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第１０期へ
青葉区民会議

第９期青葉区民会議 代表委員

加茂千津子

―― 減災とまちづくり ――
2011 年は「3.11 東日本大震災」の衝撃的な現実に、様々な不安な要素を抱えてのスタートとなりました。計
画停電のため会議の時間が制限されたり、予定を立てにくい中で活動が始まりました。私たち区民は大震災の
体験を通して多くのことを学びました。 そして安心して暮らすためのまちづくりについて、今までの想定を
考え直さねばと感じました。防災・減災に区民の関心が高まり、行政や自治会でも講座や防災訓練等の取り組
みが活発になりました。そのような中で区民会議では安全・安心・まちづくり部会が「震災アンケート」を実
施、
「防災のつどい」と「防災・減災連続講座」を４回実施しました。安心して暮らすために大切なことを学
びながら、減災のために青葉区の住民が情報を共有しながらつながっていく、このようなまちづくりは今後も
継続して取り組みたいと考えています。

―― 「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 ――
震災のため「区民のつどい」が中止となり、第８期からの引き継いだ未来プロジェクトの取り組みは第９期
の「区民のつどい 2011」で素案検討を行いました。1000 人アンケートを実施して区民の意見を集め、12 の提
案としてまとめた提案書『すべての世代がすみ続けたいまち青葉』を青葉区へ提出しました。今後は「横浜市
都市計画マスタープラン 青葉区プラン」
（２５年度から改定予定）の改定に合わせ、区民と共に参加、参画
できるよう努めていきます。

―― これからの住民自治～大都市制度改革の中で横浜のめざす「特別自治市構想」～ ――
東京都、神奈川県等の大都市部では今後人口が減少するとともに高齢化社会は急激に進むと想定されていま
す。このような社会的背景を反映した横浜市の「特別自治市」構想を市民が理解する場が必要です。意見を聞
く広聴のほかに、市の仕組みを理解する広報の場としてこのテーマを「区民のつどい 2012」で取り上げまし
た。これから予想される高齢社会に対して必要な社会のしくみと住民自治について、継続してさらに勉強会等
を実施しながら、
「自分たちの住むまちを、自分たちの手でよくしたい」そんな思いが実現できる住民自治を
めざし区民とともに参画していきたいと思います。

―― 区民会議の意義 ――
平成２４年度の全市区民会議交流会は４区の区民会議が実行委員となりすでに解散した元区民会議へも呼
びかけ開催しました。今では、それぞれの活動や方向性が様々になっています。その中で、青葉区民会議はア
ンケートやつどいを通しての広聴と広報活動、横浜市への提案活動を２つの柱と位置づけて担い、これからも
区民と行政の架け橋として自主的、主体的に運営し活動していきたいと考えています。
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第 9 期区民会議の主な活動
年月日
23.04.16

活 動 内 容
第9期

要 点

発足総会

3 部会体制でスタート

5.23 オリエンテーション実施

8 期後半 2 月に実施したオリエンテーション後追加

6.23 青葉区主要事業/区政運営方針説明

6 月度運営委員会で説明される

07.20 35 号区民会議ニュース発行

「すべての世代が住み続けたいまち青葉」素案検討会

9.17 区民のつどい開催

テーマ「まちづくり素案

09.25 「平成 24 年度横浜市予算への要望・提案」

各部会が提出した要望・提案について区長に説明

11.03

介護施設マップ配布,ビューポイントポスター展示、体験

「区民まつり」2011 に参加

自助袋など
第 37 回全市区民会議交流会に参加

テーマ

12.16 2 区交流会（於：ビオラ市ケ尾）
12.26

未来プロジェクト提案

「発信し、行動する区民会議」

懇親交流会を中心に行う

区へ提出

青葉区担当

第 8 期・第 9 期でのプロジェクト総集編提出

24.02.20 36 号区民会議ニュース発行

青葉区の 3.11

あなたはその時？震災アンケート

03.22 要望･提案への回答について

事務局より運営委員会へ届く

03.24

防災のつどい

私たちの減災は？

04.14

中間総会

07.02

小笠原区政推進課長との懇談

開催

未来 PT 提案のフォローアップについてのアドバイス
横浜市都市計画マスタープラン素案に対する市民意見募
集と地域別説明会について

07.20 徳江青葉区長との談話 (7 月 20 日予定)

区民会議ニュース 37 号記事として取材

08.23

市長とのミーティング

未来 PT 提言内容と部会活動報告を行った

37 号区民会議ニュース発行

減災力を高めよう

09.

田園都市線駅周辺のまちづくり説明会参加

9 月１日(土)10 時～

09.13

泉区地域協議会会議への傍聴

住民自治勉強会のための傍聴

09.13

「平成 25 年度横浜市予算への要望・提案」 部会長名での提出を行った

9 月 4 日(火)15 時〜

提出
10.04

「平成 25 年度横浜市予算への要望・提案」

各部会より区長へ説明

11.03

「区民まつり」2012 参加

青葉区民アンケート実施

11.28

住民自治勉強会顧問との情報交換会その１

横浜市会行財政制度特別委員会委員(顧問)へ呼びかけて

11.30

第 38 回全市区民会議交流会

テーマ「自分たちのまちは自分たちでつくろう」

12.14

横浜北部まちづくり交流会

港北まちづくり区民の会担当

01・16 住民自治勉強会顧問との情報交換会その２

３部会

横浜市会行財政制度特別委員会委員(顧問)へ呼びかけて

25.02．20 38 号区民会議ニュース発行

青葉区民のつどい＆大都市制度講演会 in 青葉

3.16 青葉区民のつどい 開催

同日

3.16 第 10 期区民会議オリエンテーシﾖン

第 10 期区民会議委員に対する説明

04.20

第 10 期区民会議解散総会
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政策局主催「大都市制度講演会 in 青葉」開催

運営委員会開催記録
回数

開催日

第１回

23.04.18

内

容

発足総会当日開催

回数

開催日

第 13 回

24.03.22

内
・中間総会準備

・要綱見直し検討進める

11 人

第2回

05.13 ・第 9 期運営委員会等の活動体

12 人

制確認（運営委員名簿、定例

・H24

開催日、年間計画）

（3.22 付け）

・3 区交流会担当区

名義依頼 承認
「第６回かながわお口の健康フ

・未来プロジェクトについて

ォーラム」

回答（4 月 4 日付）

05.26

第 14 回

・まちの未来 PT スタート（運

第 15 回

・新部会設置承認までの取り
決め手続きを確認
第4回

06.23

05.24

・新規プロジェクトについて検討
始める
・住民自治勉強会

・お知らせメール開始確認
第 16 回

07.28

・総会報告

11 人

12 人
第5回

04.26

12 人

営委員会直前時間を使用）

12 人

06.28

・H25 市要望・提言についてまと
め作業開始

・区民会議ニュース 35 号発行
第6回

08.25

・第 1 回住民自治勉強会報告

・つどいに向けて準備
第 17 回

・第 2 回オリエンテーション実

10 人

07.26

・区民のつどい計画

・震災アンケートの部会への
第 18 回

配布依頼
09.22

08.23

り
10.27

第 19 回

・全市交流会内容確認

11.24

第 20 回

・2 区交流会日程変更など確認

12.22

・H25 年度市への要望提言提出

10.25

・10 期募集について
・区民まつり準備
・区民のつどい企画検討

・全市交流会報告
第 21 回

・2 区交流会報告

6人
24.01.26

第 22 回

見交換について
12.20

・第 10 期委員募集について

提案

・区民会議活動要綱見直し

・横浜北部まちづくり交流会 ML
第 23 回

設置
10 人

02.23

・顧問議員との懇談報告
・9 期活動報告作成について

9人

介護保険事業計画素案への

第 12 回

・大都市制度について議員との意

・防災のつどい準備
・第 5 期高齢者保健福祉計画・

9人

11.22

9人

・未来プロジェクト提案提出
第 11 回

09.27

9人

8人
第 10 回

説明会案内

12 人

・区民まつりの準備

11 人
第9回

・ティーミーティング報告
・田園都市線駅周辺のまちづく

10 人

・2 区交流会準備

10 人
第8回

・未来プロジェクト提言書
フォローアップ

9人

施報告

第7回

・ティーミーティング参加内容に
ついて検討

8人

・3 区交流会担当区準備会
スタート

11 人

要望・提言の回答を得る

・青葉区歯科医医師会より後援

・H23 年度市への要望提言への

第3回

容

25.01.24

・北部まちづくり交流会報告

8人

・年間計画表

第 24 回

・青葉区民会議設置要綱見直し

・区民のつどい進め方について

02.28

・10 期準備

オリエンテーション

準備(3 月 16 日)

10 人

・H25 全市交流会について
第 25 回
9人

03.28

・区民のつどい報告
・全市交流会参加について
・総会準備の確認
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部会活動
定例部会
年月日 場所 人数
23,4,16 区役所
23,5,9 田奈
15
23,6,13 田奈
14
23,7,11 田奈
11

23,8,8 田奈
23,9,12 田奈

10
11

23,10,17 田奈

12

23,11,14 田奈

11

23,12,12 田奈

12

24,1,16 田奈

14

24,2,13 田奈

14

24,3,12 田奈

12

24,4,9

田奈

11

24,5,14 田奈

14

24,6,11 区役所
24,7,9

9

田奈

13

24,8,13 田奈

12

24,9,10 田奈

8

23,10,15 田奈

14

24,11,12 田奈

10

24,12,10 田奈

12

25,1,21 田奈

10

25,2,18 田奈

10

25,3,11 田奈
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自然･環境部会

主 要 な 内 容
１８名でスタート、部会長、運営委員を選出
広報、会計、書記等を選出、９期活動につき自由討議
９期、個人として、部会として何をやりたいか、を自由討議
未来ＰＴの全テーマをＰＴの担当委員から説明受け質疑応答、同時に、当部会関連の
５テーマにつき市の反応を直接聞く事を了承
４月の「要望・提言への回答」の内、５テーマを再質問する事を確認
９期活動で何をしたいか、を継続して討議
過去２回の自由討議を元に、９期活動方針と「各人の担当テーマ」を決定
区役所から３名参加し、今年度運営方針で当部会に関連する３テーマの中身説明と質疑
テーマ別勉強シリーズ第１回 「電気エネルギーの地産地消」
区民のつどい（９月）の反響の報告と各人の感想、
当部会の新しいＨＰの案を承認
テーマ別勉強シリーズ第２回 「川の自然環境の保全」
未来ＰＴの当部会関連テーマの内容を最終確認
テーマ別勉強シリーズ第３回 「青葉区ビューポイント」
当日午前中の観察会につき自由意見、
新メンバーが入会
テーマ別勉強シリーズ第４回 「みどりアップ市民推進会議報告」
先月の観察会の詳細報告と参加者の感想、 区民会議ニュースの部会紹介記事を議論
テーマ別勉強シリーズ第５回 「街の花壇、フラワーロードの整備」
無断欠席６ケ月以上の２人に、今後の継続の意思を確認する事を報告
みどりアップ計画の歴史と全体像、横浜みどり税との関連等を系統だって勉強
テーマ別勉強シリーズ第６回 「横浜３ＲＭの勉強」
６ケ月以上無断欠席の２人は区民会議を退会した事を報告
８月提出の予算要望・提言に「みどりアップ計画・みどり税」と「緑視率」を加える
テーマ別勉強シリーズ第７回 「神奈川県及び横浜市の太陽光発電普及施策の現状」
１名が自己都合で退会
予算要望・提言の準備で、みどりアップ計画Ｈ２２年度の区内実績を一つ一つ確認
テーマ別勉強シリーズ第８回 「横浜市、青葉区の都市農業」
予算要望・提言に「ありたい駅前景観」を追加、緑地保存地区の箇所につき各人が感想
テーマ別勉強シリーズ第９回 「駅前観察と緑視率」
当日午前中の駅前観察会につき自由意見、今年度の予算要望・提言に繋げる
横浜みどりアップ計画の中身の検討を継続
予算要望・提言につき議論
自然観察会の「赤田１号雨水調整池―赤田ビオトープ」の詳細報告
予算要望・提言の最終案６本を議論し了承
横浜みどりアップ計画市民推進会議の「夏の水田調査」（８月１日）報告
予算要望・提案の提出項目を最終確認
田園都市線駅周辺のまちづくりプランの公開説明会につき議論
次年度の公募・推薦の新規委員の効果的募集方法を議論
テーマ別勉強シリーズ第１０回 「電気エネルギーの地産地消２」
横浜みどり税の使途に関する「秋の樹林地調査」（１０月２７日）の参加報告
テーマ別勉強シリーズ第１１回 「市街化調整区域とみどり税関連」
当期活動記録への記載事項を議論、 市議が参加した１１月の勉強会の内容を報告
テーマ別勉強シリーズ第１２回 「赤田１号雨水調整池 赤田ビオトープ」
安安部会から提案された区民会議の進め方（住民目線の公開講座・区民講座の提供等）
につき自由意見
テーマ別勉強シリーズ第１３回 「１２月の自然観察会“都筑区の緑道を歩く”」
第９期活動記録での部会活動の記載内容の素案を報告し議論
テーマ別勉強シリーズ第１４回 「奈良川源流域の現状」
予算要望・提案の回答につき内容を議論
第９期の活動内容につき自由意見、全員がコメント

外部から情報収集・情報交換
23,8,19
3+2 環境創造局を訪問し未来ＰＴの部会関連テーマの情報収集、区役所から２名参加
23,8,30
5+1 横浜川崎治水事務所を訪問し予算要望・提言につき情報交換、区役所から１名参加
23,9,12 部会
区役所からＨ２３運営方針の中で当部会に関連する３テーマの紹介と質疑
23,11,15 田奈 5+1 環境創造局から横浜みどりアップ計画の説明、他部会から１名参加
24,1,20
2 みどりアップ計画市民推進会議の定例会議を傍聴
24,2,13 部会
資源環境局青葉事務所から３ＲＭの紹介（主としてミックスペーパー回収の要点）
24,4,17
6 環境創造局を訪問し横浜みどりアップ計画の保存樹林地等の情報収集
24,7,5
2 環境創造局を訪問しみどり税、みどりアップ計画につき質問と意見交換
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部会活動
23,5,16
23,12,12
24,5,28
24,6,11
24,12,20

観察会
12
7+1
3+2
9+4
7+2

自然･環境部会

寺家・鴨志田里山めぐり
恩田地区の市街化調整地区の観察、他部会から１名参加
赤田ビオトープ観察会、他部会から２名参加
田園都市線の駅前観察と緑視率、他部会から４名参加
都筑区の緑道を歩く、他部会から１名と説明員として外部から１名参加

対外活動 （除くＨＰでの発信）
23,8,30
4 鶴見川河川区連絡調整会議で鶴見川の桜植樹につき植樹申請の条件の議論に参加
23,11,3 区役所
区民まつりでビューポイント写真を掲示し「ここはどこ？」クイズ実施
24,4,25
2 鶴見川河川区連絡調整会議に参加。区民会議としての桜植樹の条件を提示
24,8,1
2 横浜みどりアップ計画市民推進会議の「夏の水田調査、田奈地区」に参加
24,10,27
2 上記の会議の「秋の樹林地調査、泉区の新橋市民の森」に参加
24,11,3 区役所
区民まつりで田園都市線７駅の駅前写真を掲示し「この駅はどこ？」クイズ実施
24,11,30
全市区民会議交流会で「街のみどりを守り育てる 緑視率」を発表

H25 年3月 定例部会

H25年3月 定例部会風景

H23 年12月 観察会（恩田地区）

H24年12月観察会（都筑緑道ウォーキン

お願い

H24年11月青葉区民まつり会場 この駅ど

H24年11月全市区民会議交流会 発表
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当期の自然・環境部会は１８名とオブザーバー１名で

（田奈ステーション）で開催し、毎回平均約１２名が出

スタートしたが、期中に３名が退会し新規入会が１名あ

席した。部会で議論した中から主要なテーマの内容を時

り、期末の在籍数は１６名である。以下、第９期活動方

系列で記述する。

針、定例部会活動、観察会につき報告する。

尚、毎月の部会での主要なテーマは。冒頭の記録一覧
に記載してある。

１．第９期の活動方針

１）未来プロジェクト関連

自然、環境という言葉の範囲は大変広いので、第９期

当部会で議論し提案した５項目（緑視率、街路樹保全、

開始早々の５月、６月、７月の定例部会では、部会員全

みどりアップ計画、市街化調整区域の自然保護策、鶴見

員が「９期は、個人として、部会として、ＸＸＸに取り

川・恩田川のリバースポット）の最終案を含め、未来プ

組みたい」と意見・希望を述べあい、部会活動の方向性

ロジェクトの全項目を部会で報告した。同時に、当部会

や具体的内容を議論した。

の５項目につき市と情報交換を行う事とした。

■「部会員が取り組みたい項目」

２３年８月、環境創造局を部会員４人が訪問し（区の

部会員から出た希望・意見（下表の小分類）を集約し

担当者も同行）
、各項目に対する市の反応を確認しつつ提

たところ、９期の当部会の大きなテーマ（同、大分類）

案項目の必要性を説明した。市から得た情報をベースに

は、①青葉区の自然（
“みどり”と“川”
）を守ろう②環

最終案の一部を微修正した。

境問題に目を向けよう、の二つに類型化された。また、

２）
「予算要望・提言への回答」のフォロー○

みどり、川、環境の夫々のより具体的中身も整理された

前期後半に提出した予算要望・提言の回答の中で、リ

（同、中分類）
。更に、部会は部会員全員で運営、という

バースポット３件と寺家ふるさと村への散策路２件につ

主旨から、定例部会にテーマ別勉強シリーズを設置し、

き、再度質問する事とした。そのため、２３年８月横浜

全員が自分のテーマを報告する事とした。

川崎治水事務所を部会員５名が訪問し（区の担当者も同
行）
、提案の背景と必要性を説明した。
又、リバースポット提案の基礎となった「鶴見川流域
環境整備構想」の現在の位置付けを区に尋ねたが「この
資料は活きている。ただ、一部時代遅れの部分もある」
との回答を得た。
３）テーマ別勉強シリーズ
既述の様に、当期は部会員全員が独自のテーマを設定
し部会に登録すると同時に、定例部会で、登録した個人
テーマにつき全員が報告する事とした。但し、報告する

■「部会として取り組みたい事項」

スタイル・内容・時間は各人に任せ、気軽に発表出来る

部会員の希望・意見をまとめた結果、公開講座等の広

様にした。

聴、行政と意見・情報交換 、現地調査、他部会にも参加

Ｈ２３年９月からスタートし、予算要望・提言に議論

を呼び掛ける見学会・観察会（出来たら２～３ケ月に１

を集中したＨ２４年６月～９月を除きＨ２５年２月迄毎

回）
、及び活動の成果は①当部会のＨＰから積極的に外部

月実施して、延べ１４名の部会員が報告した。

に発信すると共に、②市予算への要望・提言としてまと

事前に準備した資料を配布して説明したり、手元のメ

める事、とした。

モを確認しながら説明したり、と報告のスタイルは各人

■今期の総括

各様であったが、自然と環境に関する各人各様の考え方

第９期を振り返ってみると、上記の活動方針の内、公

を聞く事が出来た。また、普段は余り発言をしない部会

開講座は開催出来なかった。また、見学会・観察会の回

員からも報告があり、有意義な勉強会であった。尚、毎

数は目標には届かなかった。この２点を除けば、部会員

月の報告テーマは冒頭の記録一覧に記載してある。

の協力により、略活動方針通りに活動出来た。

４）Ｈ２５年度予算に対する要望・提案
今期新たに追加するテーマをどうするか議論した（Ｈ

２．定例部会

２４年３月）結果、前期から勉強している「横浜みどり

原則毎月第２月曜日１８時から区民活動支援センター

アップ計画、みどり税」と「緑視率」が了承され、８月
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までの部会ではこの２つを重点的に議論した。

