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平成20年度青葉区民のつどい 開催
７月５日（土）午後１時半～４時半
青葉区役所4階会議室
参加者数

134名

－プログラム－
第一部 青葉区区政運営方針説明（青葉区長ほか）
第二部重点事項に関連する活動の紹介
中西武夫さん（要援護者避難支援システム検討会会長）
山田範子さん(地域展開型子育て支援拠点運営代表）
第三部 運営方針に関する質疑応答

「あ な た の 参 加 で 住 み や す い ま ち に」と 題
し、青葉区民のつどいを青葉区連合自治会長
会との共催で開催しました。
■第一部 青葉区区政運営方針の説明
細谷青葉区長がまちづくりへの熱い思いを込め説明
しました。青葉区は人口も面積も市内で２番目の巨
大な行政区です。市外からの転入者が年間１万７千
人にも達し毎年数千人の人口増があります。若年人
口（１４歳以下）は４万８千人と市内で最多、平均
年齢も３０歳代であるなど子育て世代が多いという
のが青葉区の特徴です。その一方で今年度は、男性
の長寿全国一位といった報道もありました。
青葉区を取り巻くさまざまな環境などの紹介ととも

「青葉区長寿日本一の原因」

理由
緑・公園
医療施設

に『青葉区のまちづくりは何を目指すのか』といっ
た区長の話しは説得
力がありました。
区長の説明のあと各
分野にわたり重点項
目ごとに中川区政推
進課長から詳細説明
がありました。

第三部の質疑応答から、一部を紹介します
●横浜市１５０万本植樹行動に関連して
Ｑ：枯れてしまった街路樹を「１５０万本植樹」で植
えたらいかがでしょうか
Ａ：土木事務所副所長
街路樹は土木事務所で管理を行います。
枯れたものがあれば、土木事務所で手配して植え替え
ます。土木事務所が巡回の中で見つけますが、見落と
しなどもございます。地域のみなさまからご連絡いた
だければ、土木事務所で手配します。時間がかかる
ケースもございますのでご理解をお願いします。
植えた本数は、１５０万本植樹の本数に加えます。

項目
公園数
一般診療所数
１０万人当年間救急出場件数
お金の余裕 私立中学進学者
区民１人当個人住民税
家計調査１世帯当収入
区民１人当生活保護費
運転免許数／人口比率
地域活動・ 通勤者中東京へ通勤者比率
文化活動
昼夜間人口比率

数値
226ヵ所
260
2,893
32%
150,616円
10,425千円
5.3円
63.5
43.80%
75.10%

横浜１８市中
１位
４位
１８位
１位
１位
１位
１７位
１位
１位
１６位

覧回

先日のＮＨＫ教育ＴＶ「fukushi
調査団がゆくー男性長寿の秘密」の
中で、青葉区の住民が挙げた長寿の
原因は、１位緑・公園が多い、２位
医療施設が充実、３位お金に余裕の
ある人が多い、４位運動する人が多
い、５位地域活動・文化活動が盛
ん、であった。他のマスコミでの記
事などでも、ほぼ同様の理由を挙げ
ている。
ここでは、横浜市の統計の中から、これを検証する数字データを探してみました。
一つだけでなく多くの要因が重なった結果と思われます。健康で文化的な生活基盤と皆が支えあう社会基盤をつくり
だした区民の力が、結果として長寿日本一を生み出したのでしょう。皆さまはいかが思われるでしょうか。

承
認
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■第二部 区の重点事業との関連事業や地域での取り組みの報告がありました
≪災害時要援護者のための支え合いカードについて≫ 要援護者避難支援システム検討会会長
「手挙げ方式」と言われていますがどういう意味でしょうか？

中西武夫さん

災害の時など「自分はひとりで大丈夫だろうか？」と心配だと思う方は気兼ねなく手を
挙げていただく、参加（要援護者となる）できる仕組みのことです。 要介護者といわ
れている人でなければというのではなく、ハードルを低くしたいのです。
中西武夫さん

