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３月というのはどこでも１年の締めくくりの時
期です。横浜市では20年度の予算の審議を市議
会で始めています。またいろいろなお知らせが市民
に出されています。区役所の窓口に行くと「・・計
画素案」「・・についてのパブリックコメント」
「・・意見募集」が並んでいます。手にとってみる
と聞きなれない単語がいっぱいです。区民会議でも
提言を作る前にまず計画書などを勉強します。しか
し、そのときの難関がこの「お役所ことば」＝「行
政用語」です。28号では「まちづくりのいろは」と
してこの用語を取り上げてみました。
●広聴と公聴
広聴は「広く一般の意見を聴くこと」公聴は「公に
意見を聴くこと」または「公的機関が意見を聴くこ
と」。行政機関では「広聴」も「公聴」も「国民や
住民の行政に対する意見・要望などを聴く活動」を
表す同義語です。横浜市では広聴を使っています。
●コラボレーションフォーラム横浜
市民活動関係者、企業関係者、行政関係者によるパ
ネルディスカッション、横浜市内で活動する市民活
動団体や自治体職員の参加による分科会などを通じ
て多様な視点から協働による都市づくりを目指す会
議やイベントです。

●パブコメ（パプリックコメント制度）
行政が政策立案する際にその案を公表し、案に対
して広く住民などから意見や情報を募るための仕組
み。行政側は提出された意見を考慮して最終的な決
定を行います。
●協働事業
市民、事業者、行政が、地域課題や社会的な課題を
解決するために相乗効果をあげながら役割分担をし
て協力して取り組む事業です。
●都市マス（都市計画マスタープラン）
市町村の都市計画に関する基本的な方針を都市計画
法に基づき定めるもの。横浜市では全市プラン、区
プラン、地区プランの３段階で定めています。
●エリアマネジメント（地域運営）
地域住民らが中心となって自主的に展開する、一定
地域内の居住環境・市街地環境の維持・向上・管理
のためのさまざまな取り組みのこと。
●ＰＳＹ（Pioneer School of Yokohama)
提案公募型改革モデル校の略。各学校からの提案に
基づき、従来の制度や運用の枠組みにとらわれない
新たな取り組みに挑戦する教育改革のモデル校で
す。
青葉区では６校。桂小学校、鉄小学校、黒須田小学

覧回

横浜市では度々局名が変わってきました。例えば、建築局も今はなく、統合されて新しい局名に含まれてい
ます。無駄を省き効率化や庁内連携のための編成ですが、分かりにくいものもあります。 消防局は危機管
理室（総務局）や防犯（市民局）と一緒になり安全管理局になりました。
その結果、消防職員が消防自動車で救急活動や地域の防犯パトロールといっ
た場面でも活躍するようになりました。
■３つの局が一つになった例として
環境創造局は平成１７年、緑政局、環境保全局、下水道局が一緒になったも
のです。
環境創造局とは、規制・指導などを中心とした環境の保全に加え、水と緑
を始めとした豊かな環境を創りだしていく局としてスタートしたのです。
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・・・自然環境見学記
自然環境部会では、自然環境の保全と育成を目的に、
毎年施設見学や観察活動を継続しております。昨年後半
は生田緑地・舞岡ふるさと村の見学と、鶴見川源流・青
葉区北部の自然環境の観察をおこないました。

緑地保存の定められた地域

かつてはあった源流

生田緑地・舞岡ふるさと村・鶴見川源流などという定められた地域では、様々な保全努力が継続的に行われて
おりましたが、残念ながらそれ以外の地域では、開発による緑地の減少がさらに進んでいました。
迫る開発の例

