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青葉区民会議は４月からは第８期がスタートします。
青葉区の誕生（平成６年１１月６日）とともに設置された青葉区民会議
青葉区とともに1 5年目を迎えます。青葉区民の要望や地域の課題をまとめ横浜市に
毎年提言してきました。実現するには長い年数がかかるものもあります。
区民会議では毎年要望･提言を横浜市へ提出します。１５年の間に実現をしたものからいくつか
紹介します。
（青葉区民会議にはいつからでも参加できます。参加受付中）

実現にはただ要望をするのではなく、なぜ必要な
のか、誰が必要なのか、どうすれば実現しやすく
なるのか、区民がいっしょにできることがあるの
ではないか・・といった調査や勉強を行います。
＜防災・防犯・交通関係＞
H７ 駐輪場要望
→青葉台高架下駐輪場、
田奈駅高架下有料駐輪場、
あざみ野駅東口
→H２０ 青葉台駅歩道上有料
駐輪場
H１４ 区役所駐車場混雑緩和要望
→H１５ ９月駐車場入口変更 入庫方法の改訂
H２０ バスベイ設置（庁舎前）
H１１ 青葉台駅幹線道路混雑緩和
→H１９ ２月環状４号線荷さ
ばきスペース
４箇所設置
H１１ あざみ野駅前交差点改良
→スクランブル交差点
H１９ ＡＥＤ市民貸出制度
→H２０ ６月区役所消防署４
台貸出開始

覧回

＜自然・環境関係＞
H７ 青葉区「区の木、区の花」制定要望
→H１６ 青葉区制１０周年で
実現
H１１ カラスネット配布要望
→購入一部補助、その後各自治
会無料配布
H１５ 野生動物担当窓口の明確

横浜市政や青葉区政について勉強します。
他都市の事例に学ぶこともあります。
時代に先駆けた提案も行います。

化と権限委譲
→H２０．県から鳥獣捕獲の権
限委譲を受ける
＜教育・文化・福祉関係＞
H７ 北部方面への文化施設誘致
要望
（アンケート実施1251枚回収）
→H１７ アートフォーラムあざみ野開館
H１２ 子育てホットステーション提案
→H１８ あざみ野駅に授乳室オープン

＜横断プロジェクト＞
H１１ 青葉区民会議ホーム
ページ開設
H１６ ＩＴ推進チーム設置、
サロン提言
→H１７．３月 ぱそこん
横丁実現
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区民会議部会活動
交通シンポジウム1月31日（土）区役所304会議室
「青葉区の交通政策（エコムーブ）を考える・・・
自動車からバス・徒歩・自転車への転換」
横浜国立大学中村文彦教授をコーディネータに、青葉区内の交通に関するさ
まざまな課題や問題について意見交換をしました。「自動車からバス、自転
車、徒歩への転換」は口にすることは簡単ですが、立場や家庭環境や社会状況
により車での移動が必要な場合もあります。また青葉区の地形として坂が多い
ことも車を手放せない大きな要因です。
パネリストとして、３人の青葉区民に「徒歩」「自転車」「自動車」利用者
の立場でお話しいただきました。普段の移動行動を基に「青葉区だったら・・
こんな風に考えられるのでは」と意見がたくさん出ました。交通問題は、エコ
（エコロジー＝環境保護、エコノミー＝経済性）の視点、安全性や時間の有効 買い物客の駐輪場はまだ足りない
利用などさまざまな観点から交通手段への評価が大きく変わります。また介護
での通院が同時に食事や娯楽への移動（高齢者にとっての楽しみ）も兼ねているといった報告には車移動だからこその
利点が出され考えさせられました。夕方に見かける、塾の送迎が引き起こす局地的集中混雑の問題や、若い女性の裏道
一人歩きの危険性から車送迎になる、解消のためには明るく安全な道路の確保といったインフラ整備が必要といった指
摘もありました。
自転車は目的地に着くと必ず駐輪場所が必要になります。しかし青葉区内ではまだまだ駐輪場が不足しています。通
勤通学用ではなく昼間利用者（買い物など）の一時駐輪場の工夫も必要になってきま
2%
す。 移動目的によって交通手段を賢く使い分けることが望まれます。
青葉区の交通政策としての「エコムーブ」が冒頭区政推進課長から説明がありました
37%
が、区民への周知が低いことが会場から指摘がありました。
はい
区の取り組みを区民へ宣伝周知し、「広く意見を聞く場」が必要ではと区民会議への
いいえ
提案もあり有意義な会となりました。
61%
区民168名のアンケート結果 「エコムーブ」を知っていたのは３人に１人でした。
－防災(減災)･防犯･交通部会ー