名簿を集めることが目的ではなく、地域防災の仕組みづくり（支援班）が情報（支え合いカード）と共に
連携協働できるようになること。支え合いカードがこの避難支援システムの補助として機能できるように、
地域の防災意識を高めること。心配だと思う人には入ってもらえるようボーダーラインをつくらないこと。
この仕組みを活用して地域が共助できるようになること。中西さんの熱い思いが伝わるお話でした。
≪地域展開型子育て支援拠点について≫
支援拠点運営委員 山田範子さん
つどいでの意見交換で得たものがありますか？
子育て拠点には、大勢のお母さんと子どもたちが来ます。今日のつどいでは普段そ
こでは会わないような年代の方々のご意見が聞けました。アンケートから若いお母
さんたちが案外子育て拠点のことを知ってはいないことも知り驚いています。
もっと広報･宣伝を考えることが必要なのだと感じました。
山田範子さん

青葉区内にはいろいろな会場で多様な組織と団体が独自の子育て支援を行っています。子育て支援拠点は
それらをネットワークしながら「青葉区で求められている子育て支援」を目指して事業展開をしています。
21年度には子育て支援の拠点が新たに設置されます。活動には地域の理解と協力が必要です。
■第三部は区政運営方針への質疑応答
第一部を聞いたあと会場で質問票に記入してもらい回収。時間の制約があり選んだ質問に対して担当部署の
課長に回答をしていただく方式で進めました。

細谷青葉区長

青葉区の人口増、交通インフラへの対応として、局事業から区事業への転換を図るべきでは
ないかと、ご意見をいただきました。 区の事業費は129億円ですが、このうち区の裁量で執
行できる予算は1億2千8百万円と約１％です。「地域の課題をみなさまの意見を反映させな
がら解決する」という仕組みにはまだなってはいません。「局との相談や調整」が必要で
すーといった説明になってしまいます。 局から区への権限委譲は横浜市における大きな課
題になっています。 区役所機能の強化を目指して権限委譲を実現できるよう努力します。

最近の『高齢社会対策』、どう考えていますか？
平成１７年に世界一の長寿国になった日本。平均寿命・
スピード・比率の点で歴史上過去に例を見ない高齢社会に
突入しました。青葉区は、横浜市１８区で２番目に若いと
いわれます。しかし今こそ真剣に「高齢者福祉」の在り方
について考える時ではないでしょうか。区民会議の二つの
取り組みを紹介します。
■後期高齢者医療制度（通称 長寿医療制度）
背景や経緯・運営、加入対象者、保険料のしくみ、納付
方法と納付時期、軽減措置など神奈川県後期高齢者医療広
域連合作成のガイドブックに基づき青葉区役所保険年金課
長に説明していただきました。横浜市では１９年度の確定
申告額に基づいて今年７月に保険料が計算され、原則とし
て９月から２ヶ月毎に自動的に年金から天引きされます。
青葉区内の被保険者は、約１万６千人。全ての75歳以上
の方と、65歳以上75歳未満で寝たきり（要認定）の方が対
象です。被保険者の保険料負担率が約１割（国県市町村の

公費負担率が約５割、他の医療保険からの支援率が約４
割）ですが、保険診療の対象にならない健康診断や予防注
射などもあり、まだまだ一般に理解周知できてはいないよ
うです。アンケート調査や公開勉強会など企画し、区民の
皆さんの「ここが分からない」を集めながら提言にまとめ
る活動を展開します。
■「介護保険制度を利用したボランティア支援制度」
神奈川区民協議会から第一次骨子案が提案されました。
今後、各区のボランティア活動の実態調査、福祉関連組織
との意見交換を行い横浜市での導入の可能性の検討を始め
るそうです。
青葉区民会議としては、現在活発に行われている青葉区
のボランティア活動と支援制度がどのように協調できるの
か配慮が必要であり、取りまとめるにも福祉活動関係者と
十分な連携・協議が必要だと考えています。今後聞き取り
などの機会を設けますので広く区民のみなさんの意見を聞
かせてください。
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■青葉区民会議では、顧問をお願いしている区選出
の市会・県会議員の方々と５月３１日（土）に意見
交換会を行いました。テーマは「安全で快適な交
通」。今年６月２０日の改正道交法の施行を前に区
民会議では区民アンケートを実施、約1,000名の回答
を得ました。このアンケート分析から課題を出し議
論しました。アンケート回答者の約６割の家庭が自
転車を所有、約４割が通勤・通学や買い物などで、
日常的に自転車を利用していました。
■道交法では自転車は原則車道走行と定めています
が、アンケートでは通常車道を走っている人は８％
に満たず、92％の人が歩道を走っている実態が分か
りました。多くの方が「車道は自動車が怖く危険だ
から」と答えています。歩道上で自転車事故に遭っ
た、或いは遭いそうになった人が三人に一人とやは
り最近の自転車事故の多さがここからも分かりま
す。議員の意見から区民会議としてもさらに検討を
重ねてはと思うものを次ぎに挙げます。
・自転車は健康にも環境にも良いが、目的地で必ず