■前期の要望・提案からの継続テーマ

■横浜みどりアップ計画と横浜みどり税

前期提出した要望・提言の中から、鶴見川のリバース

このテーマは前期から、フォーラム等に参加した部会

ポット関連、市が尾駅から寺家ふるさと村への散策路の

員の部会での報告、区内の事業実績の紹介や、パンフレ

整備、及び恩田市民の森（仮称）の早期実現の３件は、

ット”濱 RYOKU”の配布等で断続的ながら勉強は継続し

回答の内容を参考にして若干手直し、今期も継続して提

てきた。特にＨ２４年２月の部会では、①横浜みどりア

出する事とした。

ップ計画の歴史と全体像、②横浜みどり税との関連、③

■第９期の要望・提案の具体的テーマ
以上の議論を経て、最終的に下記６件を予算に対する

横浜みどりアップ計画市民推進会議の説明、がなされ、

要望・提案とした。

基礎知識は部会員に共有化されつつあった。

「自然環境のみどりの指標として“緑視率”の導入」

４月以降、①５つもある緑地制度の内容確認、②区内
で実施された全事業の内容評価、③市内の過去３年間累

「比較的容易な駅前緑化事業の推進」

計の主要事業の内容評価等を議論した。この間、市の環

「横浜みどり税の条件付継続について」

境創造局と２回の情報収集・意見交換も行い、区内の緑

「鶴見川のリバースポット（水辺の憩いの場）に警報
板の設置、について」

保全事業のごく一部だが現地見学もおこなった。

「市が尾駅から寺家ふるさと村への散策路の整備につ

以上を踏まえ、時限立法である横浜みどり税の継続に

いて」

は一部委員から異論が出たが、部会としての要望・提案

「恩田市民の森（仮称）の早期実現を要望します」

は「横浜みどり税の条件付継続」とした。

夫々の具体的内容は、別項の「予算に対する要望・提案」

尚、前述の市民推進会議が主催する現地観察会（Ｈ２

に記載してある。

４年８月 田奈の水田を歩く、同１０月 泉区新橋市民
の森調査）に参加した部会員から部会で詳細な報告がな

３．観察会

されたり、濱 RYOKU の最新号が部会で配布されたりと、

今期は５回実施した。回数こそ当初予定より少なかっ

本件のフォローが続いている。
■緑視率

たが、他部会からの参加もあり、夫々の内容は充実して

この新しいコンセプトは前期の部会で紹介され、以降、

いた。また、観察会の内容は部会でも写真付きで詳しく

空から計測する緑被率との違い、計測方法、利点・留意

報告され、参加出来なかった部会員とも観察した状況が

点、採用事例等は部会で度々議論されてきた。その成果

共有化された。

として、未来プロジェクトでも「緑視率指標の導入」を

各観察会の詳細な報告は当部会のホームページに掲載

提案している。

しているので、ここではダイジェストを報告する。
１）寺家・鴨志田里山めぐり

今期は、この指標が採用される可能性を検証する為、

Ｈ２３年５月１６日 参加者：１２名

田園都市線の駅前の現状を緑視率で計測してみる事とし
た。同時に、駅前については青葉区が「田園都市線駅周

寺家ふるさと村と鴨志田の里山は青葉区の緑の景観を

辺のまちづくりプラン」を進めており、このプランへの

代表する地域だ。そこに残された緑の現状を観察した。

要望・提案として、ありたい駅前空間は？という視点で

区のホームページからウオーキングコースの「寺家・鴨

も観察する事とした。

志田里山めぐり」のパンフレットを入手し、四季の家を

担当委員の周到な準備の下、安・安部会の４名も含め

スタートして寺家（居谷戸）の集落をゆっくりと歩き居

１３名で、青葉台駅・市が尾駅等５駅の駅前の現地調査

谷戸池に。この池には小さな弁財天がある。ここから、

を実施した（参照：３．観察会）。この調査をベースに、

人とほとんど

要望・提案として「自然環境のみどりの指標として”緑

出会わない静

視率”の導入」と「比較的容易な駅前緑化事業の推進」

かな里山（写

に纏め上げた。

真参照）を経

尚、この成果は、区民まつり（Ｈ２４年１１月「この

由して水車の

駅はどこでしょう」クイズ）と全市交流会（Ｈ２４年１

そばの新池に

１月「街のみどりを守り育てる 緑視率」
）でも報告した。

出て、寺家ふ
るさと村の中
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を水田を見ながらむじな池に到着。むじな池の左側の整

３）赤田１号雨水調整池の赤田ビオトープの観察会

備された散策路から林に入り小山を一つこえる。熊野池

Ｈ２４年５月２８日 参加者：５名（他部会２名）
青葉区には雨水調整池が５００ケ所程もあるが、その

で一休み。
寺家ふるさと村を離れて鴨志田公園の横を抜けて住宅

内の一つの赤田 1 号雨水調整池は、江田駅から歩いて 10

地域に入る。地域ケアプラザの裏の遊歩道を歩いて鴨志

分程の住宅街にある。この雨水調整池の中に、背の低い

田郵便局前、市営鴨志田住宅を抜けて再び里山に入り、

木立に囲まれた赤田ビオトープがある。
流れ込んで来る雨水を活用して自然の生物体系を残す

あじさいの小道を通り終着点の四季の家に戻った。
寺家ふるさと村のみならず周囲にある緑に囲まれた散

様に設計されたビオトープは、そのメンテナンスが重要

策路は区民の貴重な財産、を再確認した。しかし、緑を

だ。普段、調整池は鍵がかかっているが、このビオトー

削った開発事業や荒れ果てた田畑が散見され、都市の中

プの作業をボランテイアでおこなっている部会員がリー

の緑の保全策を改めて考えさせられた。

ダーとなり彼の案内で、５月下旬の天気の良い日、赤田

２）恩田地区の市街化調整地区の観察

調整池に入る事が出来た。長靴に履き替えて、どんな「い

Ｈ２３年１２月１２日 参加者：８名（他部会１名）

きもの」を発見できるのか楽しみにビオトープに入る（写

市街化調整区域は開発・建築行為に制限があるが現状

真参照）
。

はどうか？開発には一定の緑化努力や景観対策が必要だ

池と湿地、大人の背丈

が、はたして私たちの目で見て許容範囲か？恩田地区の

ほどもある植物、こんも

実態を観察しに出かけた。

りとした雑木、そこに生

今回の観察会のリーダーが作成したコースガイドを道

息する小動物達。住宅街

しるべに、冬の陽を浴びながら、こどもの国駅から県道

のど真ん中だがそこに

真光寺長津田線（通称こどもの国通り）を恩田駅方向に

は”自然”がある。

歩き始める。道路の両脇は市街化調整区域だが新しい住

リーダーが四つ手網を水の中に入れる。めだかだけで

宅が散見される。

なく困り者の外来生物アメリカザリガニがかかる。子供

住吉神社からこどもの国線の線路沿いを歩き奈良町の

の頃、四つ手網で魚取りした事を思い出す。水辺のあち

住宅街に。住宅街と里山（市街化調整区域）の狭間に奈

こちの花菖蒲がきれいだ。繁茂する草花の中から、黄色

良しぜん緑地（アメニティー）がある（写真参照）が、

の花を付けたコウホネ、外来生物のギシギシ等々もリー

そこでは自然がしっかり残されている状況を確認した。

ダーから教えられた。

その後恩田駅へ向

自然の生物体系を保存するビオトープの大切さと、そ

かって住宅地と市

のメンテナンスの重要性を再認識した観察会であっ

街化調整区域との

た。 ４）田園都市線の駅前観察と緑視率

境の道を歩く。途

Ｈ２４年６月１１日 参加者：１３名（他部会４名）
田園都市線の駅前地域を、①やすらぎやうるおいを与

中、
”源流の森”の
立札を見つけた。

える緑視率という指標で見ると現状はどうか？②ありた

この一帯の森は市

い駅前景観とはどんなものか？安全・安心部会にも参加

の緑地保存制度で守られている事が判る。

を募り、リーダーが周到に準備した資料と記録用紙を手
に現地調査した。

再度線路を渡り恩田の丘陵に入る。ここは住居が点在
するが緑に囲まれた細い山道を楽しむ。丘陵を下り、市

雨が降る中、朝のラッシュが一段落した青葉台駅に集

街化調整区域でも建設が許可される特別養護老人ホーム

合した。早速緑視率を測る４ポイントを設定し、そこか

を見た後奈良川に出る。田奈の広々とした水田の間の農

らのアングルをデジカ

道を歩き、恩田川を経由して最終地点の田奈駅に到着。

メに収める。
駅前の周辺

この間約８Ｋｍであった。

を皆で歩き、
現状と改善
点の感想を述べ合うと

市街化調整区域に残された緑を堪能すると共に、今後
起こるだろう開発には、一定の緑化努力や景観上の配慮

共に、手渡された用紙に

が必要である事を痛感した観察会だった。

「まちの感じ」
「緑の多
さ」
「感想・意見」を各
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人記録した。因みに青葉台駅前（前ページ写真参照）の

自然生態園を後にして疎水の横の樹木に覆われた緑道

感想では、駅前のシンボルツリーの効果大、並木は緑も

を歩き、その後再度川手さんの案内で山道の様な森に入

多く快適、バス停の地中化は夢？等々、現地調査ならで

り、横浜独逸学園の横を抜けて仲町台駅に到着。

はの意見が多数出された。

川手さんのお陰で貴重な寄り道ができ、青葉区とは一

以降、藤が丘、あざみ野、たまプラーザと市が尾の各

味も二味も違う”緑住隣接”を確認したと共に、丁寧に

駅に移動し同様の調査を行った。その結果、駅ごとの特

緑が保全されている事に感心した。

徴も確認出来た。
観察会終了後、各駅４か所で撮影したアングルでの
夫々の緑視率を、リーダーが根気の要る手作業で算出し
た。また、我々が希望する駅前景観も明確になった。こ
れらの成果は、
「自然環境のみどりの指標として”緑視率”
の導入」と「比較的容易な駅前緑化事業の推進」として
要望・提案に結び付いた。
５）都筑区の緑道を歩く
Ｈ２４年１２月２０日 参加者：９名（他部会他２名）
隣の都筑区には、港北ニュータウン開発の当初からプ
ランされた「自然環境をしっかり保全する為、谷戸に沿
って存在している既存の緑を保存する」約１３Ｋｍもの
緑道が連なっている。きれいな青空が広がる冬の日、都
筑区が発行する「水と緑の散策マップ」を参考に、バス
停見花山から地下鉄仲町台駅までの約４Ｋｍの緑道の観
察に出発した。
特別参加として、港北ニュータウン開発に携わり、今
も緑道の保全活動をされている川手昭二さんに同行戴き、

H23 年 5 月 自然観察会（寺家・鴨志田の里）

各ポイントでの説明と緑道から外れた谷戸の案内等々、
大変お世話になった。
見花山から鴨池を目指して歩き始める。住宅のすぐ横
を歩く箇所もあるが、総じて濃い緑の中に幅３ｍ程の整
備された緑道が続く。鴨池を過ぎてから緑道を離れ、深
い谷戸の尾根道（写真参照）に入る。すぐ近くにマンシ
ョン群があ
るとは思え
ない。 そ
の後“ささ
H24 年 5 月 赤田遊水池観察

ぶねの道”
を歩いたが、
ここも両脇
の住宅群と
は多数の
木々で隔てられている。
大原みねみち公園を抜けて茅ヶ崎公園に入る。ここに
は土日だけ公開の自然生態園があるが、川手さんのおか
げで平日ながら入園でき、更には管理人の方から小１時
間も園内の案内を受けた。

H24 年 6 月 駅前観察会
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部会活動

健康・福祉・教育部会

年月日

種別

場所

23.04.16

総会・部会

青葉区役所

17 部会の発足、自己紹介、部会長選出

23.05.07

部会

ビオラ市ヶ尾

12 活動の方向性について討議

23.06.11

部会

ビオラ市ヶ尾

23.06.16

施設見学

23.07.15

部会

ビオラ市ヶ尾

23.08.17

部会

ビオラ市ヶ尾

23.09.12

部会

ビオラ市ヶ尾

23.10.14

部会

ビオラ市ヶ尾

7 区民まつりで「福祉関連施設に関する掲示物」作成と資料配布を決定

23.11.03

区民まつり

青葉区役所

－ 「青葉区介護施設一覧表」とマップの掲示および資料の配布

23.11.14

部会

ビオラ市ヶ尾

9 前記資料について見直しや今後の活用方法について意見聴取

23.12.08

部会

ビオラ市ヶ尾

23.12.12

市主催の
説明会

青葉区役所

24.01.13

部会

ビオラ市ヶ尾

24.02.09

部会

ビオラ市ヶ尾

8+2 社会福祉協議会について説明を受ける（青葉区社協・美戸事務長）

24.03.16

部会

ビオラ市ヶ尾

8 改正老人福祉法について議論 斉藤正彦氏、生方悠氏登録抹消

24.04.09

部会

ビオラ市ヶ尾

7 かながわ福祉サービス第三者評価推進機構について

24.04.14

中間総会

青葉区役所

6 第9期活動中間報告

24.06.06

部会

ビオラ市ヶ尾
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24.07.12

部会

ビオラ市ヶ尾

8 齋藤委員より「市民の健康づくり計画」について説明

24.08.21

部会

ビオラ市ヶ尾

9 来年度予算提言・政策提言について確認 辻賢治氏が初参加

24.08.23

市長とのティー
ミーティング

市役所

24.09.21

部会

ビオラ市ヶ尾

8 区民まつりの出し物について検討

24.10.16

部会

ビオラ市ヶ尾

9 区民まつりの出し物について確認 顧問との意見交換会について検討

24.11.03

区民まつり

青葉区役所

9

「食事バランスガイド」の掲示と資料配布
「青葉区介護施設一覧表（改訂版）」を配付

24.12.03

施設見学

7

全国でも有数の低価格のチェーン施設

24.12.21

部会

白木屋

25.01.22

部会

ビオラ市ヶ尾

7+3

25.02.19

部会

ビオラ市ヶ尾

11 「区民のつどい」や福祉・教育問題についてフリートーキング

25.03.21

部会

ビオラ市ヶ尾

7+1

ｸﾞﾗﾝｹｱあざみ野
未来倶楽部青葉田奈

サニーライフ青葉

人数

10+2
8

内容

H23年度予算要望・提言の回答について討義
未来プロジェクトプロジェクトリーダー小池(由）さんより説明と参加要請あり
全国でも有数の高額な施設
かなりリーズナブルな価格設定の施設

未来プロジェクトについて、テーマ別に担当者より説明
生方委員より新部会(教育）立上げの申請あり
「H23年度予算要望・提言への回答」の評価と次年度への
9
予算要望・提言の検討
H24年度予算要望・提言(案）について討議。
9+1
新入会の衣笠氏が体験参加
9+5

自治会（連合自治会）との第1回意見交換会実施
（新荏田第3自治会吉田会長）
横浜市高齢者保健福祉計画（Ｈ24～26年）についての説明会参加
4
部会で内容を検討しパブリックコメント提出（24.1.25）
上記についての提言を検討 自治会（連合自治会）との
6+1
第2回意見交換会(美しが丘連合自治会鮫島会長）
9+1

ダイヤモンド社の老人ホームランキングについて説明
坂田委員より提起された訪問介護の問題点について議論

福祉問題(介護施設等）および生活保護受給者問題について提言

9 今期活動の反省会兼忘年会
市会議員の藤崎浩太郎氏、丸岡いつ子氏と福祉問題等について
意見交換

NPO法人で長年子育て支援活動を行なってきた加藤曽代子さんから、
活動状況や苦労話などを伺い、今後の活動の参考とした

( + はゲスト参加者 )
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部会活動

健康･福祉･教育部会

前期までの「健康・福祉グループ」
「教育グループ」とい

災害時対策も含め、要支援者対策について自治体が十

う区分けをせず、総勢 17 名でスタートした。

分機能していない
福祉人材の処遇改善は、ハードルが高いが喫緊の課題

＜具体的な活動＞

として取組んでいく必要がある等の点について協働し

・横浜市高齢者保健福祉計画（平成 24～26 年度）につい

ていく事で意見が一致した

ての勉強会実施
内容について検討を行ない、意見を集約してパブリ

＜横浜市への予算要望＞

ックコメントとして提出した（別紙参照）

平成 24 年度：
①学齢期の障害者の増加に対応するため引続き区内への

・各種介護施設・福祉施設の実情やサービスの内容調査

特別支援学校の新設を要望

および施設見学の実施

②22 年度まで市で行なっていた｢福祉人材緊急確保事業

見学施設：グランケアあざみ野（青葉区新石川）
未来倶楽部青葉田奈（青葉区田奈町）

(福祉施設職員に対する処遇改善策)の継続および給付

サニーライフ青葉（青葉区荏田西）

額の大幅アップを要望

高額な施設や低料金で運営できている施設について、

③｢福祉人材就業支援事業｣(介護資格の取得費用補助)の
大幅拡充を要望

その秘訣や実際の運営状況を見聞した
・有料老人ホームの料金体系、サービス内容等について

平成 25 年度：

調査

①学齢期の障害者の増加に対応するため引続き区内への

様々な調査資料、新聞・雑誌の特集記事等多様なソ

特別支援学校の新設を引続き要望

ースから収集したデータを分析

②｢福祉人材緊急確保事業｣の再開により介護職員の処遇

｢青葉区介護施設一覧表｣の内容を見直して改訂版

改善を行い、不足する介護関連職員の確保を図るよう

を作成、青葉区に隣接の施設も掲載した

要望

・食の安全や食育に関する勉強会や啓発の実施

③問題点の多い｢ヨコハマ生き生きポイント｣(ボランテ

区民まつり(平成 24 年) において「食事バランスガ
イド」を掲示し、具体的な内容については資料

ィア・ポイント制)の改善策を提言

を

配布して啓蒙活動を行なった
・林市長とのティーミーティングにおいて、介護施設問
題や生活保護受給者問題について提言
公的な介護施設の拡充を要請（現在ほとんど空きが
なく、有料老人ホームは高額で一般の人達が中々入
れない）
高齢者や病弱者を除く生活保護受給者にはボランテ
ィア活動の義務化を提言
・災害時の要介護者への対応をはじめ、問題意識を共有
し協働すべき事項が多々ある自治会（連合自治会）と
意見交換会実施
連合自治会の機能と役割、具体的な活動状況（美し
が丘連合自治会長・鮫島毅人氏）
先進的な災害対策活動を行なっている自治会の実施
内容（新荏田第 3 自治会長・吉田公生氏）
・市議会で福祉・教育関連の委員会に所属する青葉区選
出の市会議員（藤崎浩太郎氏、丸岡いつ子氏）との意見

