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１１月３日〔日〕青葉区民まつりに参加
青葉区役所周辺の駐車場は早朝から会場設営
の搬入車が行き交いいつもとは違う様子。庁
舎の1階や公会堂･スポーツセンターといたるところ
が会場になっています。青葉区民会議も毎年参加を
し、区民のみなさまに日頃の活動をお知らせし、ま
た直接ご意見をいただけるよう工夫をしています。
今年は「区内移動行動」と「高齢者福祉」に関する
アンケートを実施しました。
また同時に、青葉区に残る美しい自然・まち
なみ景観や歴史文化遺産を題材にした、「青
葉区ここはどこでしょう？ クイズ」も行いまし
た。多くの区民の皆さんに参加していただき、「私
ここ知っている！」「青葉区にこんな素敵な所が
あったんだ」など大変好評でした。
ではその中から読者の皆さんにもクイズ。下の写真
は美しい景観で知られる「寺家ふるさと村」「恩田
の森」「保木ももの里」ですが、どの写真がどこだ
か、お分かりになりますか？〔回答は４面）

覧回

内 案 ご の 座 講 開 公

①

②

区民ホールで10月に紹介された「青
葉区魅力ある景観」募集にも写真を多く出し参加しま
した。区民が選ぶ青葉区の魅力ある景観写真･イラス
ト2008
選ばれた13点のうち自然環境部会からは６
点選ばれました。 http://www.city.yokohama.jp/
me/aoba/keikan/keikan2008.html

③

★公開勉強会「青葉区の高齢者福祉の現状と将来」
１月１７日（土）午後１時半ー３時半＊詳細は３面

★公 開勉強会 「ごみゼロへの道」
２月２１日（土）午後１時半～４時
山内地区センター３階集会ホール
第一部：講座（全国市町村ごみ番付、
３Ｒの実例と技術、資源別再生率など）
第二部：質疑応答と意見交換

★シンポジウム「青葉区の交通政策（エコムーブ）を考
える」１月３１日（土）午後１時半ー４時 ＊詳細は２面

ごみゼロ宣言をする街が現れています
横浜市でも可能でしょうか？
皆さんで勉強し、考えましょう！！
申込・問い合わせ：

先着６０名（無料）

●Ｅmail：gomizero2009@yahoo.ne.jp
●℡：0459782221 青葉区役所広報相談係
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区民会議部会活動

公開交通シンポジウム

平成21年1月31日（土）１時半－４時
会場：青葉区役所３階 ３０４会議室
参加費：無料 当日直接会場へ
「青葉区の交通政策（エコムーブ）いっしょに考えませんか？」
駅前の不法駐輪、不法駐車・・・バスは遅れる 道路は渋滞
坂道が多くて区内の移動は自転車ではちょっとツライ
健康にいいから、マイカーは自転車 でも止める場所に困る時がある
自転車は歩道をはしるの？車道を走るの？自分勝手に走る自転車が怖い
自転車専用レーンは青葉区にもある？ どこに？ 乳児検診の日って、区役所の駐車場は１時間まち！
バスと電車を乗り継いで区役所へ行くのはたいへん・・・循環バスや送迎バスがあると良いのに
自動車からバスに転換・・CO₂はどのくらい削減になるの？ 自転車にしたら？ 徒歩にしたら？
都市交通研究の専門家－中村文彦教授をコーディネータに皆さんといっしょに考えます。

横浜市では、地球環境に優しく、地域の代表的な交通手段であるバスの利用促進を目的に青葉区と都筑区で
「バス利用の実態を把握するためのアンケート調査」を実施しています。青葉区内のバス路線は駅を中心に
南北に放射状に広がっています。東西に運行するものが少なく公的な施設へのアクセスや区内移動にとって
便利な乗り物といえるのか一路線だけでは到着しないことからもコストがかかります。エコな乗り物といえ
るのか・・課題のひとつです。http://www.city.yokohama.jp/me/toshi/kikaku/buschousa/

道志の水源地見学会を開催
11月17日（月）
青葉区民会議委員24名は横浜水道の121年
の歴史を学びながら道志村の水源地と青山
沈でん池を訪ねました。青葉区の一部の飲料水は道
志川の水が水源の１つになっています。道志村は降
雨量が多く、豊かな森林に恵まれて良質な水がつく
られます。降った雨は土壌にたっぷり吸収され、地
中にゆっくり浸透し浄化されます。このかん養林の
役割と効果が写真（下左）の実験装置を使うと一目
でわかり、水源の森の大切さを実感しました。この
かん養林を維持するため、民有林の整備活動を横浜
市民がボランティアで行なっています。
道志川から取水された水は青山沈でん池を９時間か
けてゆっくり流れ濁りを沈でんさせ、川井浄水場へ
送られ区民に届きます。明治３０年以来、道志の水
は横浜に送り続けられており、外国航路の船乗り達
に賞賛された水もこの水源であったと知りました。

実験装置

第34回区民会議全市交流会*

11月10日(月)

