青葉区民会議 第 10 回 運営委員会議事録
日時

1 月 25 日（木） 区役所 301 号会議室 15 時分～16 時半

委員出欠

健康・福祉・教育 ○

大友

〇

齋藤

×

飯塚

自然・環境

○

加茂

〇

福島

×

小杉

安全・安心・まち 〇

渡辺

×

鮫島

×

小池仁

役員(太字)

嶋田

○

〇

松尾

〇

小池由

事務局

川口係長 寺沢職員

配布資料

レジュメ 1、部会報告 2．折戸係長との会合報告 3 交通街づくりアンケート簡易報告
4．区民会議ニュース編集スケジュール

進行：嶋田
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書記：小池

報告・連絡事項

1.代表報告
－横浜北部まちづくり交流会 (小池)
次回世話人会が 2 月 13 日にあるのでそれまでに交流会、懇親会出席者をまとめて小池まで
連絡するように
２. 三部会報告（各部会長）詳細は下段に記載
・安全・安心・まちづくり部会
鶴見川流域センター見学(2/16) 参加者取りまとめを行いたい←各部会へ依頼
３．広報委員会
・ 48 号編集会議日程について確認 部会掲載記事などの締め切り確認を行った
４．プロジェクト関連
５．事務局報告
自然環境部会 ３月のパネル展示用の資料作りの協力依頼を受けました。
６．勉強会報告
1 月 25 日 13:00～

都市整備局地域まちづくり課谷田係長に「地域まちづくり推進条例」と

「ヨコハマ市民まち普請事業」について説明を行っていただきました。
Ⅱ

議事事項 （決定事項／保留事項）

1．公開講座企画

健康・福祉・教育部会

・開催内容について報告があった
2．交通まちづくりアンケート
・部会で分析を行う 3 月に簡易まとめ報告 4 月に区民向けに報告会（兼つどいを想定）
・4 月 21 日（土）午後 会議室を予約→事務局
・2 月度運営委員会へ企画書を提出→4 月広報へ掲載可能？か
3．横浜北部まちづくり交流会
各部会で参加者とりまとめを進めてほしい
4．ロビー展示 3/5-3/9 5 日間
・各部会で展示内容について検討を始めてほしい
5．．中間総会
・5 月 12 日（土）10 時―13 時
6．その他
・今後の勉強会について
講師依頼に関して、交通費程度の礼金を検討したい旨、渉外担当(小池)より提案があった。
議論の結果、交通費程度（3000 円程度）が必要な場合（講師の状況に依る）は勉強会参加費を
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集めて充当する方向で合意が得られた。
「港北南部コミュニティバス実現をめざす市民の会」に菊名おでかけバスについて講師を
お願いする予定です。費用発生するかどうか確認します。
菊名おでかけバス 掲載記事
Ⅲ

