青葉区民会議 第 13 回 運営委員会議事録
日時

4 月 26 日（木） 区役所 406 号会議室 15 時～16 時 45 分

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

〇

小杉

安全・安心・まち 〇

渡辺

〇

鮫島

×

小池仁

役員(太字)

嶋田

○

事務局

木暮職員

配布資料

1．レジュメ 2．部会報告 2．アンケート報告 3．

〇

松尾

〇

小池由

（事務局より）
進行：嶋田
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書記：小池

報告・連絡事項

1.代表報告
・交通まちづくり公開講座実施の報告 アンケート報告を使って松尾副部会長が詳細報告
・横浜北部まちづくり交流会報告書が完成。HP に掲載しているので、必要に応じて各自印刷して
ほしい。
２. 三部会報告（各部会長）詳細は下段に記載
・健康・福祉・教育部会
運営委員会より部会員数の確認を依頼 他部会参加と部会登録は別として員数確認
・自然・環境部会
委員 1 名が安全部会へ移動
恩廻し公園調節池訪問日程は決まり次第呼び掛ける予定
・安全・安心・まちづくり部会
市ケ尾町にあるマンション自治館より、地域の災害時要援護者への支援について、提案書が
届いており、後期、部会で検討を進める予定
福祉避難所の在り方などの課題に関連して、市が尾町のマンション自治会より提案書が届い
ていますので、後期はこの課題について検討を進める予定。
いっとき避難場所、避難所、避難場所、福祉避難所などの名称の違いについて理解を進めて
欲しい。
３．広報委員会
・49 号編集会議は 7 月初旬を予定 各部会
・公開講座では HP やとくらくといったインターネットで情報を得て参加した人も増えてきているの
で、青葉区民会議 HP 上で e アンケートなどを開設し、区民と双方向で広聴、広報ができる仕組み
づくりを検討する。第 1 回を 5 月 23 日（水）午後 1 時 301 会議室で。
各部会より広報委員またはこの件に興味のある人の参加を求めます。
４．プロジェクト関連
・オープンデータ活用 PT
3 月 28 日（火）10:00－12:00 区役所職員との意見交流開催ずみ 報告書は次回
交流内容について口頭で説明 今後 PT は新年度も継続とのことなので、交流の機会を継続して
欲しいことを伝えた。
５．事務局報告
・中間総会顧問への案内送付済み

当日の必要備品の確認

６．勉強会報告 なし
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７．中間総会の出欠確認
当日集合時間を 9 時にしました。 受付は各部会より 1 名お願いします。
当日使用するデータはできたら 5 月 8 日までに提出してください。
印刷が必要な場合も必要なデータを送付ください。
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議事事項 （決定事項／保留事項）

1．交通まちづくり公開講座企画 報告と意見交換
・小さい交通の意義や趣旨は伝わっていた。
・広報として数か所ケアプラザへ行き所長にも伝えたことが良かった。その結果ケアプラザとの今後
つながりができる可能性が出てきた。ケアプラザとして交通まちづくり（地域交通）に関心がある
ところがありそう・・
（公開講座へ参加したケアプラザが 2 施設）
・ケアプラザ調査（福祉部会）へ期待したい。
（ケアプラザ側の課題と部会（市民）側が考える課題を
出していってはどうか）
・福祉部会と安全部会との情報交換・連携を進めては
・ビオラ市が尾での登録団体交流会へ参加（大友、渡辺）
・まちづくり、まちの構造→小さい戸建て住宅（都内の密集型）が広がることへの防災上の危惧が出
たが、逆に若い層も購入可能な地域に変化しているという見方もできるという意見もでた。

4．中間総会
・5 月 12 日（土）10:00－13:00 4 階会議室
9 時集合 設営 受付準備
・顧問議員の情報提供や意見交流があります。
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今後の予定
次回運営委員会 5 月 24 日(木)15:00-17:00
勉強会