このままでは青葉区の緑被率が３０％を切ることは、

山並みを裂く道路の例

時間の問題と思われます。今後区民会議を通じて、自然
環境の保全さらには育成の提言をおこなってまいりま
す。見学記詳細は「青葉区民会議

自然環境部会」でイ

ンターネット検索できます。 (自然環境部会）

・・・施設見学記
鶴見区にある「容器包装プラスチック」の中間処理施設見学を行いました。
ここでは横浜市北東部９区排出の年間２.４万トンを、機械による破袋～機械
によるボトル系とフィルム系の選別～手作
業での不適物選別～機械による圧縮梱包、
の４つの工程で処理しています。
この施設で最も印象に残ったのは、なんと
入荷物全てを人間の目と手でおこなう「手選別」作業でした。
作業衣・マスク・手袋姿とはいえ、大変な作業です。この作業で選別される
不適物には、携帯電話機・ライター・やかん、汚物などあらゆるものがあり
ます（不適物比５％程度）。また出荷後の再商品化（建築資材・化学製品・
ベルトコンベアでの「手選別」作業
燃料など）段階でも不適物の選別がさらに行われています。一方、「容器包
装プラスチック」では、家庭から「燃やすごみ」として直接焼却されるもの
が２５％もあるそうです。リサイクルの出発点である(各家庭の)ごみ分別で、私たちが、どこまで徹底的に選別
するかに資源循環の成否がかかっています。施設の詳しい内容は「日本リサイクルマネジメント 横浜事業所」
でインターネット（Google）検索できます。(自然環境部会）

①バリアフリー新法
この新法は、公共施設、公園を始め、新設または改
修する施設に適用されます。４月から施行される新法
では、廊下、エレベーター、エスカレーター、トイレ
誘導用ブロック、案内表示など新基準に対し、「望ま
しい水準」から「義務規定」になりました。
②後期高齢者医療制度
同じく４月から施行される「後期高齢者医療制度」
は、７５歳以上の方や、６５歳以上で一定の障害のあ
る方を対象に、従来の老人保健制度をこの制度に移行
します 。新しい保険証が配布され、保険料が年金から
自動的に徴収されます。今まで被扶養者であった方
も、一定額を負担します。
③介護保険制度を活用したボランティア支援制度
この支援制度は厚生労働省が、高齢者のボランティ
ア活動を盛んにさせ、介護予防等を推進する方策とし

て、各都道府県に要請したものです。東京都稲城市、
世田谷区、千代田区などが「介護ボランティアポイン
ト制」あるいは「介護保険サポーターポイント制」の
形で昨年から試行しています。
昨年１２月１４日、神奈川区民協議会の呼び掛けで
横浜市８区の区民会議が参加し、このボランティア支
援制度についての勉強と意見交換が始まりました。他
自治体の取り組み動向とボランティア活動などを参考
に、区内福祉関係組織と連携をしながら、福祉・コ
ミュニティ部会がこの課題をとりあげます。
若い青葉区といわれています
が高齢化はすぐそこです。福
祉問題への関心を高める活動
をいっしょに進めていきませ
んか。いつからでも参加でき
ます。
（福祉・コミュニティ部会）
次ページへ
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自転車運転に係わるアンケートを実施しています。
高年齢層の人口比率の増大、若年層の自動車離れ、
ガソリン価格の高騰などの要因により、自転車利用
がここ数年増加。これに伴い人と自転車の接触事故
が増加の一途をたどっています。
今年の６月２０日から改正道路交通法が施行されま
す。大きな社会問題になりつつある自転車事故に対
し今回の改正では、「普通自転車の歩道通行可能要
件の明確化」など、自転車の通行に関する規制が強
化されます。
自転車事故を引き起こす根底には、自転車通行帯、
自転車通行に関する道路標識などハード面の不備と
運転者の運転マナー、ひいてはこれに関する幼児か
らの教育の不足というソフト面の問題があると考え
ます。 改正道交法の施行を前にして、地元の自転
車利用者、歩行者、更には自動車運転者の視点か
ら、この問題がどう意識されているかをつかむため
にアンケートを実施しています。その結果も踏ま
え、行政に対し、建設的な提言が出来ればと考えて
います。(防災･防犯･交通部会）
次の場合に限って、自転車は歩道を通行できます。
(1)「歩道通行可」の標識等がある時
(2)児童や幼児など政令で定める者が運転
する時
(3)車道または交通の状況に照らして、
やむを得ないと認められる時
歩道通行可の標識 ご存知ですか

