

●区民会議ガイドブッ

の構成は、自然・環境部会５名、健康・福祉・教育を

クを編集・発行しまし

考える部会３名、安全・安心・まちづくり部会４名で

た。区民会議の総合案

す。

内書を目指しました。

●第８期活動記録を編
集・発行しました。

●委員会は２年間で１２回開催しました。実際の会議
以上に威力を発揮したのが、ｅメールでした。原稿の
校正や情報交換のｅメールは、延べ 1,000 通近くに上
ります。
●区民会議ニュースを、３２号、３３号、３４号と発
行しました。ニュースの内容は、部会活動紹介、未来

●その他区民のつどいの案内チラシ作成など広報活動

プロジェクト活動紹介、区民のつどい案内、1000 人ア

をおこないました。

ンケート報告などでした。

●ホームページの更新と運用をおこないました。とく
に更新は月ごとに都度おこない、最新の広報に勤めま
した。
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第３５回 全市区民交流会

ます。各区での区民会議のあり方がますます違ったも

日時

平成２１年１１月２６日（木）

のへと移行している様子が報告からは感じられ、会場

場所

波止場会館５階多目的ホール

からも質問が相次ぎました。

テーマ

「これからの区民会議・市民活動を考える」

■青葉区からの次のような報告をしました。

参加者

区民会議１０区で１０４名

青葉区民会議の位置づけは、
「青葉区民会議設置要綱」

その他オブザーバ区１０名 行政２４名

(H21/3 月 青葉区役所制定）により広聴活動と政策提

青葉区民会議から９名が参加

言を行う組織とされていること。

概要

横浜市の広聴事業の中で、

１）あいさつ

市民が実施するのは「区民

２）区民会議のあゆみ

会議」だけだということ。

35 回にあたり、区民会議の歴史をもう一度振り返り共

市民団体が意見を集めたり、

通認識するためにも、概要が作成され紹介された。

聞いたりすることと、区民

今回、西区、南区、磯子区の 3 区は休会扱い、港南区

会議が市民意見を 聞く場

は市民活動へ移行ということで報告が実行委員長から

を設け集約・政策提言へま

説明があったり、プログラムとは別途会場から報告を

とめることは意味が違うと

してもらったりした。 今後ますます区民会議活動が

いうこと。

区によっては閉会する予兆のような報告となりました。

組織の中立・公明性や活動

＊報告資料は添付

内容の公開・透明性が求められていること。

３）各区の現状報告

また広聴と政策提言のサイクルを紹介しました。

・神奈川区民協議会
・保土ケ区民会議
市民の声
課題・問題

・旭区民会議
・港北まちづくり区民の会

広聴

広聴

・青葉区民会議
・なか区民クラブ
・瀬谷区のまちづくり区民の会

区民会議の活動

・その他報告（西区、南区、港南区、磯子区）
区民会議としては 5 区が報告、市民活動団体として、

精査
整理

検証

サイクル

中区、瀬谷区が報告をしました。

行政 回答
まとめ
提言

４）質疑応答・意見交換
中区民協議会は平成 2１年 3 月に解散し、
6 月よりなか
区民クラブとして市民団体としてしました。瀬谷区も
形を変えながら補助金を受けての活動を進めてきてい

48

全市区民会議交流会 2009
第８期青葉区民会議
全市区民会議交流会報告


１－基盤となる考え方



２－やっていること 進め方



３－これから 進む方向

11/26/2009

１－基盤となる考え方
青葉区民会議の位置づけ：
「青葉区民会議設置要綱」(H21/3 月 青葉区役所制定）により青葉区民会議は
広聴活動と政策提言を行う組織として設置されています。

＊区民会議として区が設置要綱を
制定したのは青葉区役所が初めて
・泉区ー事務事業評価組織として
・瀬谷－補助金事業としての取り
決め
＊青葉区民会議活動要領は従来区
民会議側としてあり