駐輪する場所が必要にな
る －駐輪場整備が必要
・エコの観点からも区役所への自動車利用を減らす
ためにも市ヶ尾駅～区役所間に100円コインバスの
導入と区役所駐車場の有料化の検討
・ワンコインバス－要望するだけではなく利用者数
の把握と採算・運用面の検討が必要。
・自転車の安全走行のためには、ハード面（道路や
標識などの整備）とソフト面（ルール教習と罰
則）の対策が必要
・通勤通学時間帯に、幹線道路の裏に自転車優先道
路の設置
・街の景観からみた駅周辺の駐輪(風景)のあり方
・交通問題を考えるにも環境問題や生活行動様式の
変更など発想の転換も必要
初めての交換会でしたが、双方にとって有意義な場
となりました。参加議員(敬称略) （市会）菅野、
手塚、横山、山崎、工藤、山下（県会）内田

第８回北部３区区民会議交流会

青葉区区プラン策定委員の一人
であった中谷英世氏（第４期青
葉区民会議代表）により当時の
取り組み、さらにこれから区民
会議が取り組むべき方向など報
告がありました。
第二部では２会場にわかれ
●環境にやさしいまちづくり「エゴからエコへ」
●まちづくりはひとづくり「地域の子どもは地域が育て
る」とテーマを分け、意見交流を行いました。

５月２４日（土）午後１時半ー４時半 港北区公会堂
≪区制７０・４０・１５を契機に１０年後を語ろう！≫
港北区まちづくり区民の会/緑区民会議/青葉区民会議
３区の区民会議委員約７０名が集まり交流を行いました。
平成２１年に区の周年をそれぞれ迎え『１０年後を語ろ
う』をテーマに話しあいました。どの区にもまちづくりの
指針として都市マスター計画プランがあります。青葉区区
プランの策定は平成１４年。すでに５年以上が経過してい
ます。当時策定にあたって青葉区役所は、広く区民の意見
を取り入れまとめていく場として「青葉区まちづくり会
議」を設置しました。この会議に青葉区民会議からも多数
参加しました。区プランでは、２０２０年の青葉区の将来
像が描かれています。２００８年の今、プランの中ですで
に実現されたもの、計画通りに進んでいないものもありま
す。第一部では各区の区プランの進捗報告がありました。

●ポータルサイトportalsite
ポータルとは「入口」や「玄関」の意味です。さま
ざまなホームページへの入口となる最初に表示され
るホームページです。青葉区では区民ポータルサイ
ト「あおばみん」で２５０もの市民団体の活動や行
政情報が毎日提供されています。
●ブログ（ウェブログ）-blog/weblog
日記のように情報を時系列に記載していき、そこに
他人がコメントを付記していくことで形づくられ
る。技術に詳しくなくても簡単に作れ、毎日情報更
新が出来る。他人と意見交換を行うことも特徴。
●e-アンケート
横浜市広聴の仕組みのひとつです。横浜市が実施す
るアンケートにe-メールで答えます。市のホーム

３区交流会とは
横浜市１８区のうち現在区民会議があるのは１５
区。なかでも北部の３区は担当区を決め定期的に交流を
実施してきました。もともと港北区であったところが分
区を重ねて現在４つの区に分かれています。市への要望･
提言を行うにも、情報共有、交換が欠かせません。

