青葉区民会議 第 6 回 運営委員会議事録
日時

9 月 28 日（木） 区役所 301 号会議室 15 時分～17 時 15 分

委員出欠

健康・福祉・教育 ○

大友

〇

齋藤

×

飯塚

自然・環境

○

加茂

〇

福島

×

小杉

安全・安心・まち 〇

渡辺

×

鮫島

×

小池仁

役員(太字)

嶋田

○

〇

松尾

〇

小池由

事務局

宮澤係長

配布資料

レジュメ 1、部会報告 3、区民会議ニュース、福祉部会講座企画書、三部会の要望・提案
青葉区検定、 交通クイズ、「みどりアップ Q」

進行：嶋田
Ⅰ

書記：小池

報告・連絡事項

1.代表報告
①－ロビー展示
10 月予定だったものが衆議院総選挙の投票のため会場利用できなくなった
延期を予定

日程調整を図り、3 月 5 日～9 日へ変更
展示内容については猶予があるので各部会でも再検討をしてもらいたい
対応については次回運営委員会で検討
時期的に前期終了にあたるため報告できるものが多いと思われる

－横浜北部まちづくり交流会
交流会担当を小池とした。

幹事会開催予定（10 月、11 月）に出席準備

－横浜市区民会議交流会 進展なし
２. 三部会報告（各部会長）詳細は下段に記載
・健康・福祉・教育部会 公開講座企画提案書が提出された
公開講座での参加者向けアンケートについて区民会議らしい内容を求めた
・自然・環境部会
要望・提案として継続提案している「ふるさと村へ行く周辺案内図」の設置について：前向
きに対応するとの区からの回答を得ているので今回は提出しない
緑視率アプリを使ってのまちあるきなど、今後アプリをどのように活用するのか、何を計測
してそれを活かすのかについて運営委員から意見が出された 定点データや計測結果などホ
ール展示で PR してはどうかという意見もあった
加茂部会長より冊子「みどりアップ Q」の配布と説明があった。
・安全・安心・まちづくり部会
青葉台駅交差点交通量調査の情況や感想など
３．広報委員会報告
・区民会議ニュースは 9 月連合自治会長会経由で地域へ配布
運営委員に各駅、各施設などへの配布を依頼
・カラー版発行の希望があり、事務局へ見積もりを依頼 予算や発注業者がかぎられていることか
ら検討せずに来ましたが、今回確認をする意味で見積もりなど依頼
４．プロジェクト関連
５．事務局報告
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特になし
次年度運営委員会開催日程の変更可能性について→会議室調整は総務課のため、希望調整が行わ
れるまでに決めて欲しい。
Ⅱ

議事事項 （決定事項／保留事項）

1．区民まつり 11/3
まつり世話人を小杉さんに依頼していたが変更することとした。
会場説明会への参加（代表
各部会での参加内容

事務局）

自然環境：青葉区検定クイズ 案の提示
安全：交通クイズ 案の提示

次回決定校を提示
11 月 3 日に参加できる人を各部会で確認し、手配をしておくこと（午前・午後）
2．区民ホール展示について
3 月 5 日～9 日へ変更
3．公開講座企画案について

健康・福祉・教育部会

・企画案について説明 質疑の後 内容了承
・会場については事務局で確認する 1/14,1/21,1/28 を候補としたが、1 月広報に記載するためには
・11 月中旬が広報記事締切となる・・ため 1/28 で開催予定として進める案が採用
・12 月チラシ配布時期として、チラシ案を 10 月運営委員会で提示するよう求めた
・チラシは 500 部を予定
・当日参加者向けに実施するアンケートについても部会で検討し案を提示するよう求めた
4．横浜市予算への要望・提案についえ
各部会から要望・提案の内容について紹介 ・説明
部会長名で提出 10 月初め
Ⅲ