横浜市技能文化会館で開催。「区民会議のあり方」
をテーマに200名を越す委員が各区の区民会議から参
加しました。全体会では中田市長と瀬谷まちづくり
の会、保土ヶ谷区民会議からの各委員とによるパネ
ルディスカッションが行われました。その中で中田
市長は次のようなことを話されました。「市民の考
えを表明するものとして、ひとつには、地域の活動
の中で意見を集約し、団体として市に意見を反映さ
せるもの（区民会議）。二つは厳格なルールの中に
やっていく市議会があります。１８区それぞれの個
性、規模などの違いがあり行政の関わり方も違って
います。市政・区政も中立・公平といっても人口の
多い区と少ない区に対しては見方によって逆に不公
平なこともあります。個人の問題、地域の問題、警
察、行政それぞれ主体性を持っていっしょに組んで
課題と方向性が一致した形で補完の原則で進めてゆ
くのがよりよいと思われます。」
※横浜市１８区のうち１５区にある区民会議が一同
に集まって交流や情報交換をする会

林間講座
次ページへ
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区民会議部会活動
最終の集計解析結果は公開勉強会で報告する予定。
日本は世界一の高齢化社会。その中で、青葉区は日
本一の長寿のまち！長寿は素直に喜んで良いこと！
しかし、日本列島内大不況が心配されるさ中、高齢
者にとっても年金・医療・介護などの社会問題があ
り、世間が明日の見えない不安が渦巻いています。
高齢者の生活意識はこのままでよいのでしょうか？
当福祉コミュニティ部会では、青葉区の高齢者福祉
の現況について共有化し、現状の問題点や将来への
課題について前向きに話し合える場として、右記の
“公開勉強会”を企画しました。みなさんの参加を
期待します。開催に向けて高齢者福祉について事前
アンケート調査を実施中です。区民会議委員からの
調査依頼に、ご協力ください。
<１２月１５日現在までのアンケート回収数412件>

公開勉強会「青葉区の高齢者福祉の現状と将来」

日時：平成２１年１月１７日午後１時半より３時半
場所：青葉区役所３階 ３０４会議室
内容：１．青葉区の高齢者福祉行政の現状紹介
福祉保健センターサービス課 河本和彦係長
２．青葉区の高齢者福祉活動の現状紹介
１）青葉区社会福祉協議会 坂元裕輔次長
２）横浜市もえぎ野地域ケアプラザ 山本優里
３）神奈川県健康生きがいづくりアドバイザ
ー協議会 卯尾直孝
３．パネルデスカッション
「高齢者福祉の将来について

～地域活性化に、熟年パワーを～」

１時間に６０ｍｍの雨（おおよそ１０年に１度の確
率）が降っても川の氾濫を防げるそうです。
「雨水調整池」（その２）
８月末頃に青葉区周辺を襲った雷を伴う集中豪雨で
鶴見川の氾濫を防いだ 巨大な恩廻公園調節池
鶴見川の本支流も一気に増水し、危険水位に達して
緑地が開発で減り、保水能力が減少した川の流域 いましたので、この様子を見ていた方は氾濫するの
のまちを水害から守るため、前号で書きましたが横 ではないかと怖い思いをされたのではないでしょう
浜市が管理する雨水調整池の1/4が青葉区にありま
か。 この時、この恩廻公園調節池トンネルに３万３
す。
０００立方メー
ところで鶴見川が流れる寺家町の少し上流に巨大 トルもの水が流
恩廻調節池トンネル
な恩廻公園調節池があるのをご存知ですか？この調 れ込み、鶴見川
新幹線トンネル
整池は直径約１６ｍ、長さ約６００ｍの巨大地下ト の氾濫を防いで
ンネル構造になっており、１０年以上の工事により くれました。同
平成１５年に完成しました。 大雨などで鶴見川の 調節池に水が流
水位が2.5ｍ以上になると自動的に水が流れ込む仕組 れ込んだのは、
みで、最大で２５ｍプール約３３０杯分にあたる11 完成以来初めて
万立方メートルもの水を溜めることができます。
だそうです。
直径の大きさ比べ
頼りになります

今回は建物と家具等建物内の備品に関連して、減災
のために何をしたらよいかを考えてみましょう。
青葉区内の住宅総数の6割は国の耐震強度基準が強
化された昭和56年(1981年)5月以降に建てられたもの
です。また、マンション等集合住宅の比率も相当に
高いので、この点から、建物が倒壊する可能性は比
較的低いと云えます。
耐震基準強化以前に建てられた戸建住宅には横浜
市の耐震診断(無料)を受けることをお勧めします。
(問合せ・申込みは横浜市建築事務所協会「木造耐震
診断」係、Tel045-662-2711まで)
また、耐震改修には横浜市の補助制度(限度額 一般
世帯 150万円、非課税世帯 225万円)があります。
また、発災時、不慮の事故に遭わないための諸準
備も大切です。