参考 横浜市健康福祉局

交換会実施

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/kyoutuu/j

地域のケアの全体像（高齢者、障がい者、教育・子

ourei/jigyoukeikaku/dai5ki-keikaku/12siryou3.pdf

育て）について見直しを図っていく必要がある
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部会活動

健康･福祉･教育部会

第 5 期 横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画＜素案＞についてのコメント
平成 24 年 1 月 23 日

項

横浜市健康福祉局へ提出

問 題 点 ・ 提 案

目

考

①65歳以上の条件をはずし、誰でも登録できるようにする

え

方

・制度の活用を図るうえで、参加者の裾野を広げ

②ポイントは1年間で清算せずに何年でも繰り越せるようにし、
将来自分が要介護状態になった時に使えるようにする。

ポイントを使い勝手のよいものにしていく柔軟な
思考が求められる。

③その為には、ポイントを他の自治体と相互利用できる
ようにする
④市の財政負担が大きい生活保護において、受給者には
ボランティア
ポイント制度

・就労努力の足りない生活保護者にはﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの

高齢者、傷病人を除き一定以上のポイント取得および

義務およびヘルパーの資格取得義務を課すべき

ヘルパー2級の資格取得を条件にする
⑤ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ登録者に、民生委員と同様のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険の

・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ従事者のリスクにきちんと対応すべき

制度を至急検討する

⑥対象施設と対象業務内容を拡充する

・対象施設が遠いとか体力的にやれる事に限度が
ある人達にも参加しやすい制度にする

①特養、グループホーム、小規模多機能型居宅介護施設

・介護スタッフが不足している中で、「入れ物」さえ

などを拡充するというが、不足している介護スタッフが

作れば何とかなる、あるいはそれで事足りると

確保できるのか

いうものではない

②介護スタッフの給与は他の職種に比べて低く、仕事も

・理念上はいい制度に思える「小規模多機能型

きついため人材確保が難しい。
施設整備

居宅介護施設」は介護スタッフにとっては過重な

負担になるケースが多い

22年度で打ち切りになった「福祉人材確保事業」による
処遇改善策を復活し積極的に人材確保を図るべき

・緊急かつ長期的な観点で介護スタッフの大幅な
増員を図っていく必要がある

③特定施設（有料老人ホーム）については「横浜型特定
施設」の誘導を行なうとしているが、公聴を行なう場で
一般化していない用語を使うのは適切ではない
①介護保険料を4,500円から5,200円へ簡単に値上げすると
言うが、保険料が有効に使用されているのか、給付内容の
そ の 他

・きちんとした説明無しに安易に値上げするのでは
市民の理解を得るのは困難と思われる

チェックは十分に行なわれているのか
②介護スタッフの移動時間が料金(≒給与）に反映しないのは
おかしい
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・介護スタッフの処遇に影響

部会活動
年月日

種別

23.04.16 総会・部会
23.05.12
部会
23.06.09
部会
23.07.07
部会
23 .08.04
部会
23.09.01
部会A
23.09.03
部会B
23.10.06
部会
23.11.02
部会
23.12.01
部会
24.01.14
部会
24.02.02
部会
24.03.01
部会
24.04.05
部会
24.05.09
部会
24.06.02
部会
24.07.05
部会
24.08.02
部会
24.09.06
部会
24.10.10
部会
24.11.01
部会
24.12.06
部会
25.01.11
部会
25.02.07
部会
勉強会／見学会 その他
年月日
種別
23.06.16 部会勉強会
23.07.21 部会勉強会
23.08.18 部会勉強会
23.09.15 部会勉強会
23.10.22 部会勉強会
23.11.03 区民まつり
23.11.17 部会勉強会
23.12.10 部会勉強会
24.01.21 部会勉強会
24.02.08 全市交流会
24.02.16 部会勉強会
24.03.24 防災のつどい
24.04.14 中間総会
22.05.15 部会勉強会
24.06.15 部会勉強会
24.06.24 まちあるき
24.06.30 公開講座
24.07.12 防災講話
24.07.13 部会勉強会
24.07.21 避難訓練
24.08.23 市長懇談会
24.09.20 部会勉強会
24.09.30 公開講座
24.10.18 部会勉強会
24.11.03 区民まつり
24.11.15 部会勉強会
24.12.19 部会勉強会
24.12.22 公開講座
25.01.18 部会勉強会
25.02.14 部会勉強会

場所
区役所
区役所
田奈
田奈
田奈
田奈
田奈
田奈
田奈
田奈
山内地区センター

ビオラ市が尾
田奈
田奈
田奈
田奈
田奈
田奈
田奈
田奈
田奈
ビオラ市が尾
田奈
田奈
場所
田奈
田奈
田奈
田奈
青葉消防署
区役所
田奈
田奈
田奈
波止場会館
田奈
区役所
区役所
田奈
田奈
市が尾
区役所
あざみ野会館
田奈
あざみ野第2小
市長室
田奈
区役所
ビオラ市が尾
区役所
田奈
田奈
区役所
田奈
田奈

安全・安心・まちづくり部会
主 な 内 容

人数
9人
7人
6人
10人
9人
5人
8人
9人
7人
9人
6人
7人
6人
4人
5人
6人
6人
7人
5人
5人
5人
7人
4人
人数
6人
5人
8人
7人
11人
8人
9人
8人
6人
7人
6人
8人
6人
2人
4人
4人
8人
5人
5人
5人
4人
5人
4人

部会役員・日程・部会内所属グループについて
部会開催日・副部会長・広報委員・年間計画 の決定・論議
（運）報告・部会書記・会計役・広報委員の決定・年間計画論議
（運）報告・勉強会日程・提言見直し・震災アンケート案検討
（運）報告・震災アンケート審議・市予算要望・区民まつり案論議
（運）報告・アンケート実行計画・区民のつどい案・区民まつり案検討
同上
（運）報告・アンケート集計・DIG計画・区民まつり非常持ち出し袋検討
（運）報告・区民まつり実行案・佐藤榮一さん講演＜これからの自主防災＞
（運）報告・市水道局井田係長講演＜災害時給水体制＞
（運）報告・提言審議・アンケ報告・全市交流会報告
（運）報告・防災のつどい計画・24年度活動計画・バリアフリー計画論議
（運）報告・防災のつどい準備・24年度活動計画・区民会議設置要綱の見直し
（運）報告・防災のつどいフォロー・市予算への要望・地域自治のしくみ論議
（運）報告・減災公開講座実行計画・区民のつどいテーマ・まちあるき計画
（運）報告・公開講座確認・まち歩き計画・新加入部会紹介
（運）報告・区役所防災担当三浦係長懇談・公開講座フォロー
（運）報告・大都市問題勉強会・市長ティーミーティング・宿泊体験訓練報告
（運）報告・豊田委員講演＜これからの被災生活＞・今後の予定
(運)報告・全市交流会北部4区交流会計画・区民まつり催し物論議
（運）報告・区民まつりアンケ・防減災かわら版・第3回公開講座計画
（運）報告・横山市議との懇談報告・交流会報告・来年度計画
（運）報告・公開講座フォロー・部会と区民会議の進め方論議
（運）報告・区民のつどい・新入会員募集・第4回公開講座・9期のまとめ
内
容
震度６弱の想定とその影響・ライフライン復旧対応 等の論議
共助・いっとき避難場所・地域防災拠点・医療拠点・救援情報救援物資の論議
隣近所と共助・自治会の役割・未加入問題・防災リーダー育成 の論議
区防災担当佐藤係長との懇談
消防署指導によるDIG演習
区民会議ブースにて非常持ち出し袋コンテスト
鹿島建設（株）原利明さん講演「ユニバーサルデザイン」
佐藤榮一さん指導による「避難所運営シミュレーション」
日本女子大平田准教授指導「避難所生活ゲーム」体験と「ルール作り」学習
別項参照
勉強会成果の全体像・提言について論議
震災アンケート報告・私たちの防災計画（自治会長等）・パネルディスカッション
別項参照
連合と自治会の現状・自治会未加入問題で論議
東急電鉄（株）大野企画開発部長講演「次世代郊外まちづくり」協定
市が尾駅～区役所バリアフリーまちあるき
第1回減災公開講座（講演「想定見直しと自助」・HUS「殺到型」）
老人クラブ＜野あざみの会＞での小池由美さん講話「災害時対応」
市予算要望・まちあるきまとめ・次世代郊外まちづくり の論議
「親と子の避難所宿泊体験訓練」体験
市長とのティーミーティング 別項参照
防災減災資料室案の論議
第2回減災公開講座（講演「共助から互助へ」・HUS「標準型」）
炊飯袋実習
ブースにて炊飯袋試食会
まつりアンケまとめ・防減災かわら版・来年度計画の論議
目黒教授講演会「我々の命を守るために」報告・あざみ野第2小訓練追加
第3回減災公開講座（講演「減災準備について」・HUS「状況付与型」）
防災シミュレーター・家具転倒防止器具について論議
来年度防災・減災課題（安全な住まいづくり・災害時要援護者への対応等）
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＜防災のつどい２０１２＞では
多彩なパネリストの参加があり
ました
①葛西せつ子
（梅が丘自治会会長）
②中山隆史
(みすずが丘自治会会長)
④井田雅之（横浜市水道局お客
さまサービスセンター）
⑤上野晋一郎（NTT 東日本神奈
川支店設備部長）
③荒川美代子
(横浜市立嶮山小学校校長）

部会長 嶋田敦雄
平成 23 年 4 月 1 日から始まりました第 9 期ですが
直前の 3 月 11 日に未曾有の東日本大震災に見舞われ
ました。当部会の課題分野は防犯・防災・交通等です。
畢竟、身の回りの防災についての検討に重点を置くこ
とになります。防災テーマの中で災害が起こった場合
の被害最小限を狙う「減災」についての論議に多くの
時間を費やし、青葉区民の減災レベルの向上のために
区民会議として出来ることを計画し実行いたしました。
新入会員の熱意があって特に勉強会にて 1 年目は部

防災・減災連続公開講座に参加された方の居住区の該
当する地域防災拠点をマップに表示しました。参加者の

会の減災知識の充実、2 年目は区民への働きかけを骨

広がりが分かるとともに 10 期の活動方針の資料にもな

子として活動計画を作成しました。内部での情報交換

りました。

だけでなく複数の外部専門家による講習会を必要テー
マに応じて行い、講習の質を高めるとともに、訓練・
シミュレーションも適宜やりました。
特に防災アドバイザーの佐藤榮一さんには 1 年目・
2 年目合計 6 回の講習をお願いし、２年目は 4 回シリ
ーズでの公開講座で延４００人の区民が参加し刺激を
受けました。
この特定テーマ「減災」での連続公開講座は初めて
の試みであり、成果が気になったところですが最終回
には参加者間で「減災ネットワーク」を構築し，区民

*1

間で平常時・災害時に横の連絡がとれる体制作りが必

地域防災拠点を表示

要だとの合意まで到達できました。
（参加者 MAP＊１）
区民会議の役割は<広聴と提言＞活動ですが、それ
と並行して 区民への情報提供・意識向上策提供 等
の働きかけを行うという 実例が一つ出来たと思いま
す。来年度は この動きを継続させ 青葉区防災計画
震災対策編修正版を前提にして「まず自らが減災する
こと」への対策を潰してゆきます。
他にまちづくりのテーマのうちバリアフリーにつ
いては市が尾駅周りのまち歩きを行いました。
また、区民まつりでの非常食の体験提供や横浜市全
市交流会・北部 4 区交流会への積極的参加もいたしま
した。
しかし、防犯や交通については未着手でした。今後の
課題です。
一方部会の問題点として部会員が高齢化し健康上
の理由で休・退会が多くなり若手の参加が望まれると
ころです。＜多世代参加によるまちづくり活動＞に協
力ください。

14

防災・減災連続講座全参加者の居住区別

部会活動

安全･安心･まちづくり部会

活動報告-1 （調査体験）

降の被災生活

―互助で減災力を高める取り組み―

支援を地域で

豊田將文

自立的に行っ
ていくことの

【調査の概要】

重要性が見え

部会の勉強会で情報収集し、合わせて外部での情報収

てきました。

集も行いました。特に、区内で活発な活躍されているＮ

・一方で、平

ＰＯ横浜青葉まちづくりフォーラムの「災害時の被災生

時においても、

活をあらためて考える」勉強会(平成 23 年度)並びに「つ

地域防災力を高める社会実験 H24.2

ながり、支えあう地域のまちづくり」講座（平成 24 年度）
に参加し自治会、防災拠点、学校、医療、福祉の被災に

地域が高齢社
会への対応や

子育て支援などを主体的に行っていくニーズが今後、

対する現状対

ますます高まっている地域状況がありました。

策とその問題

・平時においては地域のつながりの場として機能しつつ、

点について貴

災害時には被災生活を支援していく場をつくっていく

重な意見をヒ

ことが求められています。

アリングしま

・地域がつくる自立的な被災生活支援の仕組みと場のあ

した。また東

り方についてみんなと考えていくことが重要です。

大まちづくり
大学院におけ
災害時の被災生活をあらためて考える勉強会

る講習に 2 年

【おわりに】

続けて参加し

発災の瞬間に備える考えから、発災時を含めそれ以降

高齢化社会における郊外のまちづくりモデルの斬新な考

の生活を考えることに視点が移ってきていると感じまし

えをきくことができました。

た。当然、発

次に、防災活動が活発なすすき野連合自治会の協力を

災時に死なな

得て「すすき野・荏子田・黒須田・虹ヶ丘 地域防災フ

いよう耐震補

ェスティバル」
、合わせて被災後の互助のあり方を考える

強や家具転倒

社会実験に参画しました。ここでは、すすき野地区老人

対策などの直

クラブ連合会やすすき野民生委員児童委員協議会、はっ

接死対策は重

ぴーくらぶの

要ですが、被

ボランティア

地域防災力を高める社会実験の自立型機器

の協力をいた

太陽光パネルを実験用に設置

災生活の中で
発生している

だき温かい食

関連死も、高齢化とあいまって実は深刻になるのではな

事の供給や清

いのかと危惧

潔なトイレの

を覚えました。

確保、最低限

自分で考えて

の電力の自給

自分でできる

などにおいて、

ことはやると

実施体験しア

いう地域の

ンケートによる検証調査が行われました。

方々の精神は

以上の調査活動を実施して、今後私たちの被災時以降

地域防

すばらしいと

の生活保障をどうすればよいのかを考えました。

感銘をうけま
した。

【調査体験で得られた知見】
・東日本大震災後の地域のあり方の一つとして、災害以
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安全･安心･まちづくり部会
野駅」
、
「青葉台駅」
、
「たまプラーザ駅」に次ぐ 4 番

活動報告-2（まち歩き調査報告）

目である。
加藤 隆士
2.2 まちあるき

活動概要

平成 24 年 6 月 24 日

1.1 目的

に、安心安全まちづく
り部会のメンバーを

青葉区内において、道路や歩道といったインフラ
施設は、田園都市線開通に伴う。昭和 40 年代から

中心にして、
「市が尾

の東急による開発により、ある程度整備されている。

駅」から「青葉区役所」

しかし、開発後 50 年を経過した現在、後追いで建

まで、
「バリア」を確

設された区役所等の公共施設や利用者の高齢化等

認するため、
「まちあ

市が尾駅前広場 段差が

るき」を行った。

合わせた、新たな市民目線でのバリアフリーを提案
すべく、安全安心まちづくり部会活動の一環として、
「まちあるき」によるバリアフリーの提案準備資料
の作成を行った。
横浜市では、
「横浜市バリアフリー基本構想等の
提案の手引き 平成 22 年 3 月」が、作成されてい
る。この中で、
『住民等の計画段階からの参加の促
進を図るための措置として、住民等からの基本構想
の作成提案制度の創設』が、記載されており、将来
的には、この制度を利用した青葉区内での「バリア
フリー基本構想の提案」を行っていきたい。
1.2 活動概要
多様な住民利用が集中している、駅利用のための
歩道を中心にバリアフリーしていく事を、優先にし
市が尾駅ルート図

た。
（国道 246 号沿いの歩道をバリアフリーにして

最初に、市が尾駅前から北に向かうルートで青葉

も、青葉区民の利用者は限定的となる）
青葉区内には、田園都市線 7 駅とこどもの国線 2

区役に行き、南に向かい

駅があるが、公共施設（青葉区役所、青葉警察署、

県道沿いから、駅に向か

青葉スポーツセンター）が多く、青葉区民の駅利用

った。
国道 246 号線を渡った

が最も多いと想定される「市が尾駅」を、バリアフ

直後の歩道において、著

リー提案を行うための「まちあるき」の対象とした。

しい歩道傾斜があった。
（18％は有り得ない坂）
急傾斜

2.活動内容
2.1「市が尾駅」の特性

歩道傾斜を図りなが
青葉区内は、丘陵地区なので、坂は多いが、市が

ら歩いた。

尾駅は、青葉区役所が川沿いという地形もあって、

（計測方法：水平 1m に

市が尾駅（標高約 39.46m）から、青葉区役所（標

対して垂直に 1cm 上が

高約 19.50m）まで約 20m 高低差と、かなり大きな

るのが 1%の坂）

高低差がある。
「市が尾駅」の 1 日平均乗降人数は、約 4 万 3 千
人（平成 24 年 11 月）で、青葉区内では、
「あざみ
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中間地点に「おさかな広場」があり、休憩施設と
しての地理条件を備えているが、広場が階段状、木

3.今後の活動予定
3.1 活動予定

陰もないままに整備
されていて、ユニバー

今後の活動予定として、今回は健常者のみの「ま

サルデザイン【障害者

ちあるき」であったが、障害を持った方にも参加し

だけではなく健常者

てもらう「まちあるき」を行って、気が付きにくい

を含むすべての人々

「バリア」の存在を確認していきたい。
なお、
「市が尾駅」から「青葉区役所」までの縦

に使いやすく】がまっ
たく感じられない。

断勾配は、400ｍ程度の直線距離なので、高低差 20

おさかな広場

ｍ÷直線距離 400ｍ＝5％
（傾斜）
となる。
これでは、
バリアフリーの一般的な目安となる縦断的な傾斜

「おさかな広場」と

5％以内を満足できる歩道を整備する事は、地形的

道路面とはコンクリ

に不可能である。

ートがむき出しの段

しかし、様々な

差になっている。この

規制や制約、費用

公園はいつ補修され

等の問題を解消す

るのだろうか。

る事を前提とすれ
ば、商業民間施設

おさかな広場の段差

内（施設内のエレ
ベータ、エスカレ

青葉区役所から、県道を南に通るルートでは、平

ータを使用）を通

坦な傾斜で、特に大きな「バリア」は、なかった。

る歩行者動線の検

2.3 まちあるき結果

討、田園都市線の
市が尾駅出口を、

市が尾駅から、青葉区役所までの往復区間を、約

川沿いに新たに設

2 時間をかけて、
「バリア」の確認を行った結果、普

置して、高低差を

段何気なく通る道にも、意外に大きな「バリア」が

歩道にはさまざまな障害が

解消、バス便やバス停整備、電動機付移動機器の貸

存在することが確認できた。

与等のバリアフリー対策の検討を行う事は、可能で

また、今回は

ある。

障害者視点を意識

よって、ますは「バリア」を確認することから、

した歩道利用を前

安全安心なまちづくりに繋げていくつもりである。

提にしたため、通
行しなかったが、
実際に青葉区役所
に向かう、
一般的に多くの人
が通るルートは、市が尾駅から、横浜銀行脇の道を通
って、国道 246 号線沿いの歩道に
出から、県道沿いを使うとの事だ
った。
このルートにおいても、横浜
銀行脇から、約 50m 歩道なし
の車道区間という利用者を限定

