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第13期青葉区民会議中間総会を開催
日時：7月19日（日）10時～11時
青葉区役所4階会議室

13期前半の活動総集
編です。アンケート
などを基に、さまざ
まな分野に渡ってま
ちづくりに関する提
案を行っています。
気になることがあれ
ば一緒に活動しま
しょう！

嶋田代表

令和２年度横浜市予算への要望・提案への回答

が横浜市から届きました。

詳細は、青葉区民会議ホームページをご覧ください。
『ハマ弁』を令和３年度から学校給食法上の
●健康・福祉・教育部会
9提案
給食に位置付け、選択制の『デリバリー型給
１ 公立中学校の昼食時間を10分間延長し、25分間へ
食』を実施する」という方針が教育委員会か
２ 食育の授業において、「朝食を摂る習慣の定着」の推進
ら示されました。
３ 和食文化の再認識と、食の地産地消の推進
４ 中学校給食の早期実現を
５ 地域ケアプラザをウォーキング活動の拠点とする
６ 区内施設の連携を強化し、多角的に青葉区を知るきっかけにスタンプラリーを開催
7 SNS等を活用し、子育て環境、若年層にとっても住みやすいまちづくりをアピール
８ 子育て応援モデル地区を選定し、地域をあげて、出産・子育てを応援する
９ 青葉区で職住近接の働き方ができるよう支援
●住み続けたいまちづくり部会 5分野 11提案
１ 青葉区運営方針 （１）青葉区運営方針の分かりやすい説明
２ 交通関連 （１）国道246号の整備と区のまちづくりの連携 （２）区内の歩道の整備
３ 緑の環境 （１）「（仮称）恩田市民の森」の整備 （２）鶴見川流域共通サイン（バクの案内板）の改修
４ 防災減災関連 （１）まちの防災組織チェックシートの周知・啓発 （２）地区防災計画のPRと説明会
（３）防災・減災推進研修の一般公募枠の拡充 （４）防災拠点の備蓄を地域の施設との共有備蓄として、ローリン
グストック （５）任意の避難場所と地域防災拠点との相互情報伝達手段の確立
（１）横浜市のホームページを分かりやすく改善
５ 横浜市の情報公開
入手先：青葉区役所、地区センター、地域ケアプラザ、区民活動支援センター、図書館、区民利用施設など
回覧
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区民会議はテーマや分野に分かれて活動しています
2019年6月 横浜の交通を考えるシンポジウムII
「これからの横浜の交通」 に参加
2020年2月に企画の交通公開講座に関連する都市整備局都市交通課主催のシン
ポジウムに参加。 公開講座でとりあげる「小さい交通」の事例として旭区若葉台の
取組が参考になりました。 横浜市交通政策推進協議会モビリティマネジメント推進
部会や横浜市交通政策推進協議会には区民会議委員が参加しています。 青葉区内
の交通課題を考える上でも、横浜市の交通施策をしっかり学び、皆さんへ横浜市の
取組を情報提供することも区民会議の役割です。
2019年8月 令和２年度横浜市予算への要望・提案を
まとめ提出しました。
2019年9月 青葉台リビングラボ に参加
産学公民が連携して地域の中で助け合いの関係をつくり、課題解決を
目指す取組 「リビングラボ」が青葉区でも始まっています。地域の課題を
見える化し、取り組む姿勢は区民会議も同じです。
2019年10月 京都ネクストモビリティExpo 2019 に参加
区民会議には交通課題を取り上げて活動している「SMATグループ」が
あります。 京都では青葉区民会議の交通課題への取組を「横浜の郊外での
取組」として紹介しました。
2019年11月 青葉区民まつり(11/3) 恒例の青葉区民クイズ
を行いました。災害対応に必要なことや青葉区の取組など、知っ
ていただきたいことをクイズ形式で尋ねました。 例えば、「鶴見川の河
川対策は？」に対して①スーパー堤防②広い河川敷 ③多目的遊水地
から正解の③を選んだ人は68％。 台風15号１9号がたて続けに襲来
した直後で、テレビでも流域治水が大きく報道されました。青葉区を流
れる鶴見川の治水対策について、しっかり伝えていかなくてはと解説に
力が入る会場でした。
2019年12月 交通アンケート(12/9-13)
区役所１階区民ホールで来庁者を対象に実施し、約600人の方々から協力を得ることが出来ました。
回答は分析して、交通公開講座に向けて 区民の意識を反映した講座づくりに役立てます。
2020年1月
防災パネル展(1/14-17)
防災・減災公開講座に向けて区役所1階ホールで展示
参加団体：青葉区災害ボランティア連絡会、青葉区防災ライセンス連絡会、アマチュア無線非常通信協力会青葉
区支部、 (特非)ワーカーズ･コレクティブ パレット 、青葉消防団など地域のさまざまな防災支援組織を紹介しま
した。日ごろ、出会うことのないアマチュア無線や消防団の活動を皆
さんに知っていただく良い機会でした。
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区民会議の勉強会に参加しませんか？
2020年1月 防災・減災公開講座（1/18) 青葉区内で防災減災に取り組む地域防災拠点や自治会（自主防
災組織）、商店街、災害ボランティア、アマチュア
無線 、子育て支援団体などが一同に集まり、こ
れからの地域防災はどうしたらよいのかについ
て話し合いました。 災害に強い地域づくりに
は、地域のあらゆる人材や施設や団体の協力が
必要になります。 さらに新型コロナウイルス感
染症を踏まえた避難所のあり方など考え方が大
きく変わりました。 課題山積の災害対策につい
て、今後さらに皆さんと考える場として公開講座を企画していきます。
2020年2月 横浜北部まちづくり交流会 （２/24)
都筑区 「都筑のいい景観」
あ 港北区 「自転車マナー教室について」
あ 緑区 「高齢者が＜いきいき＞と生活するには～元気さ発見と今後～」
あ 青葉区 「多摩川と鶴見川 治水から診る」