13:00‐

内容未定

III． 各部会報告
自然・環境部会 4 月 9 日（月）18:00－20:00
区民交流センター
部会員数 （12 名） 参加者数（8 名）
他部会から１名 嶋田代表含む
・嶋田区民会議代表より、4/21（土）午後１時～３時に開催予定の公開講座
「これからのまちづくりと“小さい交通”
」の案内があった。都合がつく方は是非参加を。
鈴木さんに受付担当の依頼があり、引き受けていただいた。
（１） 運営委員会報告
・区役所ロビー・パネル展示：３月５日（月）〜３月１０日（金）
川口係長から「活動内容の説明を受け、活動の理解が進んだ」と感想があった。
・中間総会：５月１２日（土）１０時〜１３時
区役所４階会議室
原則全員出席
昼食有無を４月１１日までに（２次締め切りは４月２６日）
4/9 現在出席予定者→ 加茂、小杉、鈴木、福島、大野
・区民会議ニュース 48 号：
出席者に配布（自治会には配布・回覧済み）
加茂部会長より部会記事について説明があった。
・オープンデータ活用プロジェクト ３月２８日（水）１０時〜開催。
出席した三好委員より内容・事例報告があり、それについて議論した。
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・勉強会報告： 菊名のお出かけバス ３月２２日（木）１３時〜開催
（２）平成３０年度の現地調査活動について
①報告： 保木桃の里 3/19 実施（参加：加茂、小杉、鈴木、三好）
②計画： 恩廻し公園調節池 ７～８月頃に実施したい。
（３）意見交換
前月の宿題：
「まとまった緑の保全について今後具体的に何を区市へ提案していくか」
について、福島委員より提出された私案について説明があり、全員で議論した。
報告＆議論の内容（要旨）
・改定「青葉区まちづくり指針」で区が考えている「課題」と「取り組み指針」
・実際に区が取り組んでいる事業等、 ・区提案反映制度（区局連携促進事業）
・区配布予算の状況、
・横浜みどりアップ計画の推進状況
この意見交換は今後も継続して行っていく。
今後の予定：
・公開講座：4/21（土）１３時～１５時 区役所４階会議室（できるだけ参加を）
・中間総会：5/12（土）１０時〜１３時 区役所４階会議室（できるだけ参加を）
次回の部会
２０１８年５月１４日（月）１８時〜
田奈：区民交流センター
健康・福祉・教育部会 4 月 10 日(火)18:00-20:10
ビオラ市が尾
１階研修室
部会員数 （15 名） 参加者数（11 名 ） 他部会 1 名
他外部者 1 名
・嶋田代表、公開講座参加及び意向主旨説明
部会としての関連質疑が盛り上がったが時間の関係で中断する。
・当部中山部員、横浜市長表彰の発表
。区民会議ニュース No48 の配布及び部会討議事項の反映の件
・区民公開講座への協力支援について
（イ） チラシの配布、個人レベルの広報
（ロ） 参加者募集（当日当部参加者、最終的に３名＋１名）
・中間総会対策
（イ） 当部公開講座の集約
（ロ） ケアプラザ訪問等の発表形式及び内容の検討
（ハ） 介護施設一覧の報告方法の検討
（ニ） 積年の養護学校増への当部要望内容が３年後具体化へ
検討事項
教育関係で中川西中学校（横浜最大の中学校）ユニーク校長の方針研究他、ハマ弁を含め子育、教育現場の
問題を再検討する事とする。
時間内で消化不良の案件はメールで相互意見交換する。
平成３０年５月８日（火）１８：００～２０：００ ビオラ市ヶ尾１階研修室 予定
安全・安心・まちづくり部会 3 月 2 日(金) 18：00-20:00 ビオラ市ケ尾一階研修室
部会員数 （24 名） 参加者数（8 名）
【運営委員会報告（3/22＠区役所 3 階 406 会議室】
1.（代表報告）
・ロビー展示（3/5～9）5 日間、各部会の協力で無事終了
※川口係長からは、活動内容の説明を受け、活動の理解が進んだと感想があった。
2.三部会報告
《健康・福祉・教育部会》
・ケアプラザ訪問アンケートについては中間総会である程度報告掲示できるよう部会内対応チームを作って
進めるよう運営委員会から依頼した。
《自然環境部会》
・恩廻公園地下調整池見学の呼びかけがあったので、各部会で調整すること
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《安全・安心まちづくり部会》
・公開講座への部会協力を依頼（4 月度部会でちらしを配布）
3.広報委員会
・第 48 号の配布仕分け作業終了、自治会回覧で届きます。
4.プロジェクト関連
・オープンデータ活用プロジェクトチーム
※3 月 28 日（火）10：00～12：00 区役所職員との意見交流会
5.事務局報告
・過去の展示ポスター等の整理をしてほしい ➡（一部を撮影保存し、残り廃棄済）
6.勉強会報告
・3 月 22 日(木)13：00～ 「菊名お出かけバス」から入江さんに来ていただき、1 時間半ほど、現状の運行
状況や、さらに課題などを説明していただきました。
会費として一人 200 円 10 人参加で 2,000 円をお渡ししました。
【本日の議題】
1.「公開講座 4 月 21 日(土)」の準備と当日役割分担（検討）
当日スケジュール・担当者を確認
発表内容（パワーポイント原稿）の確認
「松榮さん」からの課題について⇒問題点を洗い出し、今後の部会検討課題とする
2.「12 期 後期」のスケジュール⇒次回以降検討
3.「恩廻公園地下調整池見学」について（参加・日程他）⇒次回以降検討
【公開講座関連】
4.4 月 21 日(土)区役所 4 階会議室、参加者 80 名。
4 月 6 日、公開講座関連で、
「地域貢献送迎バス」運営に関し道路局担当係長とミーティング
緑区、都筑区でのバス運行状況を紹介
アンケート集計参照
部会
中間総会
勉強会
運営委員会

5 月 11 日（金）18：00～20：00
5 月 12 日（土）10：00～13：00
5 月 18 日（金）18：00～20：00
5 月 24 日（木）15：00～17：00

ビオラ市ヶ尾
区役所４階会議室
ビオラ市ヶ尾
（参考）
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