横浜市の広聴事業の中で、市民が実施するのは 「区民会議」だけです。
市民団体が意見を集めたり、聞いたりすることと、区民会議が市民意見を 聞く場を
設け集約・政策提言へまとめることは意味が違います。
広聴事業を行う組織として 「何が求められているのかの自覚が必要です」
組織の中立・公明性

活動内容の公開・透明性
市民の声
課題・問題

広聴と政策提言 活動サイクル

＊市民活動団体やＮＰＯはその
組織の活動目的・趣旨があり、
公共的中立性や公明性を求めら
れてはいません。
＊公共的な立場に立つ活動なの
で常に内容を公開しなくてはな
りません。
広聴

広聴

区民の声を聞く 反映できる提言へ

広聴－活動－政策提言－見直し－広聴 循環へ

区民会議の活動
精査
整理

検証

サイクル

行政 回答
まとめ

■広聴事業における区民会議の担うべきポイントは

提言

中立性や公明性
自主性・自立（自律）性
公開性・透明性

区役所は区民会議の活動をさらに公共性の高いものにすべく支援協力をしている

区民からも行政からも「広聴をやったというガス抜き」
にならないために活動のサイクルが求められます。
２－やっていること 進め方

＊構成員として青葉区民の層を
反映したものとする
＊個人の主義主張や政党意見に
ならない工夫
＊活動の主体的運営（情報の共
有基盤をつくる）
＊ＩＣＴ技術 研修
＊行政との意見・情報交換
＊情報交換シート参照
区役所の事務局機能
区民会議への活動支援について
（活動支援の範囲と経費支出基
準）明文化されています。

３－これから 総合的なまちづくりプランの提言
青葉区まちづくり指針の見直しと
私たちの描く青葉区づくりへ提言を
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■横浜市の広聴事業

個人 個別
市民からの提言
市長陳情
集会広聴
市長のおじゃまします
ぬくもりトーク
ハヤシランチミーティング
横浜シティフォーラム
e アンケート

広聴事業とは何か！を考える必要があります

パブリックコメント

・何が違いますか？
・どう違いますか？

「何が求められているのかの自覚が必要です」
区民会議

●広聴の機会を作るとは？
広聴であるためには
多様な意見（区民の参加）をあつめなくてはならない
（アンケート、調査、見学、ヒアリング・・）

＊区民(市民)の視点に立った
提言へ総意をまとめます

中立公正な場を区民が気兼ねなく意見をいうことが可能にするために作らな

＊区民会議が多様な区民で構

くてはならない

成され総意をまとめる力が必

提言をまとめるためのバックデータをさらに集める

要
＊区民会議委員ひとりひとり

●政策提言を続けるためには？

が情報力をもつ努力をする

行政と対等の関係を作る
情報力 収集・分析力

＊区民会議活動以外での活動

提言作成力

を通じて情報収集や宣伝周知

評価力 企画・実行力

を行う
＊他組織との意見交換をし常
に先見性を持つ努力をする

＊ＨＰはこれからの区民会
議活動には最低限必要
情報力(受発信)を持つと
いうこと→政策提言には不
可欠
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第３６回 全市区民交流会

第２部 際２部 茶話会（意見交換）

日時

平２２年１１月２６日(金)