http://shin-yoko.net/2016/12/11/kikuna_odekake_bus/

今後の予定
次回運営委員会 2 月 22 日(木)15:00-17:00
勉強会 13:00‐ 総務課折戸係長

青葉区防災計画の改定について

III． 各部会報告
自然・環境部会 1 月 15 日 (月)18:00－20:00
区民交流センター
部会員数 （12 名） 参加者数（6 名）
他部会から１名含む
今後の下記予定と部会からの出席者を確認した。
・2/5 （月）市が尾駅～寺家ふるさと村まで歩く
・2/16（金）鶴見川流域センター見学（安安主催）
・3/3 （土）北部まちづくり交流会
（１） 運営委委員会報告
＊3/3（土）北部まちづくり交流会： １５時～１６時５０分 会場：新羽地域ケアプラザ
懇親会 １７時〜１９時
庄や新羽店（参加費 4,000 円程度）
＊1/21〈日〉福祉部会 公開講座（テーマ「脳卒中」 ～突然襲われる前に知っておくこと～）
１３時～１５時 開場：１２時半
会場：青葉区役所４階会議室
＊事務局係長交代
宮澤係長 → 川口係長
（２）広報委員会報告
「区民会議ニュース４８号」 紙面割り案決定
３面の半ページを自然環境部会が担当 → 2/5 の広報委員会迄に原稿提出
記事案
(1) 流域で自然と災害を考えるシリーズ♯２ （加茂担当）
(2) 市が尾駅～寺家までの鶴見川散策路提案 （小杉担当）
(3) 市が尾駅から寺家ふるさと村のルートの紹介するためにルートマップの作成について
準備活動として、市が尾駅から寺家ふるさと村までを歩くことになった。
2/5（月） ９時３０分 市が尾駅集合、写真などを撮影、ルートマップを作る材料を準備する。 2/19 の部
会で作成したい。 このルートマップは北部まちづくり交流会で発表し、3/5～9 のロビーパネル展に展示す
る。 併せて寺家ふるさと村の紹介もしたい。
(4) 区民ホールのパネル展（２０１８年３月５日～９日）の下記部会出展内容を検討
①次世代に残したい青葉区の美しい自然と水と緑の景観 （既存２枚）
②鶴見川流域の地図
③部会らしい寺家ふるさと村の紹介（例、市が尾駅からふるさと村までのルート紹介）
（５）緑視率のアプリ利用について
部会活動に有効活用できないかと議論したが、継続審議となった。
（６）まちづくり指針」について
区の取り組みへの希望などを議論した。
部会終了後新年会実施、６名参加
今後の予定・次回部会： ２月１９日（月） １８時～
場所： 田奈区民交流センター
健康・福祉・教育部会 12 月 8 日(金)18:00-20:30 ビオラ市が尾
１階研修室
部会員数 （15 名） 参加者数（10 名 ） その他 嶋田代表 小池広報委員長
（１） 公開講座の件
（イ） チラシの質問事項の最終点検
（ロ） 印刷スケジュール（１月 17 日に決定、斎藤、近藤、大友）
（ハ） 部数、取り敢えず１００枚
（ニ） 講座当日の役割分担の確認
（ホ） 講師側との最終打ち合わせ（１月 17 日、斎藤、近藤、大友 PM4）
（ヘ） プロジェクター接続関係、レジメ部数１５０要請、当日打合せ依頼
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（ト） 集客見込み検討、確定要素の実数不明で不安、要追い込み
1 月 18 日講師側より当日午前 11 時半頃会場へ到着、リハーサルをパソコン持参で OK、レジメも最高２００
を用意と回答あり。
（当日状況）参加者：事務局を含め９５名、内区民会議員２１名（内当部１１名）
アンケート回収：６６枚（内白紙１枚） 大変参考になった：７３％
（２） 運営委員会報告等 詳細省略
但し、スケジュール的のものとして広報委員会日程及び全市交流会、北部地域交流会等につき説明する。
尚、交通アンケートの飛躍的回収状況等も紹介した。
当面は当部として初開催する公開講座へ理屈抜きで全力投球する事を強く訴える。
次回定例部会開催日
平成３０年２月８日（木）１８：００～２０：００ ビオラ市ヶ尾１階研修室
安全・安心・まちづくり部会 1 月 12 日(金) 18：00-20:00 ビオラ市ヶ尾一階研修室
部会員数 （24 名） 参加者数（9 名）
運営委員会報告（12/28＠区役所 3 階 301 会議室】
1.（代表報告）
《北部 4 区交流会》
・3 月 3 日（土）＠新羽地域ケアプラザで 15 時から、その後 17 時から、懇親会を予定
・青葉区は、自然環境部会実施予定の「鶴見川を歩く」を中心にまとめる予定
「鶴見川流域」の防災について「国交省河川事務所」
「各区対応・意見交流」
「鶴見川流域センター（港北区小机町 2081、京浜河川事務所 遊水地管理センター1・2F）に現地見学会に行
こう。
《2 月 16 日（金）13:00～14:30》
2.三部会報告
《健康・福祉・教育部会》
・公開講座：平成 30 年 1 月 21 日（日）13：00～15：00 （スタッフ 11：30 集合）
《自然環境部会》
・
「鶴見川を歩く」
（２/5 09:30 市が尾駅集合）への参加呼び掛け
《安全・安心まちづくり部会》
・アンケート実施と集計、今後の予定について
・２/16 鶴見川流域センター見学について他部門から参加呼び掛け。
3.広報委員会
・第 48 号発行スケジュール 第 1 回編集会議（１/15(月)）16 時より
4.プロジェクト関連（特になし）
5.事務局報告（人事異動）
・宮澤係長異動に伴い、1 月度より「川口係長」が区民会議担当となります。
【本日の議題】
1.北部 4 区交流会
（参加予定：嶋田、小池、千葉、渡辺、三好、伊藤、松尾）
2.鶴見川流域センター見学 （参加予定：嶋田、小池、渡辺、木村、千葉、三好、松尾）
3.1/12 午前、折戸さんと打ち合わせ報告（別紙①参照）
・青葉区防災計画の改定（震災対策編：一部修正、風水害対策編：全面改訂、資料編：新規）
・震災対策編：改正災害対策基本法への対応（指定緊急避難場所、指定避難所、地区防災計画の創設、災害
時要援護者名簿の作成、提供等）
・風水害対策編：鶴見川の被害想定（2 日間の降雨量：405 ㎜⇒792 ㎜）、火山災害対策の新設
4.「青葉区交通まちづくりアンケート」集計と分析について(別紙②参照)
・(集計)回収総数 932 件（内 WEB 回答は 86 件）
・(分析)2 月末までに分析しまとめる予定。3 月下旬に区民会議内で発表、4 月中旬を目途に「区民のつどい」
開催を検討。
5.その他
「全体勉強会」
（1 月 25 日(木)13:00～15:00）テーマ：
「ヨコハマ市民まち普請事業」について
※１月度勉強会（19 日）は中止
安全・安心・まちづくり部会 2 日（金）18:00～20:00 ビオラ市ヶ尾
鶴見川流域センター見学
16 日（金）13:00～15:00 現地集合・解散
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