第 32 回 区民会議交流会
テーマ :「区民会議がめざす協働による地域活動」
日時：平成 18 年 11 月 7 日（火）午後１時３０分～４時００分
会場：ロイヤルホール ヨコハマ

プログラム
第 1 部 全体会

（午後１時３０分～２時５５分） 会場：３階 セレナーデ

（１）代表区事例発表
鶴見まちづくり推進会議

区民会議部会長

未来の子どもたちへ 贈ろう きれいな鶴見 ～G30 から始まるやさしい環境～

南区民会議

防災分科会 部会長

地震！ ～その時わたしは～ 避難生活を体験するサバイバルミニキャンプ

保土ヶ谷区民会議

教育分科会 座長

区民会議発 保土ヶ谷区民 20 万人運動へ ～ほどがや「あいさつ運動」～

磯子区民会議

防災分科会 副委員長

災害ボランティアネットワークの組織化
～磯子区災害ボランティア連絡会の設置から活動支援まで～

緑区民会議

緑区電子会議室運営委員会 副委員長

緑区電子会議室“ｅコミュニティみどり”で「新しい公共」を創造する

（２）市長講話

横浜市長

第２部 意見交換会

（午後３時１０分～４時００分）

※ 会場案内は裏面をご覧ください

意 見 交 換会場 の ご 案内

テーマ：防災

会場Ａ （３階 シンフォニー）

Ｇ３０

会場 B （２階 ウィンザー）

電子会議室

会場 C （２階 フォンテンブロー）

防犯・コミュニティ 会場 D （２階 シャンボール）

意見交換の際のお願い
意見交換会では、発表された各区の事例発表への、ご感想やご質問をお受けし
ます。また、事例発表テーマに関する自由意見や、ご自分の区の取組紹介など、
活発な情報交流をしていただき、今後の活動にお役立てください。
ご感想やご質問がある場合は、最初に、区民会議名と、お名前をおっしゃって
から、ご発言ください。
より多くの方から、ご発言をいただけるよう、発言時間は、お一人３分以内で
お願いします。

日頃から、区民会議の運営・活動につきまして、ご尽力をいただきありがとうございます。
今回の交流会が、今後の区民会議の参考になり、また、他の区民会議との交流を一層深めて
いただく場となればと考えております。
実り多い交流会となりますよう、皆さんの積極的な参画をお願いします。

平成 18 年度区民会議代表委員連絡会
第 32 回 区 民 会 議 交 流 会 実 行 委 員 会

鶴見まちづくり推進会議

区民会議部会

１．全体概要
（１）実施時期
平成１７年４月～平成１８年３月
平成１７年７月６日 第１回鶴見まちづくり推進会議区民大会・区民会議開催
平成１７年１１月２７日 第２回鶴見まちづくり推進会議区民会議開催
（２）事業実施の背景
平成１７年４月１日から鶴見区でもごみの拡大分別収集が始まることにより、多く
の区民が G30 に興味を持っていました。区民会議部会でも、G30 は環境の保全を目指
した行動であり、次世代に住みよい都市環境・豊かな地球環境を残すことに繋がると
いうことで、G30 に強い関心を寄せていました。
そこで、G30 をきっかけに、自分たちのまちをより良くするため、きれいな鶴見を
子どもたちに残すために何ができるか、何をすべきか、みんなで考えていきたいと、
平成１７年度の年間テーマを「未来の子どもたちへ 贈ろう きれいな鶴見 ～G30
から始まるやさしい環境～」と設定し、活動しました。
（３）実施内容
・平成１７年７月６日 第１回鶴見まちづくり推進会議区民大会・区民会議開催
テーマに沿った講演会を開催しました。地域の課題を解決す
るには、地域から多くの方に参加していただくことが必要と
考え、自治会町内会へ協力依頼をして、参加者を募りました。
講演は、鶴見区民でもある、㈱ダイナックス都市環境研究所
代表取締役の山本耕平氏にお願いしました。
今、資源循環型社会を目指している理由や地球環境のために
個人ができる身近なこと、また鶴見の土地柄を踏まえて
「きれいな鶴見にするには、地域として何をすればよいか」に
山本 耕平 氏
ついてのお話をいただきました。
来場者を対象に会場アンケートを実施し、次回の区民会議で話し合いたいことに繋
げました。
・平成１７年１１月２７日 第２回鶴見まちづくり推進会議区民会議開催
「ライフスタイルを見直そう～もったいないと思いませんか～」、「『鶴見発！３Ｒ
＋○Ｒ』を目指して」、「夢いっぱい 花いっぱい みんなで取り組む鶴見クリーン・
グリーン大作戦！！」の３テーマ（３分科会）に分かれての話し合いを行いました。
分科会を実施するにあたっては、学校や区役所との連携を図り、
「地域住民」
「教育の
現場」「行政」が、テーマについて一緒に考えることができるよう工夫しました。