使う時だけ出せるイス

する
「バリア」
が存在している。

（バス亭）
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活動報告-3
―防災・減災勉強会―

は「公助」に頼れない可能性がある。「自助」「共助」
の取り組みが重要だ。
西本和彦

・青葉区での建物被害想定 1,400 棟の内訳（特に傾斜

第 9 期は 3．11 の教訓を活かし、近い日に首都圏を

地の地盤被害）を知っておきたい。

襲う大地震への備えに取り組むことが重要課題と考え

・青葉区でのライフラインの状況（耐震化、震災後の

部会活動の一環として、毎月１回テーマを決めて防災

復旧計画など）も調べておきたい。

減災の勉強会を開催した。
勉強会の狙いは、部会員が青葉区における防災減災

２）「青葉区での共助を考える」

の現況と課題を学び、問題解決に向けての認識を共有

第 2 回勉強会

化する。この勉強会を通して青葉区内外で地域防災に

平成 23 年 7 月 21 日（木）

地域防災における「共助」の位置づけ、仕組みを理

係る人とのネットワークづくりを図る。

解し青葉区における課題について情報交換した。

第 9 期前半は、学習テキスト、情報交換、各種演習

・
「共助」は隣近所の助け合いから避難所や防災拠点等

を通して幅広い防災知識の習得を行い、後半は勉強会

における自治会や地域防災組織の活動まで多岐にわた

の成果をもとに、公開講座・区民まつりなど青葉区民

り、地域や自治会によって活動内容に温度差がある。

への情報発信や行政への提言内容の検討を行った。

・
「共助」の課題を掘り下げることで、青葉区における
「公助」の補完のあり方や区民の「自助」
（意識や減災

１． 青葉区の防災・減災の現状と課題を学ぶ

への備え）をどう啓発するかを考えたい。

1) 「青葉区で想定される震災を考える」

・「いっとき避難場所」について

第１回勉強会

平成 23 年 6 月 16 日（木）

場所の選定、住民への周知、防災機材備蓄、安否確

防災・減災の議論を始めるにあたっての基礎知識と

認・避難訓練は自治会まかせとなっており、地域によ

して横浜市防災計画での青葉区の被害想定を学習した。
・横浜市で想定される南関東地震、横浜市直下型地震

って整備状況にばらつきがある。
コミュニティ活動でなじみのある公園等を「いっと

で青葉区は震度 5 強～6 弱の揺れとなる。

き避難場所」とし、単なる一時集合場所だけでなく、

・震度 6 弱の地震では、屋内では家具の転倒、築年数

救援情報・物資等を中継するミニ拠点にしてはどうか。

の古い耐震性が低い木造住宅の倒壊、斜面ではがけ崩

・「震災時避難場所（地域防災拠点）」について

れや地滑りが発生する。
・横浜市直下型地震の想定負傷者数
難者数

地域防災拠点の運営計画と学校防災計画との連携が
380 人、想定避

不十分（児童保護と避難者受入の調整）、地域防災拠点

7,300 人（地域防災拠点 1 ヶ所当たり 183 人）

・東日本大震災では仙台市青葉区・太白区の丘陵地で

と災害ボランティアセンターとの連携訓練も必要。
・「特別避難場所」と要援護者支援について

地滑り・地割れが多数発生し、宅地の沈下や地割れで

地域防災拠点と特別避難所（指定施設）との情報交

家屋が大きく傾き、大きな被害が出ている。

換や合同訓練がほとんど行われていない。

・青葉区に急傾斜崩壊危険区域は 4 ヶ所あるが、造成

「あおば災害ネット（含外国人）」の地域での安否確

後の危険個所は分からない。

認・避難支援体制があまり進んでいない。

・青葉区でも鶴見川、黒須田川、恩田川沿いの一部に

・「地域医療救護拠点」について

液状化危険地区がある。

三師会訓練後の地元担当医療チームと地域防災拠点

・阪神淡路大震災でのライフライン回復は、電気・電

運営委員会との連携ができていない。

話に比べ水道・ガス・下水道は遅い。

地域医療救護拠点のない地域防災拠点（自治会）へ

【地震被害想定についての出席者の意見・コメント】

の周知・訓練参加が不十分。

・青葉区は横浜市の中では地震被害が少ないと考えら

・地域防災リーダー育成の課題

れているが、立川断層地震のように青葉区が市内でも

避難所開設や拠点運営を実務的にサポートする防災

一番震度が高くなる地震もあることを知っておきたい。
・想定される地震では青葉区の被害が少なく、消防隊
などが被害の大きな沿岸部の救援に向かい青葉区内で
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リーダーの育成が必要。
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安全･安心･まちづくり部会

【区民会議としての「共助」の課題への取り組み】
「自助・共助」の視点から青葉区の防災計画（公助）
と地域防災（共助）との連携の在り方を議論したい。

リーダー育成プログラムは既存の講習（家庭防災員、
防災ライセンス）などを組み合わせると早期に実現可
能。
４）「災害弱者」を考える
第 4 回勉強会、平成 23 年 9 月 15 日（木）
「災害弱者」とはどのような人で、どのような支援
が必要かを理解し、青葉災害ネットの仕組み、現状と
課題について青葉区担当者に説明してもらう。
・「災害弱者」とは
自分の身に危険が差し迫った時、それを察知する能
力がない、または困難な者。察知しても適切な行動を
とることができない、または困難な者。
危険を知らせる情報を受け取ることができない、ま
たは困難な者。受け取ることができても、それに対し
て適切な行動をとることができないまたは困難な者。
・「あおば災害ネット」の現状と今後の課題
区内の要援護者に支え合いカードも登録を呼びかけ
ているが、十分カバーできていない。
地域で要援護者を支援する体制ができていない。
・「災害時の情報伝達」と「災害弱者」
横浜市・青葉区での災害時情報伝達ツールの現状を
理解し、問題点と活用の可能性を検討した。
エリアメール、ＦＭサルース、デジタル移動無線(区、
拠点)、アマチュア無線
・「災害弱者」への対応（現状と課題）
災害弱者（高齢者、障害者、外国人等）に伝える内
容、伝える手段が既存のツールや内容で対応できてい
るか検証が必要。
・安否確認の方法？3.11 はどうしたか？
・災害時に欲しい情報とは？（震災直後、数日間、そ
れ以降）

青葉区内でも、自治会や地域防災拠点での取組みに
かなり温度差がある。積極的に取り組んでいる活動を
他の拠点や自治会に活かせる広報活動も考えたい。
前期でも検討され提言した「防災リーダー育成」や
「防災公園の機能整備」についても検討を進める。
３）青葉区での「共助」を考える（２）
第 3 回勉強会 平成 23 年 8 月 18 日（木）
第 2 回勉強会で議論した「共助」について自治会や
地域での課題について内容を掘り下げた。
・隣近所と「共助」について
阪神・淡路大震災における救助・救護活動の実態を
参考に、震災直後の隣近所の助け合いが重要であり、
青葉区内でも安否確認タオル・サイン等の導入・訓練
が始まっている。集合住宅の場合は、同一階段か同一
フロアを隣近所のユニットと考えて安否確認を行う。
・地域防災での自治会の役割と課題について
隣近所の助け合いを進めること、地域住民と地域防
災拠点を結ぶことがあげられる。
防災拠点の運営委員が自治会役員を兼ねていない場
合、拠点から自治会・地域住民への情報伝達や連携が
不十分となる可能性がある。
避難所に来ない在宅被災者の把握や救援物資の配給
等の支援は自治会や隣近所の協力が必要。
地域防災拠点訓練だけでなく、自治会単位の防災訓
練（安否確認、救助）も重要であるが、自治会によっ
て防災活動にバラツキがある。
自治会未参加者（共同住宅居住者等）の地域防災への
係りが希薄であり、災害時に情報伝達や自治会等によ
る被災者の把握や支援が十分できない問題がある。
・自治会とマンション管理組合との関係について
管理組合は法的根拠と権限があるが、自治会への加
入は任意であり住民への強制力はない。
自治会に管理組合が一括して加入している場合は、
居住者と自治会の接点は希薄となりがち。
【区民会議から提案を考える】
・自治会単位のコミュニティ防災拠点の整備
いっとき避難場所は自治会の防災拠点として、発災
当日は住民の安全確保のための一時避難と安否確認・
救助等の拠点となり、翌日以降は救援物資等の情報拠
点、給水ポイント、救援物資中継など公助と地域住民
を結ぶミニ拠点としての役割を位置づけてはどうか。
いっとき避難場所には、夜間や雨天、極寒期の一時
避難への備えとして、発電機・投光器、テント、簡易
トイレ等を備蓄しておくことも必要。
・地域防災リーダーの育成
地域防災リーダーに求められるものは、自治会組織
の一員であること（地域とのつながりと信頼関係）、防
災に関する知識を持つこと、自治会以外の防災関係
者のネットワークを持つこと。

５）「災害時給水体制」を学ぶ

平成 23 年 12 月１日

青葉区内の防災訓練で活躍されている横浜市水道局
井田係長から災害時の給水体制の解説を受ける。

地震発生から一般家庭で水道が復旧するまでの流れを
詳しく説明してもらい、災害時の配水池、地下タンク
式水槽、緊急給水栓の役割や横浜市における水道施設
の耐震化状況を理解することができました。
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２．演習を通して地域防災・避難所の課題を考える

を書いた小さなカードが配られます。

部会員がＤＩＧ（災害図上演習）、避難所運営シミ

・どんどん配られる避難者カードを素早く判断しなが

ュレーション、避難所生活ルールづくりの三つの減災

ら体育館や学校の図面に配置します

演習を実際に体験して、これらの手法の理解と青葉区

・これまで想定していなかった多様な避難者に戸惑い

での活用方法を考えました。

ながらも、参加者は避難所で考えておかなければなら

１） ＤＩＧ（災害図上演習）

平成 23 年 10 月 22 日

ないことに「気づき」ます。
・最後に指導員のアドバイスや「気づき」をまとめ課
題を整理します。
２）避難所生活ルールづくり

平成 24 年 1 月 21 日

日本女子大学平田研究室の指導で避難所生活ゲーム
の体験とルールづくりガイドブックを学習しました。

ＤＩＧは一言でいうと「大きな地図」を参加者全員で囲み、
災害のイメージトレーニングをしてみよう！というもの。
青葉消防署予防係の指導で部会員がＤＩＧを体験した。

対象地域は区役所のある市が尾と部会員の土地勘があ
る田奈を選びました。

。

・地図の上にビニールシートを貼り、1 枚目には地形
や道路・鉄道・公園などのインフラを書き込みます。

・避難所生活ゲームは災害発生、避難所開設から撤収

・2 枚目には危険物、防災施設、福祉施設など防災上

までの長い避難所生活で起こる様々な問題をイメージ

で考慮しなければならない物をプロットします。

し避難所の課題を理解するゲームです。

・次に講師から想定地震が課題として出され、自分達はどん

・避難所生活ルールガイドブックは、自分の住む地域

な状況で地震に遭遇し、どう対処するかをイメージします。

の災害図上演習（ＤＩＧ）、避難所運営シミュレーシ

・地域の特徴、想定される被害、事前対策を模造紙一枚にま

ョンや避難所ゲームで気づいたことや地域での課題を

とめたものをそれぞれの班のリーダー役が発表します。

もとに、避難所生活で決めておくべきルール（避難所
の部屋割、ペットのルール、食事・配給、トイレ使用

実際にＤＩＧを体験して各自治会で実施すると地域防災

や清掃など）を話し合ってつくるためのガイドです。

力の向上に非常に有効なツールだと実感しました。

2）避難所運営シミュレーション

Ｈ23 年 12 月 10 日

【減災演習を青葉区の地域防災にどう活かすか】

避難所運営シミュレーションは防災・生活安全に幅広

勉強会で三つの減災演習を体験し地域防災力を高め

く取り組んでおられる佐藤榮一氏の指導で行いました。

る有効なツールであると実感しました。
・ＤＩＧ演習の成果は、地域のハザードマップ作成や
自治会の安否確認・避難誘導訓練に反映できます。
・避難所運営シミュレーションは、運営スタッフ育成、
運営マニュアル改善や備蓄機材整備に反映できます。
・避難所生活ルールづくり演習は、その地域にあった
避難所生活ルールを作る参考になります。
自治会や地域防災拠点（避難所）でリーダシップを

・避難所となる体育館や学校の図面を用意します。

発揮できる地域の防災リーダー育成には、三つの演習

・指導員から避難者の属性 （4 人家族、高齢者のいる

を既存の研修（家庭防災員、防災ライセンス）に加え

3 人家族、単身者、ペットを連れ、視覚障害者など）

てパッケージ化すること実質的であると考えました。
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３．幅広い視点で防災・減災を考える

４．提言・区民への情報発信に向けて

勉強会では、地域の防災についての学習・演習とあ

勉強会で学んだことを横浜市・青葉区への提言や青葉

わせて、幅広い視点で防災・減災を考えるため先進的

区民への情報発信にどう結びつけるかの議論とその具

な研究・実践を行っている 2 人の方の話を聞きました。

体化に向けての活動を勉強会の場でも行いました。

１）ユニバーサルデザイン

１）勉強会成果の全体像＆提言

講師

原

平成 23 年 11 月 17 日

利明（鹿島建設）

平成 24 年 2 月 16 日

第 9 期前半の勉強会での討議内容をもとに後半の部
会・勉強会で取り組むべき課題を整理しました。
・公開講座を開催して避難所運営シミュレーションの
普及を図り、地域防災拠点間の連携づくりと地域防災
リーダー育成の一助とする。
・コミュニティ防災拠点（一時避難場所など）の整備
と自治会の地域防災力向上の提言を行う。
２） 地域防災拠点の情報共有

平成 24 年 9 月 20 日

地域防災拠点間の連携づくりのベースとなる「地域

バリアフリーは、障害となるものを取り除き、障

防災拠点ポータルサイト」について検討した。

害を持った人が不自由なく社会生活がおくれるよう

各拠点の活動内容、運営マニュアルや防災訓練等の

街や施設を改善していこうということですが、もう

工夫した事例などが掲載できるとよい。

一歩進めて人の一生のニーズに配慮することにより、
誰でも使いやすい環境を作り出すことができるユニ

３）炊飯袋使用体験

バーサルデザインの考え方を街の安全・安心に取り

平成 24 年 10 月 18 日

公開講座でも紹介した炊飯袋をより多くの青葉区民

入れる課題について話し合った。

に知ってもらうため、青葉区民まつりで炊飯袋体験コ

・安全で安心して歩ける道路(電線地中化など)

ーナーを設けることとし、炊飯袋の使い方を指導でき

・避難所や避難経路での災害弱者への配慮

るよう部会員が体験勉強会を行った。

２）自立型被災者支援システム
講師

平成 24 年 9 月 6 日

４）我が家の安全チェック

豊田将文（東急建設）

平成 25 年 1 月 18 日

震災時の揺れから自身や家族の身を守ることが重要

青葉まちづくりフォーラムで 6 回開催された「災害

であり、その検討方法やツールを学習した。

時の被災者生活を改めて考える勉強会」の内容の紹介。

・防災シミュレーターで部屋の危険個所を確認

特に部会員の豊田氏が研究・開発に係わった「自立型

・家具転倒防止器具の種類と選択方法を検討

被災者支援システム」の内容とすすき野東急での実証

青葉区は家屋倒壊は少ないが、家具転倒などによる

実験と今後の展開について説明を受け意見交換した。

危険性は大きいので、この対策に活動の重点を置く。

・インフラが停止した状況でも自立できる機能を持ち

家具転倒防止が普及しない一因に、有効な方法が分

地域施設、駅施設、高齢者施設への応用が考えられる。

からない、自分ではできない人がいることがある。

３）東京大学目黒教授講演報告

５）要援護者の住まいの安全

平成 24 年 12 月 19 日

12 月 13 日に開催された目黒教授の防災講演「我々

平成 25 年 2 月 14 日

要援護者の住居内安全対策を支え合いカード登録と

の命を守るために」の概要を報告し、これまでの防災

合わせて行う支援制度を検討し提言する。

減災活動を改めて見直した。

要援護者のニーズを把握して、有効な安全対策を提

目黒教授は、地震発生時に家屋倒壊や家具転倒など

案するコーディネータの育成も合わせて提言する。

で負傷・死亡しないための対策が重要で、耐震補強、

新築、リニューアル、引越、家電購入の時に家具転

家具転倒防止対策に力をいれるべきと指摘。

倒防止を行うガイドラインづくりを検討する。
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まちの未来プロジェクト・住民自治勉強会
第 9 期 まちの未来プロジェクト

第 7 回(10 月 27 日)

第 8 期青葉区民会議で取りまとめた提案でしたが、東日

-12 項目提案について、区民のつどいで集まった区民意

本大震災が起こり、提出の時期を再検討することとしま

見を参考に修正変更などを点検中

した。そのため第 9 期ではこのプロジェクトは引き継ぎ

-全体版の最終案は 11 月運営委員会へ提示予定 その後

となり、進め方の検討を行いました。東日本大震災が与

12 月には青葉区へ提出予定

えた影響なども再考し、さらにアンケートなどを行うこ

-つどいでの意見は「つどい報告」としまとめに入れる

ととしました。また提出時期を 23 年度後半としました。

-全体版の前文ではつどいで様々な意見をいただいたこ
とを書きくわえることとした。
第 8 回(11 月 24 日)
-最終提案まとめについて、冒頭の概要作成について意見
統一を行った
-各担当者が概要部分の文章化を分担し、集約後、最終案
として提出する
-11 月度運営委員会で上記了解を得た後、代表より区長
へ提出する手続きを進めてもらう
第 9 回(12 月 5 日)
-今後の進め方を説明
未来プロジェクト提案提出(平成 23 年 12 月 26 日)

プロジェクト会議 (平成 23 年 5 月～)
運営委員会直前の時間を充てて開催することとしました。

区長室で説明後提出

5 月に第 1 回を開催し、12 月に提出まで合計 9 回の会議
を開催しました。
（

新規プロジェクト－住民自治勉強会(平成 24 年)

第 1 回(5 月 26 日) 進め方について検討確認

5 月 24 日 新規プロジェクトについての検討し、横浜市

第 2 回(6 月 23 日)

が進める大都市制度について勉強会を開催することとし

-未来プロジェクト企画のアンケート実施について（子育

ました。

て・子どもの利用施設関連）

第 1 回(6 月 28 日) 泉区地域協議会について

-乳幼児健診に来ている親子を対象にアンケート実施

第 2 回(7 月 26 日) 他都市の事例との比較

400 件近いアンケートを回収

第 3 回(8 月 23 日) 泉区訪問のための事前準備

第 3 回(7 月 28 日)

＊ 9 月 13 日泉区地域協議会傍聴

第 4 回(8 月 25 日)

第 4 回(9 月 27 日) 大阪市の事例 「大都市制度フォー

-報告書作成素案に関して、修正を実施中

ラム in 戸塚 資料」

第 5 回(9 月 10 日)