青葉区役所１階で

平成２１年７月の有料化にむけて市・区庁舎駐車場等のあ
り方についての市民意見の募集が４月８日まで1ヶ月あり
ました。
市・区庁舎駐車場利用では次のような課題があります。
●曜日／時間により駐車場利用が集中する
●長時間駐車や目的外利用が多い
●駐車場管理コストがかかる
●入庫待ち車両による渋滞など
課題解消のためにパブリックコメントが行われましたが、
青葉区役所駐車場は公会堂／スポーツセンター利用者も停
め利用者が多様で問題も複雑です。すでに路上渋滞の解消
のため入庫方法をいち早く改善したり、カメラ映像での混
雑状況配信を青葉区ではホームページで公開してきまし
た。みなさんが納得する案はあるのでしょうか？

青葉区だけの特色ある事業
「特色ある学校づくり」「ＰＳＹ」「学校選択制」
学校教育をテーマに活動中。ゆとり教育の弊害が叫ば
れる中、その突破口として『日本語教育』を１９年度
から実施している世田谷区教育
委員長那須秀康氏を迎え公開講
座「子どもの自主性を育む日本
語教育」を開催し、今の日本の
子ども達に自分をきちんと表現
できる能力を養う必要があるこ
とが分かりました。また、青葉
区の公立学校への進学の割合が低い要因を調査するこ
とで、その結果を「特色ある学校づくり」に関わる
「学校選択制」や「ＰＳＹ」に結びつける活動を進め
ています。
「生涯現役プロジェクト」に関しては、団塊の世代が
定年を迎え、特にこの世代の活用が青葉区の地域活性
の大きな原動力になると考えられます。「高齢社会対
策 基 本法」を基 本理 念と し た「生涯 現役 プ ロジェ ク
ト」を区内でも推進できるように勉強会から始めてい
ます。（教育・文化部会）

～ご存知ですか？先進的な取り組み～
●横浜市立図書館の図書を地区センターなどで返却・
予約本の貸し出しができます。インターネットで貸し
出し予約を行い、近くの地区センターでとることがで
きます。返却は駅の返却ポストでもできるのです。
●郵便局で本人の住民票などが取れます
青葉台郵便局と横浜奈良郵便局で証明発行窓口サービ
スが始まっています。本人であれば当日その場で受け
取ることができます。区役所に来なくても近所で必要
な書類がとれるようになるのはとても便利です。
●荷捌きスペース
環状４号線に合計４箇所の貨物
集配車の普通自動車ための荷捌きスペースができてい
ます。渋滞緩和に役立っています。
●青葉台駅前の歩道上に有料の
自転車駐車場ができます。電磁
ロック式のラックが設置される
そ う で す。自 転 車 利 用 の ア ン
ケートを区民会議では実施して
いる中、状況を見ていく必要が
ありそうです。
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あなたも区民会議に参加し、活動の喜びを共有しませんか？
第７期活動に新しく参加した委員の感想と意見です。
公募
西川 宣久
自然環境部会
定年退職後、区民会議に応募。今のところ参加して良かっ
たと思っている。その理由はメンバーの方々は見識のある
方が多く月二回の話し合いは勉強になることが多い。とこ
ろで、何故か「区民会議」に人が集まらない。現在７８名
？しかもメンバーは高齢化している。（６３歳の私が若手
らしい）もっとメンバーが集まらないのかな？みんな、メ
ンバーの数もこれぐらいで良いと思っているのかな？区民
会議とはなんとも「いかつい」名前だ。一般の区民には何
をやっているのか分からない。「より良い青葉区の街づく
り」が区民会議のテーマとすれば時間をもて余し気味の定
年退職後の私には、地域を知ることができ、かつ地域に役
立つ有意義な活動だ。もっとほかの人たちにも知ってもら
いたい活動だとおもうが・・・。
自治会 田畑 嘉教
防災（減災）・防犯・交通部会
すすき野連合自治会の推薦を受け参加しました。自治会を
活性化するためにこの部会を希望しました。当初区民会議
と聞くだけで堅苦しい所だと考えていましたが、想像して
いたものとは全然異にするものでした。一般公募と自治会
・地域団体推薦の方で構成された会議は明るい雰囲気の中
で活発な意見交換が行われます。現地の視察や関係部署の
専門家を招いての勉強会など中身の濃い部会です。「安全
・安心なまち作り」について行政に提言し、より充実した
青葉区政の運営への反映を目指す活動をする貴重な存在だ
と痛切に感じました。青葉区民であることを誇りに感じる
「丘の横浜づくり」にこれからも積極的に区民会議に参加
し、邁進して行きたいと思っております。