自然環境部会・公開勉強会「ごみゼロへの道」開催

「ごみゼロ」は、発生抑制・資源化が「鍵」
区民会議・公開講座シリーズとして、２月２１日（土）午後山内地区センターで、公開勉強会「ごみゼロへの道」が
開催され、青葉区の環境事業推進委員を中心とした５３名の区民の方が参加され活発な質疑・意見交換が行われました
公開講座シリーズとしては初めて区民会議・委員が講師となり、１部「ごみの現状」２部「プラスチック物語」３部
「ゼロウエイストへの道」の構成で1時間３０分の勉強会が進められました。

引続き１時間の質疑応答・意見交換が行われ、「全国自治体の中で横浜市
のごみ対応が進んでいるのがよくわかった」「プラスチックが何たるかよ
くわかった」「発生抑制の重要性がわかった」などの感想とともに、「プ
ラスチックなどのリサイクルの実態をもっと知りたい」「発生抑制に向け
た意識改革・仕組みが必要」「このような啓発活動をもっと広くおこなっ
てほしい」などのご意見が多くよせられました。
区民会議では引続き勉強を続けるとともに「ごみの発生抑制」の視点か
ら、自治会・町内会や学校など区民の皆様への広聴活動、行政や社会に対
する提言活動をおこなってまいります。皆様の積極的なご参加・ご支援を
お願い申し上げます。
壁にはさまざまなものが貼りだされていました。
次ページへ
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区民会議部会活動

公開勉強会「青葉区の高齢者福祉の現状と将来」を開催！
～地域活性化に熟年パワーを！～
１月１７日、青葉区役所３０４会議室
「事前の区民アンケート（４３４人）」を参考に約４０人の参加区民とともに福祉･コミュニティ部会では勉強会を
開催しました。 前半では、まず青葉福祉保健サービスセンターの河本係長から「青葉区の高齢者福祉行政の現状と今
後について」の案内がありました。河本係長個人の体験も織り込み、介護保険サービスの支援内容や施設、利用の際の
申請や認定の注意点など、ていねいな解説がありました。
引き続き青葉区社会福祉協議会の次長坂元祐輔氏から、「青葉区の高齢者福祉活動の現状紹介」と題して、同協議会が
おこなっている「福祉１１０番」「あんしんセンター」などのボランティアの登録・派遣・活動支援事業、高齢者や障
害者への送迎サービス事業の紹介がありました。 次に、横浜市もえぎ野地域ケアプラザのコーディネーターの山本優
里氏より、老人福祉センター「ユートピア青葉」と隣接する当該施設の様々な地域活動、例えば、ミニデイサービス、
通所介護、支えあいネットワークなどの紹介がありました。また。神奈川県健康生きがいづくりアドバイザー協議会の
講師活動理事卯尾直孝氏より、中高年齢者を対象に、かながわ健生クラブ活動やサークル活動などの情報提供をして頂
きました。

後半では、横浜市健康福祉局高齢健康福祉課計画調整課谷口課長より「高齢者福祉保健計画・介護保険事業計画」<第4
期>素案の説明があり、さらに横浜市もえぎ野地域ケアプラザデイサービス担当の梶山辰吉氏より、施設運営の実態な
どについて情報提供がありました。
その後、全体の質疑応答が活発におこなわれたため、その後予定していたネルデスカッション「高齢者福祉の将来
は？」～地域活性化に、熟年パワーを活かそう～については、次回の勉強会におこないますので、ご期待ください。
福祉･コミュニティ部会

＜保健・福祉に関して、今後、行政に力を入れてほしい事？＞

≪政策提言のむずかしさ≫
教育の分野での「青葉区の課題」を要望・提
言にまとめ提出する先が、文部科学省や横浜
市教育委員会であり、「青葉区や横浜市にどこまでどのよ
うに提言できるのか」が難しいと実感できた活動でした。
≪区を越えた連携≫しかし、昨年秋より緑区民会議・教
育文化部会との連携が始まり、数度の会合と講座を開催
し、今後も教育委員会の問題や同じテーマで活動ができれ
ばより強固な活動を展開できるのではないかという感触を
得ました。