実際の話し合いでは、自治会町内会や各種団体を中心と
した参加者にそれぞれの活動の発表をいただくとともに、
小学校での取り組みを紹介のうえ、環境教育が子供に与え
る影響と、地域ぐるみで環境問題に取り組むことの大切さ
を参加者にＰＲしてもらいました。悩みや有効な情報を共
有し、地域での取り組みを考える機会となりました。
話し合い風景

２．区民会議部会が担った役割
鶴見まちづくり推進会議区民会議部会では、身近な問題解決に向けての情報共有を
図れ、区民の誰もが気軽に参加できる区民の“井戸端会議の場”を提供していきた
いと考えています。区民会議を実施するにあたり、１回目の講演会の企画から２回
目の分科会の運営までの一連の作業を行っています。今回の開催では、自治会町内
会を始め、学校関係者や行政の担当者にも情報提供や参加を呼びかけ、協働で話し
合いの場を持つことができました。
会議で寄せられた意見については行政に提言し、得られた回答を自治会町内会長を
通じて参加者へフィードバックしています。区民会議終了後には区民会議ニュース
「くみんぐ」を発行し（年２回）、地域での活動に活かしていただくことを図って、
会議に参加していない区民にも当日の内容等をお知らせしています。
会議で出された
意見への回答

会議で出された
意見への回答

企画・運営

区民会議
井戸端会議の場 提供
広報紙発行

自治会町内会

参加・応援

情報提供
応援

提案

行政
(鶴見区役所)

区民・各種団体
学校
３．その後の事業展開
事業化はしていませんが、区民会議の部会員や会議参加者が各団体及び地域内で自
分たちができることに取り組んでいます。
４．今後の課題
・より多くの区民に“井戸端会議”に参加してもらうしくみづくり
・ 話し合いの場に参加していない区民に情報提供するための積極的な広報活動
・ 区民会議を運営する部会員の増強

■南区民会議

１

経緯

防災分科会

～区民会議分科会の発足からイベント企画まで～
区民会議“どうする!!南区の街づくり”
・区民のつどい（H17.7）
・街づくりの会（H17.10）

など

その中から

17 年 9 月始動！
最初に、「分科会での検討テーマを設定」
「テーマ実現のための取り組み（活動）検討」をしました。

テ ー マ： 地域防災を知る

～対象は“地震”～
主な活動： ①防災マップづくり
②防災関連資料づくり
③マップづくりの How to 本

＊ 活動のポイントは
２

行政との協働で活動を推進
活動の中で…
「分科会の活動を PR できないだろうか？」 「もっと多くの区民が防災について考える機会を
つくれないだろうか？」

そこで！！イベントを企画

区民会議

区役所地域振興課

連合町内会地域防災拠点

「生涯学級」運営委員・運営委託グ
ループの募集

・会場（学校体育館）の提供
・当日のパトロール

※生涯学級＝日常生活上の課題を区民自らが仲間
とともに学びあう場所

＊生涯学級「地震！その時わたしは」運営委員会の設立
＊学級（イベント）の企画・実施

３

イベントの概要・当日の様子
【企画のポイント】
・万が一の時に自身や家族を守る知識
・地域の連携、地震と闘うための
コミュニケーションづくり
・避難先での不自由さの体験
▼8/6（日）10 時～
講義「グラッときた、最初の 10 秒」
▼8/12（土）～13（日） 1 泊 2 日
起震車体験（特別プログラム）
体験「避難所での宿泊」
講義と実習「野外活動の知識と実践」
体験「野外の炊飯」
講義と実習「避難所での過ごし方」
▼8/27（日） 10 時～
耐震模型作り
学級のふりかえり・修了式