ワールドカフェ方式で

場所

波止場会館 5 階多目的ホール

各区が１つのテーブルを担当し、第１部での報告を基

テーマ

「発信し、行動する区民会議」

に意見交換を行った。ワールドカフェ方式という新し

参加者

区民会議１４区で２１０名

い方法で、できるだけ多くの意見が聞けるように工夫

青葉区民会議から１５名が参加

をしました。前半・後半それぞれ３０分での入れ替え

概要

については、アンケート結果を見る限りでは好評であ

谷内潮市民局長のあいさつ

ったものの、声が聞き取れないなどの一部苦情もあり

実行委員長は今回 旭区が

ました。

担当しました。
第１部 各区発表
●神奈川区民協議会

谷内市民局長

活動の新たな方向性とテーマの設定について
●保土ケ谷区民会議

平成 22 年度保土ケ谷区民会議活動紹介
●旭区民会議

世代交流について
●金沢区民会議

第 17 期金沢区民会議化都度状況報告
No.1

●港北まちづくり区民の会

神奈川区民協議会テーブル

5 年後・10 年後のまちづくり
港北の将来がどう変わるかをみんなで考えましょう
●緑区民会議

地域防災力の向上を目指して
●青葉区民会議

青葉区の街の未来を考える
まちの未来プロジェクト

No.7 青葉区民会議テーブル
当日実施アンケートから
●ワールドカフェはどうでしたか？
とても良い
良い
平成 21 年に「区民会議事務取扱要綱」が廃止され、そ
の後交流会として第 35 回、36 回と開催しました。実
行委員区の減少は否めません。第 35 回は 10 区が実行

8
30

どちらとも言い得ない

8

良くない

2

無回答

5

新しい取り組みでしたが、効果的に話し合うことが

委員会に参加しました。 第 36 回は当初 7 区が実行委

出来たようです

員区としてスタートしましたが、途中 8 月末に金沢区
民会議が閉会という事態を迎えました。
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北部３区区民会議交流会
第９回区民会議北部３区交流会を開催

□ 交流会開催までの準備

日時：平成２２年５月２４日（土）

平成２１年６月３日に第１回の実行委員会を開催、

場所：中山地区センター４階 AB 会議室

各区の現状を報告、意見交換をしました。その後７

参加者：港北区 11 名、緑区 9 名、青葉区 14 名

回の実行委員会とテーマ毎の分科会を重ね、準備を

［一般参加者］都筑区３名、緑区１名

してきました。１０回近い準備会の中で交流がはか
られ他の２区の活動状況をお互い共有で来たように
感じています。
取り上げているテーマが様々であり、
３区共通で扱うテーマ３つを選定するのはなかなか
困難でした。
□ 青葉区の発表
環境を考える交通・エコムーブの進め方（小池 仁）
環境にやさしい交通行働

□今回の交流会は全て全体会、３つのテーマで３区

「自家用車利用から公共交

それぞれが９つの発表、テーマ毎に質問タイムを取

通・自転車・徒歩利用」へ

る形で進行されました。

の転換を呼びかける事業に

1. 安全なまち 港北区担当

進行 横木

ついて分析、実情調査を行

（１）環境を考える交通・エコムーブの進め方

い、あおばエコムーブの具体的施策に区民視点からの

（青葉区 小池 仁）

提言を行うことをめざした活動を報告した。

（２）人も自転車も自動車もともに安全な道路を考
える

青葉区民にとっての減災

（緑区 田中 晃）

鮫島 毅人

（３）生活道路の改善 （港北区 小田島 允彦）

青葉区民会議ニュースに「減災
ヒント」を3回シリーズで掲載
それをまとめ、
「減災ヒント集」
として配布したことを紹介。
① 地形や地名からみる地盤（住宅の耐震状況を調べ
る）②家具などの固定（住宅事情から倒壊家屋数
は低い）③自動車の有効利用対策（ペット対策公
園－防災公園へ
減災は青葉区だけの問題？（ＡＥＤ設置の情報,ペッ