＜家具等の固定＞ 大地震の際に倒れてくる本棚や
食器棚の下敷きになって大怪我をしたという話はよ
く聞きます。また、テレビ等の電化製品が飛んでき
て怪我をしたケースもあります。これらの家具や電
化製品等は固定しましょう。固定のための器具等は
ホームセンターの防災・防犯コーナーにありますの
で、係員に相談して、最適のものを購入したらよい
と思います。
＜ガラス窓等の割れ防止＞ また、地震で窓ガラス
等が割れないよう、
市販の防災・防犯用
のビニールシートを
貼り付けることで
す。防 災 だ け で な
く、最近区内でも相
当数発生している空
き巣対策としても有
効です。
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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？
市が尾駅から寺家ふるさと村への散策路 12月5日 「食の安全と健康を結ぶ食生活～
市が尾駅から鶴見川沿いのコースを「散策路」として紹
地産地消を進めるのは何のため」11月22日
横浜市消費者団体連
絡会幹事の鬼塚涼子さん
を講師に迎え、藤が丘地
区センターで公開勉強会
を開催しました。専業主
婦として料理を作るこ
と、食べてもらうことに
喜びを感じ、先人の知
恵、努力でなった日本の
食文化の優れた面や、現在の食品の安全性への不安を知
り、深く学んできた講師の体験に基づいた身近な分かりや
すい話は大変好評でした。
講演内容は「食の安全と健康」「食生活指針」「生活習
慣病」「食育」「地産地消」など多岐に渡りました。生活
習慣病が子供にまで広がっている現状の話の中で、「人は
食べたもので病気にもなるし、健康にもなる」と食への気
配りが健康作りに大事かを説かれました。
食品添加物を使った安い加工食品が売れる。無添加食品
は高いために売れず店頭から消える。こういった消費者が
品質より価格を優先する現状や、賞味/消費期限表示の問
題点などを話されました。 青葉区は地元で作られた新鮮
な野菜・果物などを求めることができます。地産地消の良
さなど改めて食を考えさせられる有意義な勉強会でした。

11月21日(金)午後6時より藤が丘地区センターで緑区の教育文化部会との初めての
交流会を開催、緑区から松崎代表、大庭部会長以下７名、青葉区８名の計15名が参
加しました。前半では出席者の自己紹介、それぞれの部会の活動状況の説明及び関
連情報の交換等を行いました。
活発な意見交換を通してそれぞれの区の課題が浮き
彫りになり、特に学区制など区を越えて取り組むこ
とが合理的と思われる諸問題について、引き続き協
力を密にすることを確認しあいました。後半緑区の
中島さん（ワインのソムリエ）によるワイン講座に
移り、５種類のワインについて講義を受けワイン談
義に花が咲き、前後３時間の交流会はあっという
間に終了。両区の出席者からは一様に有意義な交流
会であったとの感想が寄せられました。

記後集編

「緑区民会議教育文化部会と青葉区民会議教育･文化部会の交流」

。すまい思
といたしけ届おにまさなみで
号次 。すでみし楽も果結ト
ーケンアのれぞれその祉福や
災防にらさ。たしで）秋（月
一十い多のりのみ。ーアツ学
見地源水村志道。」会流交市全「たれさ加参
も長市。」りつま民区「たれわ行にかやぎに

介し、区民に親しまれるよう整備できないだろうかと現地
確認を兼ねた公開ウォーキングを実施しました。
市が尾駅に集合し、ふるさと村まで鶴見川右岸（区役所
の対岸）を歩くことにしました。駅から線路沿いの道を川
まで下り人道橋を渡りました。昨年整備された「谷本せせ
らぎふれあいの道」を眺め川に沿って上流へ歩きだしま
す。すぐに国道２４６に突き当たりますが、アンダーパス
が無いので交差点まで戻り道路を横断しなければなりませ
ん。３年前に区民によって植樹された「ヤマザクラ」の脇
をとおると川間橋です。この橋は江戸時代からの歴史ある
大山街道の名残です。由緒がありそうだが名もないお地蔵
さんが祀られていました。
対岸の高水敷のオギ原をながめながら進むとやがて常盤
橋（環状４号線）、ここは交通量が多い。さらに進み寺家
川で左に折れ四季の家に向かいます。寺家川はコンクリー
トの３面張りです。ゆっくり歩いて約２時間でした。
四季の家で次のような意見が出ました。「道路を横断す
る時の安全確保は大切」「横断歩道や主要な橋にはアン
ダーパスが必要」「もっと周
辺の歴史を調べる」「親水階
段をもう少し利用できるよう
工夫する」「距離を示すなど
の標識が必要」「右岸は自転
車も少なく歩きやすい」
次回はみなさんも参加して
みませんか。

第8期青葉区民会議委員募集
活動期間 2009年4月～2011年3月（2年）
活動内容 区民会議では公募の方と自治会･町内会や各種団体から推薦された方とで活動しています。
区民のニーズを集め、解決への提案としてまとめたものを区（市）へ要望・提言します。
取り上げる分野として福祉、コミュニティ、文化、教育、自然環境、生活環境、交通、
防災（減災）、防犯など多岐にわたります。 参加希望の方は下記まで問い合わせてください。
「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
募集締め切り1月末
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
１面クイズの解答：①恩田 ②保木 ③寺家