４

これからの活動方針

今回イベント参加者からは、
「貴重な体験をした」
「防災について再認識する機会となっ
た」との声をいただいた。防災への取組みや危機管理が形だけなく、区民の一人ひとりの
身についたものとなるよう、これからも生活者の視点から考え活動し、企画・提案してい
きたい。

「備えなければ憂いはつきない」「わが身の安全と隣近所の助け合い」

保土ケ谷区民会議 教育分科会

区民会議発

保土ケ谷区民 20 万人運動へ

― ほどがや「あいさつ運動」－
それは、小さな教育分科会 20 人の活動から始まった…。
1

「協働」までの経緯・背景
◎実施時期
平成 18 年 3 月

～

教育分科会 16 期 平成 17 年 4 月～
テーマ「子どもたちの笑顔あふれるまちづくり」として活動開始。
◎このテーマを達成させるためにも
子どもたちにとって（できたら大人も）安心・安全（そして気持ちいい）生活実現
のために何か具体的な活動目標は？

そうだ！

「あいさつ」！！

あいさつは心と笑顔の
交差点

あいさつを笑顔でかわす
安心の町

笑顔であいさつ
広がる仲間

笑顔 であいさつ明 るい
家庭元気な地域

・「あいさつ」標語を公募。
・優秀作品 5 点を選出。
・分科会で、ラミネート加工した
「あいさつ」標語プレートを作成。
・区内すべての小・中学校に配布。
・自治会・町内会掲示板に掲示。

あいさつで心がかよう
地域の和

「あいさつ」は人と人を結ぶ潤滑油。
生活のなかで、老いも若きも幼きも、ごくあたりまえのように「あいさつ」がかわせ
たら、それはきっと、安全・安心・快適な生活への近道。
◎教育分科会 16 期の具体的な活動テーマは、
「あいさつをもっと、日常生活の中に浸透させましょう」に決定。
そして、「学校」「地域」へと地道な活動を展開。
例えば。

一方、区では、平成 17 年度より来庁者に対する「あいさつ」
を区政運営方針に掲げ、主に区役所内での「あいさつ
運動」を展開。

この２つの展開、コラボできる？

いわゆる「協働」、しませんか？！

２

区民会議が担った役割
区役所

基礎作り

区民会議

協働事業

活動
地
域

小・中
学校

警察署

連合町内会
連

区民会議

携

拡大
企

業

20 万人
保土ケ谷区民運動

現在の、20 万区民運動へと発展した「あいさつ運動」。全区一丸となった「協働」
の最初のきっかけを作った。
３

協働で実施した内容
◎具体的には
・「あいさつ」A4・B3 ポスターを作製。自治会町内会掲示板、相鉄線電車・駅、保土ヶ
谷駅へ掲出。
・地域へ「あいさつ」のぼり旗配布・掲出。
・区内各所において、上記のぼり旗常設。また、
地域パトロール、地域行事等でののぼり旗利用
によるキャンペーン・啓発活動。
・「あいさつ」バッジ作成・配布。
・広報よこはまほどがや区版 7 月号特集。
・小・中学生啓発ポスター公募。（11 月掲出予定）
・YCV 横浜ケーブルビジョン放映。
上記啓発グッズや媒体を使い、「地域コミュニティー
の再生」「犯罪防止」「子どもたちの健全育成」等を目的に、
広く区民へ呼びかけ「あいさつ運動」に取り組んでいる。
４