２．安心なまち

進行 池田

ト対策、横浜市の安否情報システムの改善など）と投

（１）ボランティア・ポイント制度の取り組み

げかけ、
「減災は地域連携で」と協力提案をした。

（港北区 大貫 保範）

水辺に親しむには （ 加茂 千津子）

（２）防災防犯レポートの活動と課題

青葉区を南北に流れる鶴見川

（緑区 中島 光明）

（谷本川）と恩田川を多くの

（３）青葉区民にとっての減災

区民に親しむことができるよ

（青葉区 鮫島 毅人）

うな提言をめざした活動を発
表した。まずは、鶴見川流域

３、住みたいまち「水とみどりと太陽」

水マスタープランや整備計画から、一本の川が場所

進行 加茂

によって管理する自治体がいくつかあることを知る。

（１）水辺に親しむには（青葉区 加茂 千津子）

プランには「流域・川・水とのふれあいの場づくり 」

（２）水とみどりのまち

整備計画にはと親水・学習等の多機能拠点（リバー

（緑区 三浦 孝悦）

（３）太陽光発電をマンションに

スポット）の整備 が計画にあり、進捗状況を知る

（港北区 大川 元一）

ため、川沿いを何度か歩いた。調査の結果、リバー
スポットや親水護岸の整備を提言したいと考え、準
備している状況を報告した。
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区民まつり参加
平成２１ 青葉区民まつり
平成 21 年度の青葉区民まつりは青葉区制 15 周年記念
イベントも盛りだくさんに行われる中、恒例のふれあ
い模擬店コーナーに参加しました。
また式典には歴代の区長が参列され、現在の青葉区へ
の思いを聞く機会もありました
「自然・環境部会」は前年好評だった ＂青葉区ビュ
ーポイント・クイズ＂の 21 年度版を作成展示。
大人も子どもも「これ どこだか分かるかな？」にチ

いつも賑わう区民会議のブース

ャレンジ まだまだ青葉区には素晴しい緑豊かな景観
があります。 区民のみなさんと一緒にこの財産をど
のように保全していくか大きな課題です・・・。
「安全・安心・まちづくり部会」は階段避難車やエア
ーバック式担架、緊急情報端末を紹介
「健康・福祉・教育を考える部会」は
＂ボランティア･介護・教育に関するアンケート＂を
実施し、400 枚も回収できました。

アンケート回答者にはコーヒーをサービス

平成２２ 青葉区民まつり
青葉区民まつりは毎年 11 月 3 日に行われます。
青葉区
役所庁舎、公会堂、スポーツセンター、駐車場などを
使ってさまざまな催しとブースが出ます。来場者は毎
年 7 万人とも言われる一大イベントです。
区民会議も毎年参加し、区民の皆さんに活動のＰＲを
しています。 今年区民会議のブースでは、
「まちの
未来プロジェクト」の青葉区民アンケートを実施。

緊急情報端末や

アンケートには中学生から高齢の方まで積極的に参加

エアーバック式担架、階段避難車などを紹介

くださり当日回収分を含め、目標の 1,000 件を超しま
した。これをもって最終分析を作成します。まちの未
来プロジェクト提言作成に拍車がかかります。
「健康・福祉・教育を考える部会」は、簡易健康チェ
ック機器を利用 区民との意見交流のきっかけとしま
した。 「自然・環境部会」では青葉区のビューポイ
ントを掲示し、区内の残したいみどりの景観をＰＲ。
｢安全・安心・まちづくり部会｣では携帯による緊急地

区民会議ニュースも配布、活動をＰＲ

震速報を体験してもらいました

呼び込みの成果か、
ブースは常時満員
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その他活動報告・浦和区区民会議来訪
■さいたま市浦和区区民会議視察受け入れ
日時：平成 22 年 3 月 2 日
場所：区役所 3 階会議室
浦和区区民会議（池田会長ほか運営委員、区職員の方々）
が研修の一環として青葉区民会議を訪問されました。
午前中に青葉区内各所を視察され青葉区の状況などを
見て来られました。
午後より青葉区民会議運営委員と意見交換・懇談を行い
ました。 浦和区区民会議は平成 15 年に設置され現在第
4 期が活動しています。 さいたま市の区民会議には運
営支援のコンサルタントも付いています。各種団体から
の推薦や公募委員の他、コミュニティ会議（区内で活動
する市民団体が登録する集まり）からも推薦された方で
構成するなど、違いが多々あり、運営委員の方々から多
方面にわたる質問を受けました。 青葉区民会議の活動
を改めて振り返る良い機会となりました。
浦和区区民会議も平成 22 年４月にホームページを開設
されましたので、今後ネットを通しての交流が広がるこ
とが期待されます。