＜超高齢社会の到来に向けて、期待する重点施策は？＞

≪市政に敏感に≫ 学校教育が大
きく変わり始めています。横浜市教育委員会４分割化、小
中一貫校化の決定、英語教育導入等 次々に新しい施策が打
ち出されます。
平成21年にはさらに各区で｢地域元気プロジェクト」
（市民主体の地域運営）が展開され、地域の課題は地域住
民が行政や市民と協働して解決していくーという手法がと
られます。 しかし、教育のような制度や横浜市全域に関
わる課題はどのように市民は関われるのでしょうか。パブ
リックコメントや市民からの提案だけで変わっていくもの
でしょうか
教育･文化部会
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減災ヒントも３回目となります。(その1)では青葉区の地
勢からくるヒント、（その２）では青葉区の住居の特性に
基づくヒントとしました。今回はさらに青葉区を特徴づけ
る次の点で減災ヒントをお届けします。
【自動車保有率】青葉区は自動車の保有率が高い区です
（乗用車/世帯数では3番目、保有台数は一位）。自動車は
いざという時に避難所がわりに使えます。ラジオから災害
関連の情報にアクセス出来ます。また、ガソリンスタンド
ではトイレ利用の他に水や地図を提供してくれることも忘
れないようにしましょう。狭いところに長時間いるとエコ
ノミー症候群になる可能性もあることに注意して下さい。
なお、幹線道路走行中に地震が発生した場合は出来れば早
急に幹線道路から離れるのが、望ましいのですが、難しい
場合は緊急車両の通行を妨げないよう、道路の左側に寄っ
て停車して下さい。
【ペット】次に青葉区は犬を始めとしてペット類が非常に
多い区です。災害時でも自分の家で生活が出来ればよいの

ですが、避難所等に避難する場合はペット類は原則持ち込
めません。犬や猫を飼っている方は普段から必要な準備を
しておいていただきたいのです。例えばタイマーで食事が
出る機器があります。日頃からこれで食べさせる訓練をし
ておくことも役立ちます。猫砂を用意して用を足すしつけ
も必要になります。また、猫砂はビニール袋を用意してお
けば人間の非常用トイレとしても役
立ちます。
【公園】青葉区には226の公園があ
り、公園の数では横浜市で一位で
す。公園は大地震の際には取りあえ
ず避難する場所として活用出来るは
ずですが、現実は必ずしもそのよう
な場所として考えられていないよう
です。自治会・町内会あたりで「防
災公園」として必要な設備を整え、
利用のマニュアルを作っておいては
いかがでしょうか？●災害時帰宅支援ステーションのス
テッカー （神奈川県の提携ガソリンステーションに貼っ
てあります）
防災（減災)･防犯･交通部会
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寺家ふるさと村

記後集編

「雨水調整池」（その３）
自然環境部会
－絶滅危惧種が生息・黒須田小学校の児童も活用－
これまで、青葉区には４８箇所の雨水調整池があり、
それは横浜市の四分の一にのぼり、水害から街を守って
いることを紹介しました。今回はそのうち１９箇所ある
ビオトープの１つ、黒須田１号雨水調整池を紹介しま
す。この雨水調整池は「あおばビオトープの会」が定期
的に草刈や掃除など行い保全活動をしています。
横浜市環境科学研究所がおこなった生物調査の結果、以下の
ことがわかりました。水質は良好で、富栄
養化もありません。動物はメダカが生息
し、トンボは１０種、チョウも１３種、鳥類は
１ ８ 種（池内に 降りた 鳥は８ 種）、ザリガ
ニ、ウシガエルなど多く観察されました。
またトンボのヤゴが５種確認され、この調
タコノアシ

整池で繁殖してい
ることもわかりまし
た。動 物 が 自 然 に
増えるのは良い
が、持 ち 込 む の は
避けたい。植物は、
絶滅危惧種の「タコ
ノ ア シ」「カ ワ ジ
シャ」が見つかりま
し た。タ コ ノ ア シ は
若いときにはセイタ
カアワダチソウに比較的似ているため草刈時には出来るだけ
残すように注意したいものです。ウシガエルの声がコンクリート
の壁に響き夏には近隣の住宅から声がうるさいとの苦情が
あったので駆除しました。この雨水調整池は黒須田小学校の
児童が総合学習の場として利用し、定期的に植物、動物、ごみ
等のグループにわかれ観察調査に取り組んでいます。小学生
が地域の環境保全活動に参加しているのはうれしいことです。

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
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