今後の予定
次回運営委員会 10 月 26 日（木）15:00-17:00
勉強会

未定

III． 各部会報告
自然・環境部会 9 月 11 日(月)18:00－19:30
区民交流センター
部会員数 （12 名） 参加者数（8 名）
他部会から１名
（１）運営委委員会からの報告
＊北部まちづくり交流会：
１０月に幹事会予定、交流会開催は来年になると思われる。
＊横浜市区民会議交流会： 今年で終了予定。 市民局事務局からの連絡まち
＊区民ホールの展示（10/10～10/13 に予定）
： 部会の出展予定資料を確認した。
＊福祉部会： 公開講座の予定あり （事務局より区民会議らしい企画を要望されている）
（２）広報委員会報告
「区民会議ニュース４７号」今月配布 自然環境は以下の記事を記載 (1)バクの案内板改修 (2)寺家川に沿
ってふるさと村へ行くルートの案内板 (3)流域思考で災害防止を考える
（３）３０年度横浜市予算に対する要望提案
→ 以下の部会要望（案）について検討確認した
①市が尾駅前に鶴見川沿いに歩いて寺家ふるさと村へ行く周辺案内図の設置について
区役所に確認した結果「前向きに検討する」との回答を得たので継続提出はしない
②恩田市民の森
継続して提出する
③鶴見川流域思考で防災を考える
→ 安安部会と協力し提案内容を考える
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（４）緑視率のアプリについて （8/21 に大野委員による勉強会でアプリの使い方を確認した）
今後の部会活動の中での利用の可能性について意見交換した。
（意見の一部） ・場所、目的、時期を決め定点観測をする
・市民参加の楽しめる企画を考えたい
（５）区民まつり（11/3）の部会出し物 → 今年も恒例の青葉区検定（クイズ）作成を決定。
クイズの内容については多様な意見が出たが決まらず。 各自テーマとそれを基に作成した４問ほどのクイ
ズ（案）を加茂部会長あてに送ることに決定。（１週間以内を目安にメールで送付する）
「なるほどあおば 2016」に載っている「青葉区の主なデータ指数」などを参考にする。
（６）
「みどりアップ計画」についてみんなで確認しよう
小杉委員より「江田駅周辺緑化計画」の現状（現地確認）報告があった。
・次回部会： １０月１６日（月） １８時～２０時
（第２月曜日（10/9）が祝日のため、１６日に変更になっていますのでご注意ください）
健康・福祉・教育部会 9 月 12 日(火)18:00-20:00 ビオラ市ヶ尾
１階研修室
部会員数 （15 名） 参加者数（11 名 ）
（１） 運営委員会報告 詳細省略
各種スケジュール等の確認
（２） 公開講座対策討議（別紙で報告）
（イ） 開催時期（案）年明けの１月中旬以降とする。
（ロ） テーマ及び構成は前回決定（案）の通り２部構成 午後開催
（ハ） 集客対策、自治会他へ対応、区民会議への支援要請 etc
本件は継続審議とする。パンフレット、メール等で議論百出。
（３） 第 3 期青葉区地域福祉保健計画とケアプラザ研究
各班からの報告の集約法の検討
「次世代郊外まちづくり」P15~P16 の必要とされる生活機能とのリンク及び関連課題の内容点検を 2 月末頃
までに総点検の上報告書を作成する。
（４）公開講座を含めアンケートの内容の討議
(イ) メール、FAX を含め集約主体をどこにするか？
(ロ) 質問項目の整理、内容等は次回へ、必要に応じ部会長へメール、FAX 等で意見を送信する。
（５）予算要望書関係
中学校の学校給食につき「ハマ弁」を主体として今回も意見書を提出する。
参考資料として新聞記事等を添付する。
次回部会予定
１０月１０日（火）１８：００～２０：００ ビオラ市ヶ尾一階研修室
安全・安心・まちづくり部会 9 月 5 日(金) 18：00-20:00 ビオラ市ヶ尾一階研修室
部会員数 （22 名） 参加者数（9 名）

1.（報告）８月度（第５回）運営委員会（8/24）報告
交流会（全市：新規情報なし） （北部４区：10 月幹事会開催予定）
（自然環境部会より）区民アンケートについて：徒歩移動可能距離「どの位歩けますか」
要望提案：
「恩田市民のもり」早期整備を
街路樹：青葉区の特徴としての認識を「たまプラザ周辺の桜を植替え」
（健康・福祉部会）
：公開講座「脳卒中の予防と対策」（区民会議ならではの内容で）
2.（報告）全体勉強会（8/24）報告
コミュニティリビング構想（たまプラザ駅北側の次世代郊外まちづくり：第二ステージへ）
3.（検討）平成 30 年度 横浜市への予算要望・提案
一部削除と追加決定しました。
22 項目の提出
4.（検討）
「青葉区防災計画の修正に係る総会の開催及び部会の設置について」
予算要望・提案に組み込む
5.（検討）青葉台駅周辺交通量調査実施のメンバー確認
※9/13（水）07：00～08：00
青葉台駅周辺の交差点 4 か所で調査実施。
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4 方向の進行方向別（直進・左折・右折）に 10 分間の通行台数をカウントした。
6.（9/15 勉強会）
（参加 10 名）
①予算要望・提案の最終検討
②10 月の区役所ホール展示用資料（まちあるきマップ）を作成
③「区民まつり」用クイズ（アンケート）の検討
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