第 5 回(11 月 28 日) 横浜市行財政制度特別委員会報告

-つどいでの説明のリハーサルを実施

を資料に顧問委員と意見交換 その１（横山市会議員）

-つどいの進め方について検討を行った

第 6 回(平成 25 年 1 月 16 日) 横浜市行財政制度特別委

第 6 回(9 月 22 日)

員会報告を資料に顧問委員と意見交換 その２(藤崎、横

-つどいの反省を行った

山市会議員、若林県会議員)

-今後の提案まとめのスケジュール

＊横浜市大都市制度については「区民のつどい」でさら

（10 月一次修正 11 月二次修正⇒運営委員会⇒市へ提出）

に内容を確認し区民への周知広報を進める。
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区民のつどい 2011
平成 23 年度青葉区民のつどい
日時：9 月 17 日 午後 2 時～4 時
第一部

「すべての世代が住み続けたいまち 青葉」
素案を各提案ごとのリーダーにより説明

第二部

素案検討会

テーブルに分かれて参加区民のみなさんを交えて、グ
ループで意見を出し合いました。１２項目については下
段の目次一覧を参考にしてください。
提案で目指すまちの視点を次の 4 つのまちとしました。
子育てしやすいまち
高齢者にも住みやすいまち
安全に安心して暮らせるまち
田園と都市 自然を守るまち

進行役 小杉委員

・
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区民のつどい 2011
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区民のつどい 2012
平成 24 年度青葉区民のつどい

加が問われました。

日時：3 月 16 日午後 2 時～4 時

(2)意見交流

「特別自治市講演会 in 青葉」開催は午後 1 時～2 時

－特別自治市について語ろう 分からないことは聞いて

会場：青葉区役所 4 階会議室

みよう－

参加者：94 名

後藤純さん、辻琢也さんを囲みながら、会場からの質問

＊報告内容の詳細は青葉区民会議ホームページに掲載

に答えていただきました。

■「特別自治市講演会 in 青葉」
横浜市政策局橘田課
長の進行で、
大都市制度
について講演がありま
した。講師は、横浜市大
都市自治研究会座長の
辻琢也さんです。
テーマ「大都市制度改革
の必要性」
豊富なデータと資料で横浜市が迎える少子高齢社会の
構造とそれに対応する横浜市の行財政の状況を説明。将
来像を把握することで、今から段階的に取りうる最善策
とはなにかを問かけられる内容でした。
■区民のつどい
あいさつ

加茂代表委員

区役所あいさつ

徳江青葉区長

顧問紹介
(1)講演
－特別自治市での区民が主体となる
「高齢社会のまちづくり」－
講師 後藤純さん
東京大学高齢社会総合研究機構 特任研究員

横浜市でも高齢化が急激に
進むのはもう時間の問題。
行財政改革を見すえた新し
い仕組みが必要になってき
ている。

「参加はそこまで・・」
というスタイルから行

多様化する市民ニーズと高齢社会での市民の生活スタ

政と市民の協働＝対話

イルの変化など、さまざまな視点で将来における住民自

型民主主義へ移れるか

治の取り組みかたへのアドバイスが提供されました。高

が、これからの大都市制

齢化することをデメリットではなく、どう豊かに自立し

度を考える上での課題

て暮らしていくのか、従来の福祉国家の発想ではなく、
脱福祉国家型モデルを見すえて、まちづくりへの市民参
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区民のつどい 2012
●後藤純 講師 特別自治市での区民が主体となる「高齢社会のまちづくり」報告抜粋

●辻琢也 講師 「大都市制度改革の必要性」報告 抜粋
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市長ティー・ミーティング

区長懇談

■ティー・ミーティング～ようこそ市長室へ～
日時：平成 24 年 8 月 23 日(木)
場所：横浜市役所 2 階市長室
ティー・ミーティング団体募集に何度
も応募し、ようやく抽選に当たり実現し
ました。当日は、運営委員８人で参加し
林文子市長と意見交換を行いました。
「区プラン」の改定に先駆けて作った提
案書「すべての世代が住み続けたいまち
青葉」について説明をした折には、
「み
なさんが議論しているテーマは、そのま
ま行政でも検討しており、まるで経営会
議を行っているのかと思いまし
た。みなさんが検討されている内

■岡田輝彦青葉区長との懇談

容は本質的で深いものであり、提

日時：平成 23 年 12 月 26 日(月)

案書もよくできていると思いま

「すべての世代が住み続けたいまち 青葉」について岡

す。
」との感想をいただきました。

田区長へインタビ
ューを行いました。

防災・減災公開講座について
は、「区民会議として、提案する

この未来プロジェ

だけでなく実行しようとする姿勢は重要です。防災・減

クト提案は同年 12

災については自治会との関連性がとても重要になりま

月に青葉区へ提出

す。
」

したものです。

緑視率 19％のあざみ野駅を例に駅前にシンボルツリー

「青葉区民は、ま

があると駅前の景観がよくなる－といった「緑視率」で

ちを作るのは自分

駅前を比較する提案を説明すると「駅前の竹林も保全し

たちだという意識

たいですね。
」と、青葉区出身の市長らしく青葉区の緑環

が非常に高いことがよく分かりました。
」との感想を区長

境もよく知っておられました。

からいただきました。港北区民でもある区長と同じ市民
目線でまちづくりについての意見交換は今後の区民会議

市長からも子育てについて尋ねられました。「去年ラ
フールができたものの、親子でふれあいができる場が欲

の提案活動へ大きな示唆となりました。

しいという声はまだまだ多い。専業主婦では、一時預か

■徳江雅彦青葉区長との懇談

り施設、また気軽に利用でき、多世代が集える場所など

日時：平成 24 年 7 月 20 日(金)
9 期区民会議では二人の青葉区長と

の要望がある。
」といったことを伝えました。
最後に市長か

懇談をすることが出来ました。徳江青

ら「市のいろ

葉区長は青葉区での仕事は今回で 3 度

いろな施策が

目となり青葉区のことについては非

市民に十分伝

常に深い知識と経験をお持ちです。青

わらないこと

葉区の魅力として｢街並みの美しさや

がある。今後

便利な生活環境、豊かな自然｣をあげ

も広聴・広報

られましたが、それと同じぐらいに「区民力が高いこと」

について、み

を強調されています。区民会議の講座やつどいには必ず

なさんの協力

青葉区役所として挨拶していただいています。

をぜひお願いしたい。
」と話され、青葉区民会議も「広聴

隣接する都筑区の住人でもある区長が、住み続けたい

と広報」は今後も力を入れて活動したいとの思いを強く

まち青葉を目指して活動する青葉区民会議を応援くださ

しました。

ることは心強い限りです。
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防災のつどい 2012

青葉防災のつどい 2012
日時：平成 24 年 3 月 24 日(土)午後 1 時半～4 時半
会場：青葉区役所 4 階会議室
■プログラム
・第 1 部 私たちの防災計画
地域の取り組み・・ 葛西せつ子 (梅が丘自治会会長）
中山隆史 (みすずが丘自治会会長)
学校の取り組み・・・荒川美代子 (嶮山小学校校長）
災害時の水の備え・井田雅之 (横浜市水道局）
災害時の安否確認・・上野晋一郎
(NTT 東日本神奈川支店設備部長）
・第 2 部 震災アンケート報告
「3 月 11 日 2 時 46 分 あなたはどこにいましたか？」
震災 1000 人アンケートから見えてきた青葉区での減
災行動
・第 3 部 パネルディスカッション
コーディネーター

佐藤榮一

「減災」についての討論には市の木村危機対処計画担

引き込まれ減災対策の必要性を痛感していました。

当課長も加わりました。参加者から第一部報告者に多く

佐藤さんの最後のまとめが印象に残ります。

の質問が寄せられ、他の防災拠点での進んだ活動を知る
良い機会になりました。また小学校校長による学校独自

「知恵を出せば被害は少なくなるのです。減災とは『死

の率先的な取り組みにはコーディネーターの佐藤さんか

なない』ということだと思います。
『死なない』という言

ら称賛の声があがりました。パネリストにだけでなく参

葉を｢合言葉｣にして減災活動を行っていただきたいと思

加者への質問の形での進行に、一人一人が自分事として

います。
」
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区民まつり参加
平成２３年 青葉区民まつり

１１月３日
平成２４年 青葉区民まつり

共に進もう！「地域の力～心の絆を青葉から～」

平成 24 年の区民まつりは

平成 23 年の青葉区民まつりは、防災と復興をテーマに、

例年同様 11 月 3 日に快晴の

青葉区から元気を発信しようという思いのもとに

下行われました。今年の標語

開催されました。

は「地域の力」です。

毎年参加して区民に活動を

8 時半から駐車場にて会

発信している青葉区民会議。

場設営し 10 時から

安全・安心・まちづくり部会

会場しました。

では「非常持ち出し袋 あな

「健康・福祉・教育部会」は

たなら何を入れますか？」と

＜食事バランスガイド＞

いった体験コーナーを設け、

のパネル展示と＜区介護施

訪れた区民の皆さんに非常

設一覧表＞を配布しました。

袋の詰め込み体験をしても

「自然・環境部会」は青葉区

らいました。

検定第 2 弾＜この駅はどこ

健康・福祉・教育部会は区内

でしょうクイズ＞を実施し回答者にはコーヒーサービス

の介護施設をマップに表示、

を、また「安・安・まちづくり部会」は＜非常時炊飯袋
体験とアンケート＞を実施

シニア層の関心を集めました。

しました。

自然・環境部会からは恒例

ブースには沢山の親子ず

となった、区内に残る美し
い自然景観を紹介する「青

れや外国人も訪れ、一日中

葉区ビューポイント、ここ

賑わっていました。クイズや

はどこ？」クイズのポスタ

試食によって

緑視率認識

や非常食の浸透に役立ちました。また子供たちの積極的

ーを掲示。今回も多くの挑

参加が印象的で将来の区

戦者の人気を集め、青葉区
の自然へ区民の関心が向

の発展可能性を感じたま

くよう工夫をしました。

つりでした。

恒例のコーヒーサービス
も行い、今年も盛況の区民
会議ブースでした。

この駅どこでしょう？ どこなんだろう・・

炊飯袋を体験してもらいました
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地域防災拠点で広がるように

全市区民会議交流会
第

37

回

全 市 区 民 会 議 交 流

会
日時 平成 23 年 11 月 26 日（土） 2 時～4 時 30 分
場所

波止場会館５階多目的ホール

テーマ 「区民会議の現在・未来」
」
参加者

区別
人数
神奈川区
11
保土ケ谷区
13
旭区
12
港北区
7
青葉区
13
その他区
7
計
63
※中区2、金沢区2、港南区2、緑区1

■当日プログラム
１ あいさつ（趣旨説明）
交流会実行委員長-神奈川区民協議会
２ あいさつ 市民局長
３ 第一部 各区発表及び質疑応答
(1) 神奈川区民協議会 代表委員
『地域のつどい』の中から「活動テーマ」を発掘する
メリットについて
(2)保土ケ谷区民会議 代表委員
防災：災害時の自助・共助・公助について
(3) 旭区民会議 分科会委員長
防災について
(4) 港北まちづくり区民の会 運営委員
第 19 期「港北区まちづくり区民の会」の活動状況と
今後の課題
(5)青葉区民会議 広報委員長
すべての世代が住み続けたいまち青葉
(6) 質疑応答
－休憩－
４ 第二部 茶話会(意見交換)
■全市交流会全体報告
横浜市市民局 HP 参照：
http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/kochosodan/k
ocho/kuminkaigi/pdf/37kouryukai-shiryou.pdf
■青葉区民会議報告 概要
「すべての世代が
住み続けたいまち
青葉」－まちの未来
プロジェクト－提言
内容を報告しました。
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全市区民会議交流会
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2011

全市区民会議交流会
第 38 回 全市区民会議交流
会
日時 平成 24 年 11 月 30 日（金） 2 時～4 時 30 分
場所

波止場会館５階多目的ホール

テーマ 「自分たちのまちは自分たちでつくろう」
参加者

■当日プログラム

区別
人数
神奈川区
11
保土ケ谷区
14
港北区
8
青葉区
9
その他区
10
計
52
※中区2、金沢区2、港南区2、
緑区1、旭区2

<第１部>
１ 開 会
(1) あいさつ (趣旨説明)
交流会実行委員長－青葉区民会議－
(2) あいさつ

岡田市民局長

２ 各区活動発表
(1) 神奈川区民協議会 部会長
「いざという時に機能する防災拠点とは…」
(2) 保土ケ谷区民会議 検討委員会副委員長
「保土ケ谷区民 20 万人による自助の防災・減災 啓発、
実践運動」
(3) 港北まちづくり区民の会 副会長
「第 19 期『港北まちづくり区民の会』自立に向けて」
(4) 青葉区民会議 運営委員
「街のみどりを守り育てる 緑視率」
３ 質疑応答（２時 50 分～３時 10 分）
－休憩・移動－
<第２部>
４ グループ意見交換(茶話会)（３時 20 分～４時 10 分）
－移動－
５ グループ意見交換報告（４時 15 分～４時 30 分）
■全市交流会全体報告書
横浜市市民局 HP 参照：
http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/kochosodan/k
ocho/kuminkaigi/pdf/38kouryukai-shiryou.pdf
■青葉区民会議発
表内容
報告者 大野承
（自然・環境部会）

32

2012

全市区民会議交流会

2012

青葉区民会議 発表 大野委員
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グループ意見交換 4 ヵ所に分かれて

全市区民会議交流会
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2012

横浜北部まちづくり交流会(２区交流会)
２区交流会－横浜北部まちづくり交流会へ

2012 横浜北部まちづくり交流会を開催

日時：平成 23 年 12 月 16 日（金） 15 時〜17 時

日時：平成 24 年 12 月 4 日（金） 15 時 45 分〜17 時

場所：青葉区 ビオラ市ケ尾地域ケアプラザ

場所：港北区 「庄や」

参加者：22 名

参加者：29 名

青葉区役所から職員２名

（港北区 5 名、青葉区 10 名、緑区 4 名、都筑区 3 名）

（港北区 9 名、青葉区 12 名、緑区 4 名、都筑区 4 名）

幹事区：青葉区

幹事区：港北区

第１部 各区からの報告会

第１部 各区の活動発表

１．青葉区民会議の活動から

１．
「防 災」

青葉区民会議

加茂 千津子

青葉区民会議

２．
「活動状況と今後の課題」

小池 由美

２．
「放置駐輪問題」

港北まちづくり区民の会

川中 資久

港北まちづくり区民の会

３．
「新しい組織を立ち上げました」

川中 資久

３．
「活動状況報告」

まちづくりネットワーク緑

田中 晃

まちづくりネットワーク緑

４．
「緑地緑道の現状と課題」

中島 光明

４．
「活動状況報告」

都筑魅力アップ協議会

山岸 紀美江

都筑魅力アップ協議会

福富 洋一郎

５．まちづくりに大切な情報収集、方法
青葉区民会議

第２部 交流会と意見交換会（３グループで）

小池 由美

*テーマ「横浜北部交流会の今後のあり方、進め方」
第２部 交流会 と意見交換
23 年度から区役所
から独立し、任意団
体となった緑区、25
年度から独立した組
織としてスタートす
る準備をしている港

*主な意見

北区、各区から現在

-今後も継続、４区で共通テーマ決めて活動

の状況を報告しました。独立すると何が変わるのか、事

-メーリングリストを活用、課題を出し合う

務局が区役所にあることの意味など意見交換をしました。

-交流会からまちづくりを考える会に

これからはそれぞれの組織において区役所との関係性は

-防災･減災、駐輪は北部４区共通のテーマで活動できそう

異なっていきますが、
「まちづくり」という共通理念のも

-４区の実行委員会をつくろう

とで交流会に参加したメンバーが中心に４区がつながり、

-丘の横浜北部４区の広域マップ作りをしたい

新しい組織としてスタートすることを確認しました。会

ウォーキングマップ、防災マップ、名所旧跡マップ、

の名称を「横浜北部まちづくり交流会」として横浜北部

鶴見川のマップ、ハザードマップなど

のまちづくりに関わるネットワークとする。区を越えて

-４区で話し合い、情報を共有したい

解決して行く課題も見据え、交流していき、メールを利
用して情報交換
をしながら年に
１度は交流会を
開催することに
なりました。次
年度は港北区で
す。
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●第 9 期広報委員会は各部会より、部会長と委員 1 名、

●神奈川県地方自治研究セン

および代表、広報委員長とで運営をしました。

ターより青葉区民会議につい

(広報委員名簿参照)

て取材がありました。
（事務局対応）

●区民会議ニュースは 35 号～38 号の合計４回発行しま

「自治かながわ月報」12 月号

した。青葉区内自治会回覧用に配布しました。

に掲載されました。

その他、地区センター、図書館、駅など主要施設に配架
しました。配架には委員や部会のみなさんによって行わ
れています。
＊35 号 平成 23 年 7 月 20 日発行
編集会議 5 月 30 日、6 月 20 日、6 月 27 日
＊36 号 平成 24 年 12 月 20 日発行
編集会議 12 月 5 日、1 月 9 日、1 月 13 日、

委員募集ちらしには

2 月 6 日 仕分け作業 2 月 15 日

各部会の委員に登場して

＊37 号 平成 24 年 9 月 20 日発行

もらいました

編集会議 6 月 25 日、8 月 6 日、8 月 24 日、
9 月 3 日、 仕分け作業 9 月 18 日
＊38 号 平成 25 年 2 月 20 日発行
編集会議 12 月 11 日、1 月 15 日
1 月 29 日、2 月 5 日

仕分け作業 2 月 15 日

●お知らせメールの配信
運営委員会からの色々な情報を【お知らせメール】とい
う名称で、メールアドレスを登録された青葉区民会議の
委員へ届けています。

15 連合自治会町内会への回覧用に仕分けます。

―お知らせメール配信実績―

約 8900 部が必要です 毎回 11,000 部発行します

第 9 期は 平成 23 年 6 月 11 日に第 1 回を配信をし、平
成 25 年 3 月 22 日までに 100 号を配信しました。
情報の内容は、毎月の運営委員会報告のほか、横浜市で
の施策やパブリックコメント募集案内、国や他都市での
関連情報、青葉区民会議平成 P 更新案内、青葉区民会議
事務局からのお知らせなどです。区民会議活動に必要な
情報を逐次提供しました。
●横浜北部まちづくり交流会用メーリングリスト運営
平成 23 年 2 月 5 日に第 1 回配信 平成 25 年 3 月 23 日第
155 号配信しました。
●ホームページ
定期的に更新しました。
公開講座や委員募集などはホームページから登録できる
ようにしています。
ホームページ閲覧数は順調に増えています。
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区民会議ニュースでみる青葉区民会議の活動 35 号(平成 23 年 7 月)～38 号(平成 25 年 2 月)
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総
■発足総会

会

平成 23 年 4 月 18 日(土)

第 9 期区民会議代表委員選出に関しては、第 8 期区民
会議運営委員会から推薦があり発足総会の席上で加茂千
津子委員（自然・環境部会 第 8 期副代表委員）が承認
されました。
また各部会からの運営委員は部会員数の比例により次
のように選出されました。 自然･環境部会－部会長ほか
3 名、
安全･安心・まちづくり部会からは部会長ほか 3 名、
健康･福祉･教育部会からは部会長ほか 2 名。 代表委員