HP⇒http://www.urawaku-kuminkaigi.jp/
◇浦和区区民会議について
平成１５年７月、浦和区区民会議（第１期）が設置
されました。組織は、各種団体・コミュニティ会議の
推薦を受けた者、公募により選ばれた者から成り、任
期は２年です。活動の目的は、区民の参画による魅力
あるまちづくりの推進です。
設置から第３期までの６年間、浦和枠区民会議は
様々な協議を行い、市政への提言や事業の提案などを
行ってきました。平成２１年からは第４期浦和区区民
会議が組織され、２３名の委員で総務部会・企画部
会・広報部会・ＩＴ部会を編成し、より一層活発な意
見交換を行っています。
◇視察の目的
第４期浦和区区民会議では、活動の基本的な方向性
を“自主性を持った区民会議”と定め、そのありかた
を模索しております。このため、本年度の視察先を検
討するにあたって、先進的な市民参画のモデルとなる
自治体等を参考にしたいという思いのもと、区民会議
の大先輩である横浜市青葉区民会議から学ぶ、という
案が出てまいりました。その特徴や組織・ＨＰ等の運
営体制をはじめ、現在に至るまでの良かった点、苦労
した点など現場の声をおうかがいし、これからの区民
会議の運営へと生かしていきたいと考えております。
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第８期区民会議に参加して
青葉区は緑も多く住みやすい町で、現在は自然環境