記後集編
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自治会 安田 節子
福祉･コミュニティ部会
食・農・環境問題を仕事としてきた身ですが、連合自治会
長さんから参加を要請され、これまでやったことのない福
祉部会を選びました。青葉区も確実に高齢化しています。
高齢者や弱い立場の人にやさしい町づくり＝みんなが暮ら
しやすい町であり、福祉は自分の問題と思わされます。部
会の施設見学会やメンバーのみなさまからの情報は得がた
い学びの機会です。ただ、まだ現役のため仕事とぶつかり
休みがちなのが心苦しいです。

２０年度横浜市予算への要望・提言に対して
回答が届きました。抜粋してお知らせします。
自然環境部会 １１項目提言しました
●市が尾駅から寺家ふるさと村への散策路について
(回答）散策路の整備計画はありませんが、区民有志の団
体が「散策路マップ」を作成しているなどの例もあり、
今後散策路としの位置づけなどを区民の方々と話し合い
を続けてまいります。
●鶴見川沿いの通行に支障のある場所の整備について
(回答）神奈川県に草刈り整備の提案・要望をした結果、
定期的に草刈りや補修工事が行なわれています。今後も
河川管理者である神奈川県に伝えてまいりますので、ご
相談ください。
●農地・緑地保全について
(回答）区内の水緑環境や田園景観に対する区民ニーズは
高く、区として「区民参加による田園景観保全事業」に
より環境創造局と連携を図り区民恊働による農業支援策
の策定の検討を進めてまいります。
防災（減災)･防犯・交通部会 ９項目提言しました
●AED設置推進に対して
(回答）区内で開催されるイベント、スポーツ行事などを
対象にAEDの貸し出しを行います。現在、貸出制度の制定
作業を進めています。
区内公共施設は現在、１２箇所あり、計１３台が設置さ
れています（区役所は２台）。今後、地区センター、青
葉台コミュニティハウス、美しが丘公園こどもログハウ
ス、横浜青葉スポーツ広場などに設置する予定です。
●災害時安否情報システムの運用訓練などについて
(回答）発災時において迅速、的確にシステム操作などが
できるためには、平常時の訓練が重要であることから、
各地域防災訓練では積極的にシステム操作訓練を取り入
れるよう各区と調整し計画を立てていきます。またシス
テム改修なども検討します。
福祉・コミュニティ部会 ２項目提言しました
●一人暮らし高齢者の「見守りハードシステム」の導
入／補助金制度の予算措置について
(回答）今のところ一般的に他自治体でも導入している
ハードシステムはなく、今後も技術的に進展していく分
野とも考えられませんので、補助金制度導入については
考えていません。
●養護学校の区内新設について：
（回答）
麻生養護学校の過大規模化については、横浜市としても
早急に対応すべき課題と認識しています。しかし、設置
の義務は県にあり、横浜市内の県立養護学校の整備につ
いては、今後も強く県側に働きかけて行きます。

青葉区選出の市会議員８名、県議会議員4名の方が区民会議顧問です。
「区民のつどい」に参加していただいたり、勉強会で意見交換をしています。
青葉区在住／グループによる話し合いに参加し活動できる方であれば、区民会議にはいつからでも参加できます。
「青葉区民会議委員募集係」 電話:978-2221
ファックス:978-2411
メール:ao-koho@city.yokohama.jp
編集：青葉区民会議広報委員会 事務局：青葉区役所区政推進課広報相談係内 〒225－0024横浜市青葉区市ケ尾町31‐4 ℡978‐2221