各部会長による部会活動報告

を加え総勢 12 名の運営委員でスタートしました。
発足総会プログラム
13:00 開会宣言
第８期青葉区民会議副代表委員 宮崎
13:05 青葉区挨拶
上野区政推進課長
13:10 青葉区民会議とは 第８期青葉区民会議代表委員 小池
13:25 第９期発足準備
・第９期代表委員選出（採決）
13:30 分野別話合い～部会設置について
・部会活動マニュアルによる説明
・新規分野提案
・第９期分野の案内（1．安全２．環境３．福祉４．新提案ほか）
・分野別会場（１．２．３．４）への移動
13:45 分野別話合い～部会設置
・分野の確認・話合い～部会設置
・設置された部会への移動
14:00 第１回部会開催
・自己紹介・
「連絡確認記入表」の記入と提出
・部会委員の確認（欠席者含む）
・部会成立の宣言
・部会活動マニュアルの説明
・部会名（仮でも可）決定・部会長選出・第２回部会日程
・運営委員数の受理・運営委員の選出
14:30 １回運営委員会開催
事務局
・運営委員自己紹介
・代表委員、副代表委員、広報委員長の選出
・次回運営委員会の日程など
14:45
全体会
第９期運営委員
・代表、副代表、広報委員長、運営委員の紹介
・第９期青葉区民会議代表のあいさつ
・事務局あいさつと職員紹介
上野区政推進課長
15:00 閉会宣言
第９期運営委員

■中間総会

まちの未来プロジェクト提案について説明

顧問との意見交流

平成 24 年 4 月 14 日(土)

中間総会プログラム
10:00 開会
小池由美
10:05 行政挨拶
青葉区役所区政推進課長
上野 慶
代表挨拶
代表
加茂千津子
10:10 部会活動報告
自然・環境部会
福島憲一
安全・安心・まちづくり部会
嶋田敦雄
健康・福祉・教育部会
岩瀬浩一
質疑応答
10:50 広報委員会活動報告（HP 含む） 広報委員長
小池由美
運営委員会報告
加茂千津子
まちの未来プロジェクト報告
小池由美
質疑応答
顧問との意見交流
11:30 閉会
その後 昼食 懇親交流会

事務局 区民会議担当の紹介

■解散総会

平成 25 年 4 月 16 日(土)

第 10 期活動が円滑に始められることを期待して、第 9 期
運営委員会では、3 部会を継続することを引き継ぎ事項
承認しました。発足総会での承認を受け、さらに活動が
発展することを期待し総会を終えました。
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自然・環境部会

平成23 年9月30日提出

【意見・要望一覧】
（仮称）恩田市民の森（計画）を早期に実現を
鶴見川の源流域でもあり、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、整備をし、「市民の森」が早期
に実現することを要望します。この森が青葉区民や地域の方に親しまれる緑地となり、散策できるよう整備されることを
願っています。また、この森が実現されたときには、区民の協力を得て森や田んぼを整備、保全していくような仕組み作りも
計画的に準備されることを願っています。
【回答】
市内に残る良好な樹林地につきましては、土地所有者のご理解とご協力を得て、法律や本市の条例等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森につきましても、青葉区に残る貴重な樹林地ですので、早期に
市民の森などの制度により保全を図るため、土地所有者の方々との交渉を続けているところです。
横浜市環境創造局緑地保全推進担当課長 景山 敦樹
（緑地保全推進課 電話：045-671-2604 FAX：045-224-6627）

健康・福祉・教育部会

平成23 年9月30日提出

【意見・要望一覧】
１ 青葉区への特別支援学校の新設
２ 福祉人材緊急確保事業の再開
３ 福祉人材就業支援事業の拡充
１．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812 名に達し（前年比76 名増）、横浜市各区の中では総数で港北区
につぎ第2 位、増加数では第1 位となっています

（H21 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、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。
23 年度予算要望の回答では県に対し北部地区への新設を要望中とのことですが、北部各区はいずれも障がい者の増加数が多
く、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す。
これらの事から、従来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。
【回答】
横浜市北部地域における特別支援学校の新設については、法的に設置義務のある神奈川県に対して、引き続き要望してまいり
ます。
横浜市教育委員会事務局特別支援教育課長 荒木 葉子
（特別支援教育課 電話：045-671-3942 FAX 045-663-1831）
２．福祉人材緊急確保事業の再開
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。特別養護老人ホームの介
護職員の処遇改善等の経費に対して補助金が支給される「特別養護老人ホーム処遇改善事業」は、国が｢介護職員処遇改善交
付金｣を支給していることを理由に22年度末で終了しましたが、
①同交付金の支給は24年3月までであり、支給額も15,000円で十分とは言えない
②対象が介護職員に限られており、看護職員、ケアマネ、セラピスト等の関連職員が対象とならない
③施設側にとって介護報酬等との兼ね合いで制度導入が困難なケースが少なくない
以上により、政策効果は十分とは言えない状況にあると言われています。そこで必要な介護関連職員数を確保できるまでの事
業として、かつ政策効果が十分あがるよう下記の条件もあわせて「処遇改善事業」の再開を要望します。
①施設の対象を特別養護老人ホームのみでなく、介護施設全般とする
②補助金の対象を介護職員のほか、看護職員、ケアマネ、セラピスト等の関連職員も含むものとする
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【回答】
職員の処遇改善につきましては、平成24 年度の介護報酬改定において、介護職員処遇改善加算が新設されることとなってお
り、本市独自で処遇改善事業を行う予定はございません。
なお、横浜市では福祉人材確保事業として特別養護老人ホームに対し、職員の研修費用を助成し、職員のキャリアアップを支
援しています。また、介護人材の確保を目的とした市内における就業セミナー等を実施する実施主体に対して補助金を交付す
ることで介護人材の就業促進及び定着を図っています。今後とも、より多くの介護人材の確保及び定着促進を図り、質の高い
施設サービスが提供できるよう、検討していきます。
横浜市健康福祉局高齢施設課長 吉田 隆彦
（高齢施設課 電話：045-671-2408 FAX：045-641-6408）
３．福祉人材就業支援事業の拡充
「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。
【回答】
福祉人材就業支援事業での受講料に対する助成は、訪問介護員養成研修2 級課程の受講料の20％としているところです。
厳しい財政状況のもと、対象とする研修や助成額の拡充は困難であり、ご理解をお願いします。
横浜市健康福祉局高齢健康福祉課長 宮口 廣隆
（高齢健康福祉課 電話：045-671-3412 FAX：045-681-7789）

安全・安心・まちづくり部会

平成23 年9月30日提出

【意見・要望一覧】
1. 帰宅困難者対策と留守宅対策
(１）防災計画の他都市との連動連携 区単位での相互乗り入れ 相互援助への取り組み。
（２）帰宅困難者となる青葉区内の通勤通学者動向・実態把握。
（３）帰宅困難時における家族・留守宅とのテレビ、ラジオ、携帯電話、大型ビジョン、デジタルサイネージ、ツイッター
等々を駆使した安否情報確認システムの行政を越えた仕組み作り。
（４）青葉区内主要駅における「駅周辺混乱防止対策連絡会」の強化。（再提案）
（５）区内で発生した区外からの帰宅困難者の把握と受け入れ体制の準備。
（６）青葉区内で発生する帰宅困難者を定義し、上記帰宅困難者対策を青葉区防災計画に位置付け。
（１）防災計画の他都市との連動連携 区単位での相互乗り入れ 相互援助への取り組み。
【回答】
帰宅困難者対策における他都市との連携については、内閣府や関東周辺の自治体等で構成された「首都直下地震帰宅困難者等
対策協議会」等で協議を進めております。また、隣接する川崎市とは、平成15 年に九都県市災害時相互応援に関する協定を
締結しているほか、昨年の11 月には、本市と鉄道や道路で結ばれている隣接都市（逗子市・鎌倉市・藤沢市・大和市・町田
市）と、「災害時の相互応援に関する協定」を締結しました。
今後も、国、地方公共団体、民間企業等が連携・協働して帰宅困難者対策に取り組んでまいります。
また、近接する他都市とは、駅滞留者や帰宅困難者への対応として、発災時の情報共有や公共施設の相互活用など、相互援助
に積極的に取り組んでいきます。
横浜市消防局危機対処計画担当課長 木村 文男
（危機対処計画課 電話：045-671-4358 FAX:045-641-1677）
（２）帰宅困難者となる青葉区内の通勤通学者動向・実態把握。
（３）帰宅困難時における家族・留守宅とのテレビ、ラジオ、携帯電話、大型ビジョン、デジタルサイネージ、ツイッター等々
を駆使した安否情報確認システムの行政を越えた仕組み作り。
（４）青葉区内主要駅における「駅周辺混乱防止対策連絡会」の強化。（再提案）
（５）区内で発生した区外からの帰宅困難者の把握と受け入れ体制の準備。
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（６）青葉区内で発生する帰宅困難者を定義し、上記帰宅困難者対策を青葉区防災計画に位置付け。
【回答】
青葉区では、東日本大震災発生時における区災害対策本部運営検証会を立ち上げて、帰宅困難者対策について検証し、帰宅困
難者に対する受け入れ先の検討及び受入れ態勢の整備を図り、アルミブランケットやトイレパックの備蓄を実施しました。今
後も区内鉄道機関と連絡会などを開催し、連携を図っていきます。
また、最新の国勢調査結果により、通勤通学者の実態を把握するとともに、区防災計画の改訂時には帰宅困難者対策の項目を
盛り込みます。安否情報システムについては、既存の災害用伝言板等の仕組みを周知するとともに、新たな仕組みについても
情報収集に努めます。
横浜市青葉区役所総務課長 齋藤 満
（総務課 電話：045-978-2213 FAX:045-978-2411）
【意見・要望一覧】
２．地域防災拠点を含む地域防災力の向上対策
（１）地域防災リーダ‐養成への取り組み（再提案）
（２）横浜市災害時安否情報システムと連動した地域防災訓練の実施
（３）緊急地震速報（震度4 以上の地域へ配信）を取り入れた小中学校防災対策
（４）安否確認システムの強化
（５）災害時要援護者対策の強化
（１）地域防災リーダ‐養成への取り組み（再提案）
（１）地域防災リーダ‐養成への取り組み（再提案）
地域防災拠点における拠点運営者（防災リーダー）を養成する制度を要望します。防災ライセンス‐リーダの転用という形で
はなく、さまざまな防災リーダー養成マニュアルを組み合わせ、地域防災拠点（地域）に必要な人材を養成する仕組みを地域
と行政が協力して作ることを要望します。
【回答】
横浜市の防災事業に御協力いただきありがとうございます。地域防災拠点に備蓄している資機材の取り扱いを習得し、各拠点
でその取り扱い方法を広めていただくために、横浜防災ライセンス事業を実施しています。これまでに、多くの市民の皆様に
ライセンスリーダーとなっていただき、地域防災拠点でご活躍いただいております。青葉区では平成23 年にライセンスリー
ダーの相互協力等を図る目的で、ライセンスリーダー取得者によるネットワーク組織がつくられました。ライセンス取得者の
活動の場を広げることによって、今後の円滑な拠点運営に貢献できるものと考えています。
今後とも、横浜防災ライセンス事業への御支援、御協力をお願いします。
横浜市消防局危機管理課担当課長 池松 秀則
（危機管理課 電話：045-671-3456 FAX：045-641-1677）
（２）横浜市災害時安否情報システムと連動した地域防災訓練の実施
●地域防災拠点での情報システム対応の職員参加の防災訓練の実施の要望
●入力課題の解決へ取り組み要望
【回答】
地域防災拠点における入力に対応した研修を区と連携して実施しているとともに、一部の区では防災訓練に災害時安否情報シ
ステムを加えて実施しています。また、避難者カードにつきましては、英語版の作成を予定しています。本システムは、ロー
マ字入力も可能ですので、今後は、運用面での対応を検討します。また、インターネットでの安否情報の検索の際には、検索
と一致した方の情報のみ表示しており、名前が同じ場合には、絞り込み検索をすることで、一致した方の情報のみ表示
しています。
横浜市危機管理室情報技術課長 安田 賢二
（情報技術課 電話：045-671-3454 FAX：045-641-1677）
（３）緊急地震速報（震度4 以上の地域へ配信）を取り入れた小中学校防災対策
●児童の安全対策として緊急地震速報端末設置、あるいは今回のエリアメール導入を利用した学校内緊急地震速報通報シ
ステムの構築
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●緊急地震速報（あるいはエリアメール）を取り入れた防災訓練の実施
【回答】
市立学校への緊急地震速報受信端末の設置につきましては、その有効性は十分に承知しておりますが、経費等の面からも現在
のところ設置予定はありません。なお、国において、緊急地震速報を受信するシステムを全国の学校に配備してゆく方針
が示されましたので、今後の国の動向にも注視しながら対応を検討していきます。
横浜市教育委員会事務局総務課長 重内 博美
（総務課 電話：045-671-3240 FAX:045-663-5547）
小学校・中学校では、学校の実情に応じた防災訓練等を実施しています。
地域や学校の実情に即し、より実践的な防災訓練を進めていくよう指導してまいります。
横浜市教育委員会事務局指導企画課長 今辻 千佳也
（指導企画課 電話：045-671-3588 FAX:045-663-5499）
（４）安否確認システムの強化
●エリアメール配信の区ごと対応への要望
●横浜市ではエリアメール利用での緊急情報提供をおこなっていることの配信テストの要望
●エリアメールで実現できない場合は、区内の都市型災害（局地豪雨や増水）、緊急交通路指定などを迅速に配信できる
twitter のような代替仕組みの要望
【回答】
本市で導入したエリアメールは、区ごとに配信できる環境になっております。なお、配信試験の実施については、予定してい
ませんが、今後の検討課題とします。また、災害時の情報伝達手段としてツイッターも活用しており、広域的な災害が予測
さ
れる場合の避難等に関する情報や災害対策本部体制下における災害等に関する情報を提供します。
横浜市危機管理室情報技術課長 安田 賢二
（情報技術課 電話：045-671-3454 FAX：045-641-1677）
（５）災害時要援護者対策の強化
●横浜市エリアメールなどを利用した緊急情報が市民などに配信される事態が想定されます。「避難準備情報」発令に伴
う、地域防災拠点、災害時要援護者の支援者、受け入れ先特別避難所との連携づくりを要望します。
●災害時要援護者支援として特別避難所と地域防災拠点や防災組織、自治会との連携
【回答】
現在、一部の地域防災拠点訓練実施時に自治会･町内会と連携した要援護者の安否確認訓練や特別避難場所への移動訓練を実
施いただいているところですが、今後もそういった取組の支援を継続しながら、新たに訓練を考えている拠点に対しても特別
避難場所等との連携づくりを支援していきます。
横浜市青葉区役所総務課長 齋藤 満
（総務課 電話：045-978-2213 FAX:045-978-2411）
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自然・環境部会