今後の事業展開（平成 18 年 10 月以降）
具体的な取り組み（区で計画中のもの）
・小・中学生啓発ポスター。（10 月 17 日審査）（11 月 26 日入賞作品表彰式）
・シンボルマーク公募→審査 → シンボルマーク入りグッズ作成・配布。
・「あいさつ」運動標語公募（2 回目）「あいさつ」運動ポスター公募。
一過性のものではなく、継続性のある運動として区民に深く定着することを目指す。

５

これから…。
「あいさつ」は、簡単なようで難しい。標語・ポスター、等の様々な啓発グッズ等
がどんなにたくさんあっても、当事者である「人」が「あいさつ」を実践しなくて
は意味がない。
要は、ひとりひとりの心の持ちようにかかっていると思う。相手からあいさつさ
れるのを待つのではなく、自分からあいさつをすることを心がけること。そして、
まずは、身近なところ（家庭、学校、職場）から、そして地域、区、市へとゆるや
かな輪をひろげていく。しっかりしっかり根付くまで、ファスト運動ではなく、ス
ロー運動、もまた善し哉。と考えています。

磯子区民会議における “地域協働事業”

災害ボランティアネットワークの組織化
磯子区災害ボランティア連絡会の設置から活動支援まで

１
年月日

あらまし ＝磯子区災害ボランティア連絡会の発足まで
（１）経過

（２）区民会議の役割

6/11

防災分科会の設置

行政・自治会の防災にかかわる不
備な点を洗い出す議論

１７年

新潟中越地震・インド洋大津波

8/ 5

区民のつどい

（３）関連の動き

１６年

安心・安全のまちづくりをめざし 7/23 東京で震度５強
て
～地域防災拠点の現状と課題～
先行区の事例勉強会
に区民会議委員参加

11/20

横浜市、災害ボランテ
ィアガイドライン発表

１８年
5/18

連絡会準備会設置

7/ 7

区民のつどい

安心・安全なまちづくりをめざし
て パート２
～地域防災拠点の運営と
災害ボランティアの活動～

２年連続
地域防災拠点の現状・課題・運営等を問題提起
ボランティア活動の必要性を提言

連絡会立上促進の起爆剤の役割

8/30

連絡会発足総会

防災分科会委員長が初代会長に
就任

２

連絡会との協働 ＝区民会議が担った役割

（１）連絡会設立に向けた問題提起
区民会議委員 地域を熟知、高い防災意識

→コーデネーターとして最適任

（２）今、区民会議で決まっていること
ア 「区民会議」としての団体参加（連絡会会費負担 自主財源問題の検討）
イ 区民会議委員は個人会員としての参加（運営委員と防災分科会委員は全員）
ウ 連絡会の組織運営を支える（区民会議委員の運営機関への積極参加）
（３）人的資源の提供・発掘
ア 準備会代表・連絡会代表
＝防災分科会委員長
準備会区民側委員７人、 うち３人区民会議委員
イ 委員自身、委員の知り合い
人の特技を知っての誘いかけ
ウ 新しいグループ・人材の創出・新しい関係づくりの創造→連絡会への参加
エ 個々人を 組織の仲間人間に 会社の経験が大いに生きる
事例：「ライセンス取得者の会」の発足
総務課にきっかけづくりを提案
ライセンス取得の呼びかけ効果 →受講者増加 →取得者の組織化
（４）プロジェクトの準備
防災分科会で検討・モデル作成 →連絡会活動で展開
ア いえ・まち・みち事業における地域カルテ・地図を活用・拡充
→防災カルテに →災害時に活用
イ 災害時に書込み・検索可能なシステムの構築
（住宅地図上に防災拠点周辺の資産、危険箇所、課題、特殊事情など表示）
ウ 避難者情報システムの検討・構築
（安否情報（避難先情報）＋α 「命のパスポート」、「人材情報」）