自然・環境部会

の問題は少ないが、この環境を維持する努力が必要
と感じました。

飯塚 宏

加茂 千津子

社会でいろいろな経験をして来た方々と青葉区の

緑豊かな青葉区は、まちの緑と里山の緑がバランン

自然と環境について話し合いが出来楽しい時間を持

スよく維持されていることが魅力の１つです。第８期

てたが、個人としては他の仕事との関係で思うよう

のプロジェクト活動で学びました。まちづくりの課題

に当会議の為の時間がとれなかったことと、もっと

は奥が深く、まだまだ続きます。think globally, act

区民に役立つことをしなければならなかったのでは

locally

ないかと反省している。

小杉 富雄

内野 正信

部会ではみどりの保全を中心テーマに、仲間の

六期からの参加、今期は体調不順で諸会を度々欠

方々と勉強・調査をし、市予算への要望提言にまと

席、ご迷惑をかけた事が一番心残りです。皆様の熱

めることができました。未来プロジェクトや３区交

心な活動に応えるべく、環境関連の勉学、情報、デ

流会への参加など、いろいろと勉強させていただい

ータ収集 に励み、老化防止にも役立ったと思いま

た、有意義で楽しい２年間でした。

す。

鈴木 喜代子

川グループに参加し、鶴見川を歩いた時のこと

生方 悠
長年横浜都民だったが、身近な行政に接点を求め

だ。空は広く田園そのものの景色が、目の前に広

て区民会議に応募したところ、想定外の出来事の連

がった。そういえば、幼い頃の私の思い出は、皆、

続であった。発足総会では、前期の推薦があるから

川と繋がる。川は四季を通じ、私と遊び色々と教

と代表が既に決定されており、また課題も確定しな

えてくれた。この素晴しい景色を大切に守りたい

い内に作業部会に配属された。運営会議は三役会議

と思う此のごろである。

の追認機関であった。代表・副代表は、
「青葉まちづ

都留 義之
８期で３期目の活動となった。その間提案もした

くりフォーラム」の役員である。かような青葉「区
民会議」とは、何を行う組織なのであろうか？

が、目的の鶴見川の整備・美化はほとんど進んでい

大野 承

ない。幸い鶴見川の美しさは保たれているが、整備・
美化を進めるためには活動のやり方の工夫が必要な

勉強は尽きず、知るということはそこから意識が

のだろう。福井 康夫

生まれる。考えるときは、深く広く永く考える。Ａ
＝Ｂ－Ｃ、あるべき姿（Ｂ）を描く、現状（Ｃ）を

第８期にある団体からの推薦により始めて区民会

把握する、達成すべき目標（Ａ）を導き出す。ＰＤ

議委員となり、歩く事が好きなことから、自然環境

ＣＡサイクルを描く。特に現状を知れば有効な提案

部会に入りました。会の皆さんは経験豊富で、とて

ができる。

も勉強熱心で驚いております。長い間横浜都民で、

緒方 陽子

知り合いの少ない私には、近くに知り合いが沢山で
き喜んでいます。

からすの問題以来自然環境部会に入れていただい

福島 憲一

て居ますが、とても得る所が多く、会に出席する度

今期も皆さんから沢山の智恵とエネルギーをも

に感謝しています。それでもごみの分別では時々頭
をかしげ参考文章を探しては出していますが、ごみ

らいました。ありがとうございます。特に印象深い

の種類の多さには呆れる毎日です。死ぬまで勉強で

事は、恩田の谷戸に入れた事。区民会議のメンバー

す。

なればこそ、入れたと思います。残された大切な自

金丸 睦

然を是非守るべきです。
松下 秀亘

区民会議の一員となり２年が経ちますが、会議に
出席出来たのは数回で申し訳ないと思っております。
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第８期も引き続き自然環境部会で、年々減ってい