あ

今年の台風9号10号の接近情報は青葉区民も気になるところでした。鶴見川や多摩川の情報は、
気象庁の防災情報から地図情報と合わせてみることができます。確認してはいかがでしょうか。

2020年2月 交通まちづくり公開講座 2/29 新型コロナウイルス感染症予防のた
め、開催を延期としました。 With コロナでの公共交通のあり方の見直しが始まって
います。できるだけ早期に講座を開催できるよう検討をしています。
防災コラム(寄稿文） ⑬

新型コロナウイルス感染症、本当に、正しく恐れよう
桐蔭横浜大学 客員教授 （消防・危機管理） 佐 藤 榮 一
新型コロナウイルス感染症について、「正しく恐れよう」と行政機関、専門家会議から啓発
されたが、さて、正しく恐れるとは？どうしたら？という声が上がると、三密防止・手洗
い・マスク着装など具体的に示されたものの指導は緻密さに欠けていた。行動に対して
も不要不急の外出を控える、県・市境を越えて行動をしないなど、一見妥当なように見え
ても不要不急の境目がわからないとか、市境を越えて仕事に行けないとか、行政の啓発
能力もさりとて個人の識見を疑う事案で効果が半減している。

正しく恐れるということは、研究者や医療関係者が言っていることであるが、無謀にウ
イルスと対峙するということではなく、基本的な感染防止策を的確に愚直に守ることが大切、ということであ
る。COVID-19が出現して以来、気になることは、手指の消毒の際に親指の消毒が不完全であるとか、顎マス
クとか人ごみの中での大声・喚きあいなど心配される状況が、緊急事態宣言解除や慣れとともに増加しつつあ
ることである。今後、安全な終息状況が訪れようともインフルエンザや、結核症に対することと同様に『強力感
染症』として気をつけなければならない。今後、正しい知識を元に本当の、
『正しく恐れる』ことに着目して第２波・３波に備えよう。
佐藤榮一さん防災コラム
区民会議では定期的に勉強会を開催します。内容やスケジュールについては
青葉区民会議ホームページでお知らせします。参加希望の方は区役所広報相談係へご連絡ください。
青葉区民会議に参加を希望される方は、氏名･年齢･住所･電話番号･メールアドレスを書いて青葉区役所 １階広報相談係へ
Tel:045-978-2221 Fax:045-978-2411 メール：ao-koho@city.yokohama.jp
※個人情報は、事業の目的にのみ使用します。
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区民会議は青葉区の‘今’と‘これから’の課題を共有します
【2019年－2020年の勉強会】 こんなことを学びました
＃1 勉強会（6/26） 青葉区予算について（51号掲載）
＃2 勉強会（7/10) 区政運営方針について（51号掲載）
＃3 勉強会（9/6) プラゴミについて
＃4 勉強会 (1/9 ）
田園都市線駅周辺のまちづくりプランについて （52号掲載）