３

今後のうごき ＝今後の区民会議の役割

（１）連絡会の平時の活動は
ア 交流、情報交換を通じての｢顔の見える関係｣づくり
イ 災害ボランティアコーディネーターの育成（訓練、研修など）
ウ 啓発、募集（養成講座への参加勧誘→各種団体・グループ・地元企業）
エ 地域の中高校生の役割（訓練参加 東京都練馬区では訓練に参加）
（２）区民会議の果たす役割として
ア 企画（ブレーン）
具体的なモデルを作成しての提案
イ 地域における口コミによる広報
ウ 連絡会員の勧誘・・・「病人以外はボランティアができる」

緑区民会議

緑区電子会議室“ｅコミュニティみどり”で「新しい公共」を創造する
１．全体概要
実施時期：平成 17 年 9 月～平成 18 年 3 月
（電子会議室開設準備）
平成 18 年 4 月～ 現在
（緑区電子会議室運営）
事業実施の背景、きっかけ：
第 15 期区民会議が協働事業として、電子会議室の開設を区に提案し、電子会議室設立
準備委員会を立ち上げたが、第 15 期区民会議が解散したため継続案件となった。
平成 17 年 9 月に第 16 期区民会議に区役所から、再度電子会議室設立の協力依頼が
あり、区役所区政推進課と第 16 期区民会議の新しいメンバーでスタートした。
実施内容：
・電子会議室開設事業は区民会議と一般区民と区役所の協働事業とする。
・時間や場所に拘束されない電子会議室は、日ごろ市民活動に参加できない、若い世
代や会社勤めや子育て中の世代などが参加できる広聴事業の一つとして実施する。
２．区民会議が担った役割
２－１）役割
「新しい公共」を創る仕組み

電子会議室“ｅコミュニティみどり”

自治会
（防犯 G）

フォーラム
（８会議室）
外国人
支援Ｇ

大学生

わいわい広場
（１０会議室）

自然愛護 G

運営委員会（準備委員会から移行）
会議室システム

ワインを
楽しむ

会議室運営

コミュニテ
ィビジネス

構築

事務局

緑区役所
区政推進課

仕様

運営

緑区民会議

運営

一般市民（推薦＋
会議室開設者）

２－２）緑区電子会議室“ｅコミュニティみどり”の基本コンセプト
（１）電子会議室は、「新しい公共」の場の創造を目指す。
地域社会を構成する市民、NPO、地域団体、行政、大学、商店街は電子会議室で
課題の共有や交流を図る「新しい公共」を構成する。
（２）コミュニティの課題はコミュニティが相互に協力し、主体的に解決する。
（３）ｅコミュニティみどりは区民(市民)のための電子会議室とする。
（４）ｅコミュニティみどりは２つのエリアをもうける。
フォーラム：社会的な課題について話し合う会議室を立てるエリア。
わいわい広場：区民が集い、和気藹々と会話を楽しみ、交流を図るエリア
（５）電子会議室とリアルな地域社会を連携させ、課題解決や市民交流を実現する。
３．現状とその後の事業展開
◆ｅコミュニティみどりの現状
◇ｅコミュニティみどりのＵＲＬ

http://www.emidori.com/
◇アクセス数：約４万件
（４月～8 月末累計現在）
約８千件／月
◇会員登録数：１３１人
◇投稿数：３２０件
◇会議室：１８会議室
（フォーラム：８、わいわい
広場：１０）
◇イベント情報：１１件
◇ＢＢＳ(電子掲示板)
◇神奈川、横浜 お天気予報
(上記データは平成１８年８月末時点)

◆市民参加を促進する方策の推進
・市民団体との連携・・・イベント情報の掲載（電子チラシ）やイベント応援
・ネットマナー講習会（横浜創英短期大学との共催）
・子育てグループや商店街などに電子会議室への参加要望
４．今後の課題
◆市民の会議室参加の促進
・会員登録など情報リテラシー上の参加制約をどう克服するか？
・オンラインコミュニティへの参加の心理的障壁をどう取り除くか？
◆行政の会議室参加の促進
・緑区の施策の市民への問いかけやアンケートなどの積極的な活用
◆ポータルサイトやＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）など新しい
サービスの研究
以上