第８期区民会議に参加して
く青葉区の緑を保全するにはどうすれば良いか考え

動でした。

いくつかの問題点を出し、現地調査をし、資料を調

鮫島 毅人

べ、提案出来た事は良かったと思っています。しか

区民会議に入ってから3期6年が経ちました。この

し私自身いそがしかったので、思う存分参加出来な

間に我々がした多くの提案･提言が実現した件数は

かったのが残念でした。

必ずしも満足すべきものではありませんが、提案･

三品 武司

提言に至るまでの各委員の情報収集、勉強ぶりや真

８期の会では充分な活動に参加できなかったと思

剣な議論に大変魅了されました。 私は自治会活動

いますが、部会長始め幹事役の人が良くやってくれ

もやっていますが、区民会議で学んだことは自治会

て、新しい人の混乱も収まってそれなりの成果があ

活動にも活用させていただいています。有難うござ

がり、会員親睦も図られたように思います。会の目

います。

標については住んでいる地域の環境に目を近づけて

嶋田 敦雄

課題を考え部員全員がかかわれるように来期に持ち

昨秋から区民会議に参加しました。まちづくりに

込んでほしいと考えます

ついて多様なテーマを取り上げ区民目線での提案ま
で纏めようとする皆さんの熱意を観て、青葉区らし
さを表出するため本機構の継続が地区財産と感じて

安全・安心部会

います。

伊東 秀昭
６期に始めて区民会議に参加しあっという間の６

健康・福祉･教育を考える部会

年間であった。８期は従来の部会活動に加え｢未来
PJ｣の検討ﾒﾝﾊﾞｰに参画しこれまで以上に青葉区の現

飯塚 秀子

状と将来像について考えることができ、大変有意義

区民会議委員としてこの二年間があっという間に

な2年間であった。しかしながら未来PJの取り纏めは

過ぎてしまった。何をしてきたか疑問だらけです。

不十分で９期以降も継続して活動したいと考えてい

区民会議とは何か？各団体の方、一般の方が集まっ

る。

て地域の問題点を見つけて青葉区をよりよい街にす

小池 久身子

ることを忘れてはいないだろうか？もっと区民のこ

若者が活動的に、高齢者が活き活きと、子育てす

とを考えてゆく会議にすることを望みます。

る人が安心して暮らせるまち。自然や文化を求め、

岩瀬 浩一

多くの人が訪れるまち。様々な人が暮らし、様々な

はじめて区民会議に参加して、いきなり部会長を

人が行き交うまち、青葉区。青葉モデルのまちづく

仰せつかりましたが、福祉・教育・食育の各グルー

りは様々な視点から。

プの寄り合い所帯の感は否めず、全体でまとまった

小池 由美

活動に結びつかなかった事を申し訳なく思っていま

まちづくりを市民参加(協働)で・・とは？

す。

協働推進の基本指針には新しい公共を生み出すた

大友 徹

めには市民自治と市民参画の新しいシステムが必要

この二年間区民のためにどんな有効な提案ができ

と書かれています。市民と行政の橋渡しを「広聴」

たか、自問自答して浅学非才の身を嘆くとともに、

と「政策提言」で行う区民会議にはまだまだ期待さ

運営上理屈に拘束されない率直な意見の必要を痛感

れるものがあると信じて活動を続けたいと思います。

した。しかし同志よありがとう。特に部会の皆さま

三枝 和江

お付き合い頂き感謝いたします。

いつもは防災のことばかり考えていましたが、今

狩野 恭子

期は、区民の声を背景にして青葉区の未来の姿を考

区民会議のあることすら知らずに二十余年青葉区

えました。
“自分たちのまちは自分たちでつくる”未

に住んで、二年前出席する事になった時、興味の方

来の青葉区に対して、夢と期待が膨らんだ今期の活

が大きかったと思います。出席して一番おかしいと
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第８期区民会議に参加して
感じた事は①出席者の少ない事。公募で登録してい

健康・福祉・教育を考える部会の一員でありなが

るのに何故欠席が多いのか。②福祉部会のメンバー

ら、都合が悪く会議には数回しか出席できず、申し

が福祉の知識をあまり持っていないこと。③自分の

訳ないと思っております。何も勉強せず、区民会議

自治会の話をきく場もなく、上に伝えるという場も

の意義も良く理解できないままに、一年を過ごして

ないこと。④区の意向が何も分からないこと。

しまいました。

任期の終了が近づいて反省する点も多々あります

手塚 博之

が、施設見学などの行事もあり、私にとっては仲間

部会に参加することで、様々な方の考え方や意見

も増え有意義な会でした。これからは、若い人や新

を伺う事ができました。現在起こっている色々な問

しい住民の意見が皆に伝わるような会に発展して行

題も知る事が出来て大変勉強になりました。引き続

く事を望んでいます。

き問題解決への力になれたらと思っています。

坂田 啓輔

福田 庸子

初めは部会の定義が良く分かりませんでした。部

今期は個人的な事であまり部会に参加出来ずに終

会について分かり易く説明されたリーフレット等が

わってしまいました。健康・福祉・教育を考える部

あれば、部員の募集にも部会活動の宣伝にも利用出

会という大きな部会でしたので、思ったような活動

来、部会の活性化に繋がると思いました。

が出来なかったのが残念でした。部会長始め部会の

佐香 寛

方々には大変お世話になりました。

老人会から推薦され区民会議に参加しました。参

山本 尚之

加しての感想は、福祉に関する問題意識はそれなり

第８期部会活動では滑り出しでの部会の構成に問

に持っているつもりでも、具体的な情報、データに

題があったように思います。問題意識の持ち方が異

ついて乏しいことから活動に限界があることを実感

なる方々を一つの部会にまとめたために話し合いの

しています。例えば救急車の利用状況の問題一つを

土俵に違和感があり活動の意欲の減退に繋がりまし

とっても、たらい回しの実態は？１１９番の不要不

た。

急率は？対策は？改善されつつあるのか？などの基
本的な事項について情報不足があり、区民会議とし
ての展開には至らなかった。
情報不足は個人的に
“イ
ンターネット以前人間”の情報収集能力不足に責任
があることは当然ながら、行政当局のＰＲ、公開法
にも今一歩改善する必要があることを痛感していま
す。
佐々木 充朗
毎月一回開催される部会になるべく参加し、互い
に意見を交わし、共通のテーマを探す。異なる考え
方異なる問題意識に触れ、互いの意思の疎通をはか
りながら、理解を深め合った。部会長の部会運営に
共感し、感謝します。
塩原 久美子
第７期より参加し、学ばせていただき、ありがと
うございました。高齢者の介護、施設・養護学校の
早期実現等、福祉の充実を青葉区が先駆けとなれた
らと強く思わせていただきます。たゆむことなく提
言していきたい事です。
鈴木 康子
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第８期青葉区民会議委員名簿
自然環境部会
部
副
副
副
加茂千津子○
小杉富雄○
福島憲一○
大野 承○