平成24 年9月13 日提出

【意見・要望一覧】
１ 自然環境のみどりの指標として「緑視率」の導入
２ 比較的容易な駅前緑化事業の推進
３ 横浜みどり税の条件付き継続
４ （仮称）恩田市民の森の早期実現
５ 鶴見川のリバースポット（水辺の憩いの場）に立て看板（警告板）の設置
６ 市が尾駅から寺家ふるさと村への散策路の整備
１．自然環境のみどりの指標として「緑視率」の導入
横浜市では、みどり環境の指標として「緑被率」を使用し、昭和５０年から５年毎に計測しています。しかしこれは上空から
見た３００㎡以上のまとまったみどりを対象としており、より小さな街路樹や植え込み、緑地、花壇、垣根といった市街地の
みどりを管理する指標としては適しません。そこで、人間目線で小さなみどりも測定できる「緑視率」を指標として採用し、
市街地のみどりを守り育てていくことを提案します。
「緑視率」の具体的な使用方法としては、一つは「みどりアップ計画」の地域緑のまちづくり事業の活動の中でベンチマーク
（他地域の好い例を目標とする）手法とすることや沿道緑化の目標値とする、もう一つは「横浜市都市計画マスタープラン（全
市プラン）の地域別構想」の中で特に地区プランの定量目標とすることを提案します。
【回答】
横浜市では、緑の量の変化を傾向として把握するため、緑被率調査を概ね５年ごとに実施しています。
緑視率は、ご提案にありますように、ある地域における人の目線での緑の量を測る手段の一つとして有効なものと考えます。
本市でも、実感できる緑をつくる取組を進めており、緑視率をどのように使っていくかなどの考え方を整理した上で、緑視率
の活用について検討していく必要があると考えています。
横浜市環境創造局政策課みどり政策調整担当課長 田口 政一
（政策課 電話：045-671-2473 FAX:045-641-3490）
２． 比較的容易な駅前緑化事業の推進
駅前はその地区の顔であり、外来者が第一印象を受ける場所であり、通勤通学から帰宅する市民を受け入れる最初の場所でも
あります。その意味で駅前のみどりの景観づくりは重要と言えます。
上項提案で紹介した区民会議の２０１２年６月の田園都市線駅前観察から、以下の駅前緑化提案をおこないます。なお当事業
は、一般事業や「みどりアップ計画」の中で、優先度を高め早急に実施されることを要望いたします。
（１）歯抜けとなった駅前街路樹の補植をおこなう
（２）駅前にシンボルツリーを植樹する
（３）景観をそこなう商業看板の規制を強化する条例の制定をおこなう
【回答】
道路の緑化について貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。「２ 比較的容易な駅前緑化事業の推進」の(1)、(2)
についてお答えします。
■(1) 歯抜けとなった駅前街路樹の補植を行う について
街路樹管理では、市民の安心、安全を確保するため、枯れて、あるいは弱って倒れる恐れのある街路樹を撤去する事を優先
しております。管理予算が限られていることから、撤去後の補植については完全に実施できる状態ではありませんが、歩道
の切り下げ工事等で発生した樹木の移植等の機会などを捉えて実施していきます。
■(2) 駅前にシンボルツリーを植樹する について
駅前のシンボルになるほど大きくなる樹木を植えるには、それだけの枝が伸ばせる広い空間と根が育つ土壌が必要になりま
す。狭い空間や小さな植樹桝に高木を植えてしまうと、樹木が大きくなるにつれ、枝葉が信号や標識、照明灯を隠す、植樹
桝の中に収まらない根が舗装を持ち上げて歩道に段差ができる「根上がり」が発生する、隣接する店舗や住宅等の日当たり
が悪くなる、枝葉が伸びて敷地に入り落葉がといを詰まらせる、などの様々な問題が発生します。このため、道路の新設や
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改修を行う際には、樹木の将来的な大きさを推測し、安全な通行の確保、隣接する建物や施設への影響、樹木が枝葉を伸ば
して健全に育成できるか等に考慮し、横浜市街路樹設置基準に基づいて、樹木の大きさに見合った適切な広い空間が用意で
きる場合に街路樹を設置しております。また、既存の道路に街路樹を植栽する場合も同様です。
なお、(1)、(2)共に、具体的なご要望の場所がありましたら、各区土木事務所（青葉区の場合は青葉土木事務所、電話：
045-971-2300）にご相談くださいますようお願いいたします。これからも、よりよい道路の緑化に努めてまいりますので、
ご理解とご協力をお願いいたします。
横浜市道路局施設課長 橋本 孝二
（施設課 電話：045-671-2786 FAX：045-651-6527）
道路の緑化について貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。
「２ 比較的容易な駅前緑化事業の推進」の(1)についてお答えします。
■(1) 歯抜けとなった駅前街路樹の補植を行う について
駅前だけでなく青葉区内においてやむを得ず撤去した街路樹については、歩道の切り下げ工事等で発生した樹木の補植だけ
でなく、環境創造局に対してみどり税を活用した事業として予算要望を行うなど、補植に努めていきます。
横浜市青葉区青葉土木事務所 副所長 関戸 義仁
（土木事務所 電話：045-971-2300 FAX：045-971-3400 ）
■(3) 景観をそこなう商業看板の規制を強化する条例の制定を行う について
本市では、屋外広告物の表示や設置について「横浜市屋外広告物条例」及び景観法に基づく「横浜市景観計画」を策定し、
良好な景観の形成に努めています。屋外広告物条例では、広告物の種別ごとに規格を定め、広告物の高さや面積等の制限
を定めています。
また、景観計画では、例示のありました「青葉区内の駅前周辺」は定めていませんが、関内地区及びみなとみらい21 新港
地区については地区毎の基準を定め、屋外広告物条例の規格に加えた制限を行っています。
その他の手法としては、「地域まちづくりルール」や「景観協定」などの方法により、地域の皆様の合意のもとにルールを
定め、地域の皆様が自ら運営することが必要となりますが、地区の特色を反映した屋外広告物のルールとして定めることも
できます。
（参考）みんなでつくろうまちのルール パンフレット一覧
http://www.city.yokohama.lg.jp/toshi/machirule/pamph.html
横浜市都市整備局都市デザイン室担当課長 塚田 洋一
（都市デザイン室 電話：045-671-2648 FAX：045-663-8641）
３． 横浜みどり税の条件付き継続
横浜市の良好な環境を次世代に残す為には、”緑の保全”は我々の喫緊の課題です。「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施
策）」の「３か年の進捗状況」から「横浜みどり税」の使途をみると、「緑地再生等管理事業」「特別緑地保全地区指定等拡
充事業」「水田保全契約奨励事業」「市民農園用地取得事業」等に７割強使われ、また、「いきいき街路樹事業」にも１割強
使われています。
その為、下記項目を再考した上でＨ２６年度以降も横浜みどり税の継続を要望します。
（１）”税の趣旨”と”限られた資源（市役所の担当者数、カネ）の有効活用”という２点から田園地域：まとまった緑（樹
林、水田、農地）の保全事業とその維持管理事業に特化する。都市部、住宅地域：既存の緑の維持管理事業とある程度まと
まった緑の創出事業に特化する。
（２）「市民の森」「源流の森」「緑地保存地区」の契約期間終了後も、合理的かつ所有者も納得する”緑を保全する制度”
を明文化する。
（３）
「緑地保存地区」は、整備された戸建住宅地域での指定より駅前・主要道路沿い等の公共的性格が強い箇所を優先する。
（戸建住宅地域は契約期間終了後は住宅地になっても致し方ない。）
【回答】
横浜市では、平成21 年度から横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）に取り組んでおり、特別緑地保全地区指定等拡充事
業による特別緑地保全地区や市民の森などの指定が進むなど、樹林地や農地の減少に歯止めをかける取組が着実に進んでいま
す。現在「平成26 年度以降の緑施策（素案）」を作成しており、その中では、まとまった緑の保全やその維持管理などにつ
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いても盛り込んでいます。今後、素案については、市民の皆様のご意見もいただきながら検討を進めていくため、市民意見募
集を行います。また、素案に盛り込んでいる事業の実施に必要な財源については、横浜みどり税の取扱いも含め検討していき
ます。
横浜市環境創造局政策課みどり政策調整担当課長 田口 政一
（政策課 電話：045-671-2473 FAX:045-641-3490）
４．（仮称）恩田市民の森の早期実現
郊外部のまとまった緑（樹林地、農地）の保全がますます重要と感じています。青葉区民にとって「寺家ふるさと村」と共に
「恩田の森」は身近な魅力的な水・緑環境と思います。「恩田市民の森」が市民に親しまれ散策できるように早期に整備され
ることを要望いたします。
【回答】
現在、市内に残る良好な樹林地につきましては、土地所有者のご理解とご協力を得て、法律や本市の条例等に基づく緑地保全
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森につきましてはまとまりのある貴重な樹林地として
優先的に保全する地区と位置付けており、早期に市民の森などの制度により保全を図るため、土地所有者の方々との交渉を続
けているところです。
横浜市環境創造局緑地保全推進担当課長 景山 敦樹
（緑地保全推進課 電話：045-671-2604 FAX：045-224-6627）
５．鶴見川のリバースポット（水辺の憩いの場）に立て看板（警告板）の設置
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、２年前には３箇所の
「水辺の憩いの場」の整備を要望しました。今回は、鶴見川の谷本公園沿いの川辺への階段（右岸・左岸共に２ケ所）に、恩
田川と奈良川合流地点と同様の立て看板（警告板、約100cm×80cm）の設置を要望します。
【回答】
谷本公園沿いの川辺への階段に立て看板を設置したいというご要望につきましては、鶴見川の管理権限が神奈川横浜川崎治水
事務所にあることから、治水事務所へご要望の旨を伝えました。
横浜市青葉区役所区政推進課長 上野 慶
（区政推進課 電話：045-978-2216 FAX：045-978-2410）
６．市が尾駅から寺家ふるさと村への散策路の整備
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自然が残
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が広がる場所です。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へ）は、多くの市民が水辺環境や青葉区の農業の今を知る機会になると
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。
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。また鶴見川には左岸にサイクリングロードがあり愛好者によく利用
されています。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。この寺家川沿いの車道、および
鶴見川右岸（次ペー赤線）をふるさと村への散策路と位置づけ「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。河川管理のためいろいろな制限があろうとは思いますが、関係先との調整を進め、実現をお願いします。この実
現により市民生活のさらなる向上に資すると思います。
【回答】
ご指摘の通り、寺家ふるさと村は豊かな自然環境が広がっており、青葉区民にとって大変人気のある場所です。また、鶴見川
沿いは美しい田園風景が広がっており、区民の憩いの場になっています。青葉区では、こうした双方の魅力ある資源を大切に
し、区民のみならず様々な人々にご利用頂くための環境整備は必要と考えています。
ご提案頂いた、「散策路の整備」につきましては、ご指摘の通り関係機関との調整が必要となるため、機会を捉えて伝えてい
きます。
横浜市青葉区役所区政推進課長 上野 慶
（区政推進課 電話：045-978-2216 FAX：045-978-2410）

平成25 年3月7日 （広聴 第24-900017 号）
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平成 25 年度横浜市予算に対する要望･提案と回答
健康・福祉･教育部会

平成24 年9月13 日提出

【意見・要望一覧】
１ 青葉区への特別支援学校の新設
２ 福祉人材緊急確保事業の再開
３ 「ヨコハマいきいきポイント」（ボランティアポイント事業）の改善案
１．青葉区への特別支援学校の新設
青葉区では18 歳未満の身体障害者・知的障害者数が847 名に達し（前年比35 名増）、横浜市各区の中では総数で港北区につ
ぎ第2 位、直近3 年間の増加数では第1 位となっています

（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、高校のみ1 学年15 名では全く不十分で、区内の障害を持つ児童
生徒の遠距離施設への通学は家族にとっても大きな負担となっています。
24 年度予算要望の回答では県に対し北部地区への新設を要望中とのことですが、北部各区はいずれも障害者の増加数が多く、
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す。これらの事から、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。
【回答】
横浜市北部地域における特別支援学校の整備について、引き続き、法的に設置義務のある神奈川県に要望してまいります。
横浜市教育委員会事務局特別支援教育課長 荒木 葉子
（特別支援教育課 電話：045-671-3956 FAX：045-663-1831）
２． 福祉人材緊急確保事業の再開
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。横浜市が以前「福祉人材
緊急確保事業」の一環として実施していた、特別養護老人ホーム介護職員の処遇改善等の経費に対して補助金を支給する「特
別養護老人ホーム処遇改善事業」は、国が｢介護職員処遇改善交付金｣を支給していることを理由に平成22 年度末で終了しま
したが、同交付金は実質的に存続している事にはなっているものの（制度的には昨年度で廃止）、従来から下記のように政策
効果は十分とは言えない状況にあります。
①現在は介護報酬の上乗せとして支給されているが、支給額が十分ではないうえ施設あて支給されるため介護職員本人が受
取っていないケースが少なくない
②施設側では手続きが煩雑な上、他の介護報酬等との兼ね合いで交付金申請が困難なケースが少なくない
そこで必要な介護関連職員数を確保できるまでの事業として「処遇改善事業」の再開を要望します。
【回答】
介護職員の処遇については、国において処遇改善加算として介護報酬に含むこととし、今後は介護報酬の基本サービス費にお
いて評価される予定となっているところであり、国の動向については今後とも注視していきたいと考えております。
本市独自に「処遇改善事業」を行うことは、多くの市費を投入する必要が生じることから困難であると考えております。
横浜市健康福祉局高齢健康福祉課長 松浦 淳
（高齢健康福祉課 電話：045-671-3683 FAX：045-681-7789）
３．「ヨコハマいきいきポイント」（ボランティアポイント事業）の改善案
当該制度は高齢者の介護予防や生きがいづくり促進を目的としているが、介護スタッフが不足する状況の中で、下記のような
改善策等により抜本的な制度の活用・拡充を図っていく必要がある。
①65 歳以上の条件をはずし、誰でも登録できるようにする（参加者の裾野の拡大）
②ポイントは1 年毎の現金による清算を取りやめて何年でも繰り越せるようにし、親族や将来自分が要介護状態になった時
に活用出来るようにする（ポイント預託制…例えば3 回分のポイントで1 回介護を受けられる）
※ ボランティア活動を現金に換算するのはボランティアの趣旨に反する
※ これにより毎年度の現金支払い分の予算計上が不要となる
③ポイントを相互利用できるように、他の自治体に同様の制度の導入を働きかける
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（他自治体との制度の共有→制度の普及・拡大）
④財政負担が大きい生活保護制度において、受給者には高齢者、傷病人を除き一定以上のポイント取得およびヘルパー2 級
の資格取得を条件にする（生活保護受給者の活用）
【回答】
ご提案①について
ヨコハマいきいきポイント（介護支援ボランティアポイント事業）は、介護保険の介護予防事業として、実施しており、高齢
者ご本人の健康増進、介護予防、社会参加、地域貢献を通じた生きがいづくりを目的とし、高齢者がこれまで培った知識や経
験を介護の分野で活かしていただくことを期待しています。このような趣旨から、介護予防事業として位置付けられており、
介護予防事業の対象者は65 歳以上の横浜市民（介護保険の第１号被保険者）に限定しています。
ご提案②について
ポイントは、「対価」や「報酬」という性質のものではなく、活動のきっかけや励みにしていただいています。1 回の活動で
200 円程であり、換金により、ボランティア本来の「自発性」や「福祉に対する志」は変わるものではなく、ボランティアの
趣旨に反することにはつながらないと考えています。また、ポイントを介護サービス利用時に活用することは、ご意見として
参考にしますが、現行の介護保険制度上、実施することは困難です。
ご提案③について
介護保険事業は、全国一律の制度ですが、事業の実施主体は市町村とされており、原則一つの市町村区域内で完結する制度に
なっています。ポイントの相互利用を可能とする事業の実施方法については、事業管理や経費負担などの点から研究が必要と
考えています。また、介護支援ボランティアポイント事業について、他の自治体職員などによる視察希望があった際には、介
護保険課で対応し、事業の理解に努めています。
ご提案④について
登録者については、65 歳以上の横浜市民（第１号被保険者）であれば、生活保護受給者の方でも、登録できます。あくまで
自主的な活動を行う「ボランティア」ですので、登録にあたり生活保護受給者のみに特別な条件を設けることはできません。
ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
横浜市健康福祉局介護保険課長 竹田 良雄
（介護保険課 電話：045-671-4254 FAX：045-681-7789）
平成25 年3月8日
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（広聴 第24-900016 号）

平成 25 年度横浜市予算に対する要望･提案と回答
安全・安心・まちづくり部会

平成24 年9月13 日提出

【意見・要望一覧】
１ 総合的な罹災者対策の防災計画を作成してください
２ 地域防災力の向上策を積極的に推進してください
３ 電線類地中化計画を推進してください
１ 総合的な罹災者対策の防災計画を作成してください
総合的な罹災者対策の防災計画の作成を、次のとおり要望します。
(1)区民の罹災時の形態ごとの対策（帰宅困難者対策、留守宅対策、在宅避難対策、児童・生徒留め置き対策、要援護者支援
対策）を所管局の情報を共有させ連動の上、総合的に計画してください。
(2)地震の直前・受震時・直後と時間軸での対応を計画してください。
(3)地震想定の大型化と地震発生時間を朝（深夜）・昼・夕の３種類に増やして計画してください。
(4)帰宅困難者対策等での行政区域をこえた連携作りを進めてください。自治体間の連携は９都県市合同訓練などを行ってい
ますが青葉区は隣接の自治体との安否確認システムの共有が必要です。青葉区がこの連携作りの主導権を取れないでしょうか。
(5)青葉区外で区民の帰宅困難者大量発生の場合、小・中学校での児童・生徒留め置き体制と児童・生徒の保護対策をお願い
します。また、小・中学校の児童・生徒とその兄弟姉妹の保護先（保育園・幼稚園）との地域内連絡の推進もお願いします。
(6)区内主要駅における「駅周辺混乱防止対策連絡会」の強化と情報公開をお願いします。
【回答】
■(1) (2) (3)について
ご意見いただきました件につきまして、以下に回答いたします。
平成24 年10 月17 日に公開しいたしました「横浜市地震被害想定調査報告書」では、起こり得る地震において、横浜市に最
大の被害を及ぼすものとして、「元禄型関東地震」を対象地震として、被害想定を行いました。また、津波に関しては、同様
の考えから、「慶長型地震」により、被害想定を行いました。各地震を選んだ理由は、次の通りです。
【元禄型関東地震】
相模トラフ沿いを震源とする関東地震は、これまで1923 年に横浜市で甚大な被害をもたらした大正型関東地震の再来が懸念
されていました。しかし、東日本大震災を経て、想定外の事態をなくそうという考えから、発生確率は低いものの、大正型関
東地震（南関東地震）よりも市内の震度が大きく、津波の影響も考えられる元禄型関東地震を対象としました。
【慶長型地震】
揺れの影響は大きくないものの、東京湾内への大きな津波の影響をもたらす想定地震です。発生確率はきわめて低いですが、
横浜市として最大クラスの津波被害を引き起こす想定地震であることから、津波被害の検討対象としました。なお、この想定
地震は、神奈川県の「平成23 年度津波浸水想定検討部会」（平成23 年５月～）で設定したものです。
発生シナリオとして、地震発生時間については、基本的に５時、12 時、18 時の３パターンで想定していますが、被害の大き
さが明らかな火災、津波、帰宅困難者については、時刻を特定して整理を行なっています。詳しくは、平成24 年10 月17 日
に公開した「横浜市地震被害想定調査報告書」は、インターネット
(http://www.city.yokohama.lg.jp/shobo/kikikanri/jishinhigai/）や市民情報センターで公開していますのでご覧ください。
横浜市消防局危機管理室情報技術課長 大木 将彰
（情報技術課 電話：045-671-3458 FAX：045-641-1677）
■(4)について
安否情報確認システムは、横浜市消防局情報技術課が構築したシステムです。システムの運用、改訂などは、市全体での取り
組みとなるため、青葉区が主体となるのは難しいですが、ご意見として、システムを所管する消防局情報技術課に伝えていき
ます。また、システムとしての連携のほか、帰宅困難者への広域連携サービスとして国道246号線沿いに休憩所設置などを検
討します。
■(5)について
横浜市では、既に小・中学校については、横浜市学校防災計画により震度5 強以上で、保護者が学校に引き取りに来るまで学
校で預かる（留め置く）こととしています。保育園については、こども家庭支援課で連絡体制をとっております。民間幼稚園
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については、今後横浜市幼稚園協会等を通じて連絡体制の強化を行っていきます。
■(6)について
東急田園都市線及び横浜市営地下鉄とは、帰宅困難者対策等について、話し合いを始めて
おり、今後連絡体制や連携の強化を図るべく検討を進めていきます。
横浜市青葉区役所総務課長 小嶋 哲夫
（総務課 電話：045-978-2213 FAX：045-978-2410）
２ 地域防災力の向上策を積極的に推進してください
地域防災力の向上策について、次のとおり要望します。
(1)地域防災力強化のための実質的拠点運営者の体系的養成制度を構築してください。拠点運営には、減災力を駆使した、総
合的な判断を下す拠点運営者が必要です。そのためには、計画的・実践的な余生制度が必要であり、防災ライセンスリーダー
養成はその一つとして機能することが可能です。
(2)「いっとき避難場所」を震災直後の一時的な避難場所の機能だけでなく、サブ防災拠点として安否確認・救助活動・情報
連絡・救援物資配給の機能を持たせた「コミュニティ防災拠点」とすることを提案します。コミュニティ防災拠点整備計画案
は以下の通りです。
・自治会ごとのいっとき避難場所指定の徹底
・いっとき避難場所への太陽光パネルつき外灯の設置と予算化
・防災備蓄庫の充実
・自治会単位での防災対策の促進
(3)現在、地域防災拠点の防災訓練時には横浜市災害時安否情報システムと連携していません。訓練時の情報システム対応の
市職員の継続的参加も含め、連動させてください。
(4)小・中学校防災対策として、緊急地震速報端末設置又は横浜市緊急速報メールによる、学校内地震速報通知システムの構
築とそれを取り入れた訓練を計画してください。今年度より文科省が全国の国公私立学校への緊急地震速報システムの導入計
画を立てています。1000校を対象に始まりますが、計画順を待つのではなく、横浜市独自で企業などの協力を得て早急に整備
を始めてください。
(5)携帯電話による横浜市緊急速報メールの周知広報と、青葉区ツイッターの配信体制を強化してください。
(6)横浜市緊急速報メールでの情報に「避難準備情報」発令がありますが、これは一般向けではなく災害時要援護者が避難準
備を行う物と理解しています。この発令が出た場合の地域防災拠点・要援護者の支援者・受け入れ先特別避難所との連携方法
と仕組み作りを進めてください。
(7)横浜市緊急速報メールによる「避難準備情報」「避難勧告」「避難指示」が発令された場合の、支え合いカード登録者へ
の対応を明示してください。特に青葉区は、都内などでの多数の帰宅困難者発生に伴う要援護者の在宅孤立が予測されます。
区内での建物被害がない状況でも、とり残し要援護者への対策を検討してください。
【回答】
■(1)について
横浜市の防災事業に御協力いただきありがとうございます。地域防災拠点運営委員等に対しての運営に対する養成制度化はさ
れていませんが、災害時において円滑な運営ができるよう各区において運営訓練を行い支援ができるようになっております。
また青葉区では平成23 年にライセンスリーダーの相互協力等を図る目的で、ライセンスリーダー取得者によるネットワーク
組織がつくられました。ライセンス取得者の活動の場を広げることによって、今後の円滑な拠点運営に貢献できるものと考え
ています。今後とも、横浜防災ライセンス事業への御支援、御協力をお願いします。
横浜市消防局危機管理課担当課長 池谷 充隆
（危機管理課 電話：045-671-3456 FAX：045-641-1677）
■(2)について
「いっとき避難場所」は、震災等が発生したときに身の安全を確保するために避難する近くの公園や空き地のことで、震災時
避難場所（地域防災拠点）や広域避難場所へ避難する前に一応避難して様子を見たり、避難したりするために集結する場所で
す。自治会・町内会等で必要に応じて定めているものです。そのため、横浜市では特に施設整備等へ補助制度はありませんが、
自治会の防災活動に対する「『町の防災組織』活動費補助金」等をご活用ください。
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■(3)について
地域防災拠点となる学校には、横浜市災害時安否情報システムが整備され、防災訓練時にシステムの訓練を行っている地域防
災拠点もあります。今後も避難所開設訓練の一環としてシステムの訓練を実施するよう呼びかけていきます。
横浜市青葉区役所 総務課長 小嶋 哲夫
（総務課 電話：045-978-2213 FAX：045-978-2410）
■(4)について
市立学校への緊急地震速報受信端末の設置につきましては、経費等の面からも現在のところ設置予定はありませんが、その有
効性は十分に承知しておりますので、今後の国の動向にも注視しながら対応を検討していきます。
横浜市教育委員会事務局 総務課長 重内 博美
（総務課 電話：045-671-3240 FAX:045-663-5547）
■(5)について
横浜市防災情報Ｅメールについては、広報よこはま青葉区版等で周知を行っておりますが、今後防災マップにも掲載を行い周
知していきます。ツイッタ―の強化については、ソーシャルネットワーキングサービス等、複数の広報手段も含め今後検討し
ていきます。
横浜市青葉区役所 総務課長 小嶋 哲夫
（総務課 電話：045-978-2213 FAX：045-978-2410）
■(6)について
横浜市防災計画【風水害対策編】では、「避難準備情報」が発令された場合、要援護者等、特に避難行動に時間を要するもの
は、あらかじめ指定した避難所等への避難行動を開始し、避難支援者は支援行動を開始し、それ以外の者は避難準備を開始す
ることを求めています。災害時に地域防災拠点が開設された場合は、地域防災拠点では要援護者のためのスペース確保に努め
ていくとともに、地域防災拠点または在宅での避難生活が困難な方については、援護の必要性の高い方を優先して、社会福祉
施設等の特別避難場所で受入れる等、区役所、地域防災拠点、特別避難場所が連携して対応を行います。
横浜市健康福祉局福祉保健課福祉保健センター担当課長 黒岩 清隆
（福祉保健課 電話：045-671-3427 FAX：045-664-3622）
■(7)について
「支えあいカード」は青葉区独自の災害時要援護者避難支援システム「あおば災害ネット」による希望する要援護者が民生委
員の訪問により相談しながら作成するもので、自治会・町内会、地域防災拠点、青葉区役所に写しが配布される制度ですが、
その活用に関しては、地域の助け合いの中で、可能な範囲で安否確認や避難支援などをしていただくよう協力をお願いしてい
るところです。今後、「あおば災害ネット」の仕組みについて、地域の皆さんに一層のご理解をいただくため、要援護者支援
の担い手の中心となる自治会・町内会への説明会の開催を検討していきます。
横浜市青葉区役所 総務課長 小嶋 哲夫
（総務課 電話：045-978-2213 FAX：045-978-2410）
３ 電線類地中化計画を推進してください
防災面、バリアフリー面、景観面と全ての観点から都市計画上、横浜らしさ・青葉区らしさを表現する方策です。長期計画に
のっとり、段階的に推進することを要望します。青葉区では、環状４号線から始めるのが一策です。
【回答】
電線等の地中化による無電柱化事業は、防災上重要な幹線道路や、公共施設周辺で特に歩行者空間を確保する必要がある場所、
特に景観に配慮する必要がある地区などの中から、事業の進捗状況や財政状況を勘案し、電線企業者と協議の上、事業対象路
線を選定しています。また、都市計画道路や開発事業（再開発事業、区画整理事業）等については、事業に併せて整備を進め
ています。近年の厳しい財政状況においては、整備可能な路線は限られているのが現状ですが、今後も無電柱化の一層の推進
に取り組んでまいりますので、ご理解くださいますようお願いします。
横浜市道路局計画調整部 企画課長 秋山禎治
（企画課 電話：045-671-3533 FAX：045-651-6527）
平成25 年3月12 日
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第 9 期区民会議に参加して
・自然・環境部会
飯塚 宏