今後、オンラインによる勉強会を開催していきます。

青葉区役所各課訪問シリーズ ⑥ 青葉区総務課危機管理・地域防災担当 佐藤係長
あ8月2日（日）青葉区役所4階会議室で、区内4１か所（1か所は都筑区荏田小学校）の地域防災拠点運営委員会を対象に

「新型コロナウイルス感染症を踏まえた地域防災拠点の開設・運営のポイント」と題する研修会が行われました。
あ研修会の目的は、拠点での「密閉・密集・密接＝いわゆる３密」を避ける拠点
開設・運営のポイントを学ぶことです。市内１か所でも震度5強が発生した場
合、地域防災拠点運営委員が中心となり避難所が開設されます。 また台風や
洪水などの風水害時は、区役所職員が避難所開設しますが、災害の程度に応
じて、地域防災拠点運営委員会に協力要請される場合もあります。 コロナ禍
での避難所運営の研修は初めてであり、会場では多くの質問が出ました。 佐
藤係長に尋ねてみました。
Q: コロナ禍の中、災害が起きた場合、市民はどのようは避難行動をとればよいでしょうか？

運営のポイントはここから↑

A: 避難所の収容人数など従来とは大きく変わりました。特に次の3点をお願いします。まず、感染防止のためにも「在宅避
難」。そのための家庭内備蓄を補強する。二つ目に、避難とは避難所へ逃げることではなく、「難」を「避ける」ことだと思って
避難行動を見直してください。 在宅避難が難しい場合は、親戚や友人の家へ避難する「分散避難」もあります。そして最後
に、避難する場合は、マスクや体温計などを持ち出し袋に入れること。 自分の身は自分で守ることを心掛けてください。
Q: 拠点数が市内で一番多い青葉区です。拠点のコロナ対策としては何がありますか？
A: 新しい運営マニュアルでの拠点訓練支援を考えています。濃厚接触者や発熱などの症状がある方なども避難所へ来るこ
とを想定し、学校内で専用スペースの確保など調整することも増えます。防災拠点参与＊と学校、地域との調整が進むよう
参与研修なども実施しています。
＊拠点参与とは：各拠点に2名づつの区役所職員が配置され、拠点運営委員会に参加します。
「参加人数別の拠点運営委員会活動メニュー」が今回配布されました。 今年度中に、どれぐらい拠点が活動を展開できる
のか未定です。できるところから始め、いつ災害が起きても慌てない体制づくりが求められていると感じました。
感染症対策備品
（拠点に配備）
非接触型体温計 1本
マスク500枚
アルコール消毒液２０L
フェイスシールド 30枚
消毒剤 ６L
雑巾 10枚
使い捨て手袋 500組
（方面別備蓄庫）
ボール間仕切りとベッド6セット
避難者受付では必ず健康チェックを行います。

区民会議の広報活動

青葉区独自に体温計は1台追加されます。

区民会議ニュース カラー版は青葉区民会議ホームページで！

区民会議ニュース配架場所：地区センター ケアプラザ 区内駅PRボックス
・
山内図書館 アートフォーラムあざみ野など