飯塚 宏

石川智也

内野正信

生方 悠

緒方陽子

片村 晋

金丸 睦

鈴木喜代子 田中保子

都留義之

仲谷昌敏

西川宣久

西山菊翁

福井康夫

松下秀亘

望月省吾

三品武司

安全・安心部会
部
副
副
宮崎泰雄○
伊東秀昭○
小池 仁○

秋山アサヒ 石垣 篤

井上良貞

上田 仁

遠藤海斗

太田真一

大原 徹

大和田和子 加藤隆士

川島史博

小池久身子 小池由美

小暮 博

三枝和江

坂間智司

鮫島毅人

嶋田敦雄

田畑嘉教

中島史和

中西武夫

中村菊代

鍋田 博

入戸野博

平沢勝利

藤岡幹司

狩野恭子

川島美智子 斎藤静子

健康・福祉・教育を考える部会
部
副
岩瀬浩一○
竹本靖代○

飯塚秀子

稲塚新一

岩崎とし子 大友 徹

坂田啓輔

佐香 寛

佐々木允明 塩原久美子 助川昌子

鈴木圭子

鈴木康子

鷹野 薫

高橋正幸

手塚博之

豊田 充

野崎博之

東瀧邦次

福田庸子

松澤重之

三原 毅

森

安田節子

山田宏秀

山本尚之

部 部会長
○

毅

副 副部会長
○

※発足時の登録者から、途中入会者を追加し途中退会者を削除しています。

推

薦

団

体

中里連合自治会

青葉区医師会

青葉区体育協会

谷本連合自治会

青葉区歯科医師会

青葉区ＰＴＡ連絡協議会

奈良町連合自治会

青葉区薬剤師会

青葉区老人クラブ連合会

新荏田連合自治会

青葉区更生保護女性会

社団法人みどり青色申告会

すすき野連合自治会

青葉区獣医師会

横浜あおばライオンズクラブ

美しが丘連合自治会

青葉区食生活等改善推進員会

青葉区聴覚障害者協議会
青葉区心身障害児者団体連絡
協議会あおば会
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第８期青葉区民会議委員名簿
委 員 構 成 （発足時）
公募

自治会・町内会推薦

団体推薦

合計

５４人

２０人

９人

８３人

運 営 委 員 会
氏

名

役 職 等

選出母体

小池 由美

代 表（安全・安心部会）

部 会

宮崎 泰雄

副代表（安全・安心部会）部会長

自治会

加茂千津子

副代表（自然・環境部会）部会長

部 会

大野 承

広報委員長（自然環境部会）

自治会

大友 徹

（健康・福祉・教育を考える部会）

自治会

伊東 秀昭

（安全・安心部会）部会長

部 会

岩瀬 浩一

（健康・福祉・教育を考える部会）部会長

部 会

生方 悠

（自然・環境部会）

部 会

小池 仁

（安全・安心部会）

自治会

小杉 富雄

（自然・環境部会）

部 会

斎藤 静子

（健康・福祉・教育を考える部会）

部 会

坂間 智司

（安全・安心部会）

団 体

鮫島 毅人

（安全・安心部会）

部 会

鷹野

薫

（健康・福祉・教育を考える部会）

団 体

中田

毅

（健康・福祉・教育を考える部会）

部 会

中村 菊代

（安全・安心部会）

団 体

福島 憲一

（自然・環境部会）

部 会

福田 庸子

（健康・福祉・教育を考える部会）

部 会

望月 省吾

（自然・環境部会）

部 会

広 報 委 員 会
広報委員長 大野 承
飯塚博

岩崎とし子

小杉富雄 鮫島毅人

岩瀬浩一

上田仁

鷹野薫

福島憲一 宮崎泰雄
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加茂千津子

小池由美
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