活動をしていきたいと思っています。

毎月一回の会合と三つの観察会に参加して、部会員と

小杉 富雄

楽しく話合いし、又知らなかった場所を観察出来てよい

区民会議に参加して４期８年になりました。今期は部

勉強になった。反省とこれからの方向性としては、もっ

会の活動テーマ「みどりアップ計画」や「残したい青葉

と行政と緊密な連携をとったり、区民の方々の意見を広

区緑のビューポイント」への取り組みのほか、部会横断

く聴取して区民の方々に役立つ活動の場になって行けれ

のまちの未来ＰＴで纏めた提言「すべての世代が住み続

ばと思っている。

けたいまち青葉」の中で、
「親子で遊び・学べる交流の場

内野 正信

づくり」を市へ提案しました。その他、仲間の皆さんと

青葉区の緑を永遠にと６期から８年間環境部会に所属、

多くの交流会や勉強会、市長とのミーティング等に参加

委員の熱心な活動、向学心に敬服、ゴミから地球環境と

でき、充実した楽しい２年間でした。

奥深く勉学に努力しました。今期は体調崩し殆ど不参加

都留 義之

で心残りです。平成２１年公開勉強会”ごみゼロへの

鶴見川の美化や市民の遊歩道設置を目的にしたが私を

道”講師経験は有意義でした。関係の皆様には長年ご配

含む自分たちの活動が足りないのか、何も、少しも実現

慮を賜り厚く御礼申し上げ、当会を卒業させて頂きます。

しない。なんとかならないかなと思う。都築区の緑道を

大野 承

皆と散策した。素晴らしい散策路でうらやましく思った。

区民会議に参加して、あっと言う間の６年であった。

福島 憲一

知識は意識を高める。知ることが理解を深め、そして課

定例部会と共に観察会からもたくさんの刺激を戴いた

題を明らかにする。青葉区の自然シンボルである寺家や

２年間であった。特に都筑区の緑道観察では特別参加の

田園都市線駅前の緑化状況やお隣都筑区の緑道を知るに

外部の方からの説明が良かった。安・安部会の公開講座

つけ、それをつくり維持して来た人間の知恵と努力がわ

でも外部の専門家からの講義は好評だったと思う。外部

かり、さらにこれからどのように存続・発展させていく

の専門家の意見をドシドシ取り入れる区民会議は、もっ

べきかが見えてくる。区民会議は一生の勉強の場である。

と魅力的になるだろう。

緒方 陽子

なお今期は部会長を務めさせて戴いた。部会運営にご協

鴉のゴミ箱荒らし問題以来区民会議の存在を知り、早

力戴いた皆様にお礼申し上げます。
松下 秀亘

速参加してみて其の行動力に驚き以来続けさせていただ
いてます。今回は年を理由に遠慮しようかとも思ってま

第９期も引き続き自然・環境部会で、年々減っていく

したが皆様の言葉に力づけられもう一期続けさせて頂き

青葉区の緑を保全するにはどうすれば良いか、また、緑

たいと思ってます。山間の小さな田畑の静かさの中の力

税との関係を考えていくつかの問題点を出し、現地調査

強さに励まされる思いを味わって居ます。

をし、資料を調べたが、私自身、いそがしかったので、

衣笠 紀男

思うような結論がでず提案が出来なかったのが残念でし

区民からの広聴が少ないと思います。他方、市からは

た。今後緑税についても緑の保全のため５年の年限つき

インターネットを通じて市民から提案を求める時代にな

の税ではなく、将来も継続続してゆくようにすべきでは

っています。そこで、区、市のインターネット上の自然

ないかと思っております。

環境に関るＲＦＣ案件を部会でも取り上げて議論し、区、

三品 武司

市に提案し、あるいは区民会議のＨＰ上で区民の提案活

今期観察会部会とも充分参加できなかったが、駅前景

動に資する資料等を提供していくのは如何でしょうか。

観調査に参加し、大野さんに教えられた緑視率に興味を

加茂 千津子

持ちあちこちの街を見て道の景観が気になった。商店街

第９期もいろいろな人に出会い、青葉区を知りさらに

では看板、住宅街では垣根と家の規模が景観に大きな要

まちの魅力を感じています。緑豊かで環境にめぐまれて

素を占める。これから人口減少の時代青葉区の魅力をあ

いる青葉区に暮らす生活者の視点でこれからも「住みや

げるに景観向上も大事だと思う。

すいまち、住み続けたいまち青葉」をめざし、まちを歩
き区民の話をききながら、課題をみつけ話し合い、提案
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第 9 期区民会議に参加して
・健康・福祉・教育部会
飯塚 秀子

の私は若手に数えられています。 幅広い年齢層、様々な

健康・福祉・教育８期はあっという間に過ぎてしまっ

立場の区民が部会に参加し、部会の活性化からこの街の

た。おもに福祉に力を入れて考え検討しているが、特に

発展に繋げられないかと考え部会活動の事を職場などで

これをしなければというより、実際に多くの人が直面し

仲間に紹介しております。 残念ながらまだ新メンバー獲

ている高齢化と介護施設の問題に取り組み、安全で安心

得とまでは至っておりませんが、地道に活動を続けて行

な住みやすい環境作りに協力していくことが大切である

きたいと思います。

と思っている。

佐々木 允明

岩瀬 浩一

今期から、市における区民会議の位置付けが変わった。

初めて区民会議に参加し、何も判らぬまま部会長を拝

市民が自発的に集まり、市民の目線で自由闊達に、区政

命して 2 期 4 年が経過しました。

に対して意見を述べ合うこのような仕組みは今後その存

部会のテーマに「教育」とありますが、私の力不足で実

在意義を強めるだろう。更に活性化させねばならない。

際にはほとんど「福祉」関連の議論と活動で終始してし

佐香 寛
老人会から推薦され 8 期、9 期区民会議・福祉部会に

まいました。新しい試みとして自治会・連合自治会や青
葉区選出の市会議員の方達と意見交換を行ないましたが、

参加しました。福祉といっても幼児保育から障害者福祉、

来期は更に活動の幅を広げて行けたらと思っています。

高齢者福祉まで多岐にわたる分野に、数多くの問題があ

大友 徹

ることを再認識させられました。高齢者介護問題にして

省みればあっという間の 2 年間だった。しかし世の中

も特別養護施設とか、民間の養護施設も少しは手の届き

は東北大震災やら放射能問題、加えて政治の第混乱と息

そうな施設が現れ始めていることもありますが、介護士

つく暇もない程だ。我々は区民会議員として区民のため

の不足、介護ボランティアの不足など構造的な課題は進

機能したか否かを自問自答した今期だった。

展しそうにありません。個人的に知識不足、情報不足を

狩野 恭子

痛感しています。

区民会議に在籍して 4 年、何の事もせずに過ごしたよ

辻 賢治

うに思います。部会のメンバーは皆それぞれの意見をお

自分が住んでいる地域で、どの様な取り組みがなされ

持ちで例会はいつも盛会で楽しい会でした。最後に次期

ているのか？これが分かっていなければ、問題解決の方

の希望者との交替にあたり区民会議をもっともっと区民

策も見出せないとの自己反省から、第 9 期途中より区民

の皆さまに知ってもらう為に何かよい方法はないかと思

会議に参加させて頂きました。様々な問題点を一番知っ

っています。

ているのは現場にいる方々です。今後の展開としては、

齋藤 静子

多くの現場の方々の声を吸い上げることが出来るかが、

一年を通して楽しく活動させて頂いています。高齢化

カギになってくると考えております。
手塚 博之

の急速な進行により福祉需要は増大しています。
「要介護
４或いは５」の重度者は 2011 年度の 111 万人から 2025

仕事と重なる事が多く、部会には殆んど出席できずに

年度 187 万人、介護給付費は９兆円から２１兆円に増加

２年が過ぎてしまいましたが、区民のつどい、総会、区

するとされています。部会員も徐々に高齢化に向かい自

民まつりには参加、お手伝いが出来ました。多くのこと

分の問題として捉えています。今後の活動として「福祉・

を勉強させて頂き、又お世話になり有難うございました。

教育・健康」に関する現況の実態を把握し新たな課題に

福田 庸子
7 期～9 期まで、健康・福祉・教育部会に参加させて頂

取り組みます。
坂田 啓輔

きましたが、都合が悪かったりして、あまり会議には参

月１回の部会に、仕事の関係で毎回遅れての参加にな

加することが出来ず、部会長初め部会の皆さまにはご迷

ってしまい申し訳ありません。 それでもできるだけ参加

惑をおかけしました。とても楽しい部会でした。出来る

させて頂き、皆様の考え方や現在起こっている問題点を

ことなら、又同じメンバーでやりたいですね。これから

知り、大変勉強になっております。現在、部会メンバー

は、福祉のことを勉強したい。

の年齢層は比較的高めになっている様に感じます。40 代
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第 9 期区民会議に参加して
・安全・安心・まちづくり部会
伊東 秀昭

嶋田 敦雄

６期より区民会議に参加しその間一貫して安全・安心

公募で参加して 3 年です。9 期は五里霧中の中、ゴリ

部会、運営員会に参加し活動をしてきた。九期の反省事

夢中で活動してきました。住民活動の大切さを益々感じ

項として部会参加者が少なく内容も専門化し主体的に活

ています。と同時に奉仕活動の難しさも改めて解ってき

動をしなかった。区民会議全体で行っている「地方自治、

ました。世の中の動向に振りまわされないで「真の豊か

住民自治」の勉強会は成果があったが今後の取り組みを

さ」を追求して「まちづくり」に反映させられるよう盛

どうするかが課題。

り上げましょう。

加藤 隆士

豊田 將文

8 期途中から、9 期まで区民会議に参加させていただき、

私は一般枠で参加させていただきました。仕事と両立

色々と勉強になりました。なかなか部会に参加できない

が難しかったと反省しています。戦力としてどの程度貢

状況ですが、今度も青葉区でのくらしやすさについて、

献できたかは疑問符ですが、少なくとも自分の糧にはな

少しずつ貢献できればと思っています。

ったと不謹慎ながら満足しております。貴重な経験がで

小池 仁

き、考え方も広がるので、若手(40 代でも)にはお勧めと

防災減災を中心に活動しました。区民会議で嬉しいこ

思いました。和やかな温かい雰囲気も魅力です。
鍋田 博

とは、自由な意見交換ができること。節度を守る限り自
由に意見が言えることはとても大切です。次に行動が実

今回体況上の都合で退会を致しますが、長年、区民会

践的なこと。区民まつりでは炊飯袋の使い方を工夫して

議に所属し、多くの方に接し多くのことを学ぶことが出

来場者の方から好評をいただきました。区内移動交通手

来ました。感謝の気持ちで一杯です。区民会議が安全で

段の実情調査の際にはバス移動体験も実施しました。問

安心な住みやすい街作りの一翼を担い一層の活躍を祈っ

題点は利用者に聞け、は揺るぎない事実でしょう。

てやみません。

小池 由美

西本 和彦

社宅での日本生活は、ちょうど青葉区が誕生した頃。

自治会や地域防災拠点で防災に係わっていましたが区

区民会議も追ってスタート。2 期から参加し、ずっと青

民会議に防災に取り組む部会があることを知り９期から

葉区を見てきた。24 万から 30 万を超す地域に成長（肥

参加しました。個々の自治会や防災拠点では解決できな

大)したが相変わらず同じ課題を抱えている。社宅住まい

い問題を同じ青葉区民として話し合い行動することで、

の「風の人」から住処を得た「土の人」になろうとして

多くのことを学ぶことができ地域の防災・減災活動にも

いる。私の中では、まちづくりへの参加はこれからだ・・・。

役立てることができました。

鮫島 毅人
私が区民会議に参加してから４期８年になります。
前々期あたりから 60 歳台の方々が参加され、安全安心ま
ちづくり部会の活動もそれらの若い方が積極的かつ現実
的なアイデｲアを出され、大変活性化して来たと喜んでい
ます。ただ、前から参加されていた方々が年を取られた
り健康を害されたりしたこともあり、部会にしても勉強
会にしても出席率が昔に比べ相当に低下していることが
残念です。部会としても何とか大勢の方が参加できるよ
うな曜日や時間帯を模索していますが、部会員の皆様も
折角区民会議に参加することに決められたのですから、

平成 23 年 6 月 23 日運営委員会で青葉区区政運営方針について

出来るだけ定例の会に参加しようではありませんか。

区役所により説明が行われました。
区政や市政について情報を得る機会を多く設けています。
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第 9 期青葉区民会議委員名簿
自然・環境部会

（１６名）

部会長：福島憲一

副部会長：大野承

小杉富雄

飯塚宏

内野正信

緒方陽子

片村晋

加茂千津子

田中保子

都留義之

西山菊翁

松下秀亘

三品武司

健康・福祉・教育部会
部会長：岩瀬浩一

鈴木喜代子

関司郎

佐香寛

佐々木允明

辻賢治

（１６名）

副部会長：大友徹

齋藤静子

飯塚秀子

井上容枝

狩野恭子

柏森早苗

坂田啓輔

手塚博之

沼上新一

原啓人

福田庸子

森健

安全・安心・まちづくり部会
部会長：嶋田敦雄

衣笠紀男

(１８名)

副部会長：小池仁

秋山アサヒ 伊東秀昭

太田真一

大和田和子

加藤隆士

神田啓二

工藤裕一郎

小池由美

三枝和江

豊田將文

鍋田博

西本和彦

藤岡幹司

宮艸哲

四本昭弘

鮫島毅人

※平成 25 年 3 月 1 日現在

委

員

成 (平成 25 年 3 月 1 日現在)

構

公募

自治会・町内会推薦

団体推薦

合計

43

1

6

50

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

谷本連合自治会

青葉区 PTA 連絡協議会

青葉区薬剤師会

新荏田連合自治会

青葉区老人クラブ連合会

運
氏

営

委 員 会

名

役

職

等

加茂 千津子

代表（自然・環境部会）

福島 憲一

副代表（自然・環境部会）

岩瀬 浩一

副代表（健康・福祉・教育部会）

嶋田 敦雄

副代表（安全・安心・まちづくり部会）

小池 由美

広報委員長（安全・安心・まちづくり部会）

大野 承

広報副委員長（自然・環境部会）

小杉 富雄

（自然・環境部会）

鈴木 喜代子

（自然・環境部会）

大友 徹

（健康・福祉・教育部会）

齋藤 静子

（健康・福祉・教育部会）

伊東 秀昭

（安全・安心・まちづくり部会）

小池 仁

（安全・安心・まちづくり部会）

広
委員長：小池 由美
岩瀬 浩一

大友 徹

加茂 千津子

報 委 員

会

副委員長：大野 承
小池 仁

小杉 富雄

53

嶋田 敦雄

福島 憲一

藤岡 幹司
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