ページで登録をして参加します。
●個性ある区づくり推進費(平成６年創設）
局の縦割り事業だけではなく区が効率的･効果的に事
業執行できる予算として、地域ニーズに迅速・主体
的に対応できるようになりました。青葉区役所が執
行する予算は局区合わせて129億円になりますが、そ
のうち推進費は１億３千万円が平成２０年度組まれ
ています。
●「丘の横浜」
平成６年青葉区誕生時に定めた呼称で、青葉区の地
形的な特徴を表現すると共に豊かな緑、安らかで快
適な暮らし、人のぬくもりに満ちたコミュニティな
ど生活文化を発信する「丘のまち」という将来都市
像の意味を込めたもの
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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？

「雨水調整池」（その１）
青葉区には雨水調整池に水辺を作り、水性植物を
植えいろいろな生物を生息させて自然を作るビオ
トープが、１９箇所もあります。私達はこの雨水調
整池ビオトープを市民が水辺に親しめる場所として
利用できないだろうかと考え、いくつかの雨水調整
池で保全活動を試行しています。

普段の雨水調整池

豪雨時の雨水調整池

ところで、まちを歩けば雨水調整池に当たる！
青葉区には雨水調整池（別呼称：遊水池）が多いで
すね。 分譲住宅の床下にある小さいものから、
10,000㎡を超える大型のものまで、横浜市には大小
合わせて３７００箇所もの雨水調整池があるそうで

す。 横浜市が直接管理する大型の遊水池は１８６
箇所あり、その内４８箇所（２４％）が青葉区にあ
ります。 青葉区がかって氾濫を繰り返してきた鶴
見川の本・支流を抱えているからです。
ご存知のように雨水調整池は、集中豪雨の際に雨
水を一時貯留して、川の急激な増水→氾濫を防ぐた
めに作られています。 今は穏やかな流れの鶴見川
も、昭和の時代までは度々決壊氾濫し、多くの流域
家屋が浸水被害にあう歴史を繰り返してきました。
この川の氾濫を防ぐために、大規模築堤工事などと
共に、治水施策の一環
として里山や田んぼが
住宅になった時に必要
な保水の場所として、
大小の雨水調整池が作
られてきたのです。 あ
ざみ野の三規庭が大き
な雨水調整池の上に
建っているとか、日産
スタジアムの敷地が実は巨大な雨水調整地になって
いるだとか、雨水調整池には、びっくり！な話しが
いろいろあります。
（続きは次回）

近頃頻発する地震。続々と出る“防災・減災”についてのマニュアル本。一般論としての解説書ではなく青葉区
民の目線で見た“防災・減災”ヒントを２９号から連載でお届けします。
■防災・減災の観点から見た青葉区の特色
青葉区は横浜市の中では地盤が固い地域といわれて
います。それは横浜市の「地震マップ」を見れば判りま
す。関東大地震程度の直下型地震(南関東地震)が起
こった場合、青葉区の想定される揺れは震度5強
（緑）あるいは６弱（黄）です。臨海地域の多くが
震度６強（橙色）又は震度７（赤）と比べると地盤
の違いが分かります。
住宅の耐震性はどうでしょうか？
平成１５年度の「住宅・土地統計調査」によると、
青葉区の住宅総数の６割が耐震基準が強化された昭
和56年（1981年）以後に建てられた住宅です。平成
２０年現在では、この５年間に新築（建替えを含
む）も相当数ありさらに増えていると推察されます。

■青葉区に住んでいる皆さんは本当に
安全でしょうか？
全般的には臨海地区に比べて安全ですが、一部
には崖を背負って立地している所もあります。
（川崎市との市境）宅地造成過程で表面地層に手
を加え、かつ擁壁や階段が多く表層が崩れ易い
地域や区画もあります。このような所は地表
の崩れにより建物に被害が出たり、通行不能にな
ることが予測されます。見たところ安全と思わ
れる平地でも、川を埋め立てて造成した土地
もあります。 （地名に谷とか谷戸とか付いて
いる所は昔の地形の名残です）
参考：横浜市地震マップ（安全管理局）
横浜市住まいの耐震診断（無料）（まちづくり調整局）
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≪減災ヒント＃１≫●地形や地名から住んでいるところを見直してみましょう。
●地盤を確認したら住宅の耐震状況も調べてみましょう。阪神淡路大震災では、
亡くなった方の８割は構造物の下敷きで圧死・窒息死でした。

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。
問合せ 青葉区民会議事務局 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

