青葉区民会議 第 14 回 運営委員会議事録
日時

5 月 24 日（木） 区役所 301 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

川口係長 木暮職員

配布資料

1．レジュメ 2．部会報告 2．ウェブアンケートについて

〇

松尾

〇

小池由

（事務局より）ミツバチプロジェクト講座ちらし
進行：嶋田
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書記：小池

報告・連絡事項

1.代表報告
・中間総会 部会参加者(自然 5、福祉 5、安全 10 顧問 7)
・顧問との情報共有に関しては有意義な時間を過ごせ、今後の活動に広く活用できる情報を
得ることができた。
・中間総会を初めて経験する委員にとっては事前内容の詳細紹介を行って欲しかった
・委員参加率が低いと感じるので、周知を考えて欲しい。
・他部会との交流ができた。
・3 部会が PPT 報告ができるようになった。
・配布資料は３部会とも準備するようにして欲しかった。
・テーマ別活動について （本日 14 時から開催 出席：小杉、斎藤、松尾、渡辺、嶋田、小池）
部会ごとの活動は今後もさらに進めて欲しいが、活動をさらに推進させるために他部会と
連携を行いたい場合、小会議を開いて進め方について適宜検討し取り組むこととした。
どのように進めるかについて（ルール）は今後形作っていく予定
・横浜北部まちづくり交流会
幹事会（緑区）5/30 出席予定（嶋田、加茂、小池）
部会でも内容について話し合って欲しい
２. 三部会報告（各部会長）詳細は下段に記載 それ以外について列記
・健康・福祉・教育部会
大友部会長が急遽入院のため当分斎藤副部会長が部会長代理を行う
部会報告の一部 内容不明のため削除することとした
・自然・環境部会
恩廻し公園調節池訪問日程参加者を募集 →安全部会より 9 名参加希望が報告された
・安全・安心・まちづくり部会
交通まちづくりアンケートのその後としてインタビューなども検討
福祉避難所の在り方など課題を勉強するために部会では見学会を検討
３．広報委員会
・49 号編集会議は 7 月 2 日(月) 4 時より 会場確保→事務局へ依頼
・ウェブアンケートに関しての会議開催 第 1 回を 5 月 23 日（水）午後 1 時 301 会議室(別紙)
広報委員会として、区民会議ニュース、HP（広報）に加えウェブアンケート（広聴）という
両方のメディアを持ち、青葉区民会議活動を推進します。
今後も、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。
・予算への要望提案に関して、HP に掲載予定
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・
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 報告書は別途送付予定
５．事務局報告
・ミツバチプロジェクト講演会 参加者募集の説明（尾末職員）
http://www.city.yokohama.lg.jp/aoba/00life/11kankyo/30bee.html
・横浜市中期４か年計画 2018～2021(素案) への意見募集について説明があった。
これに関しては代表より個人ベースで積極的に提出して欲しい旨連絡があった
http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/seisaku/chuki2018-/
パブリックコメント５月 14 日（月）から６月 22 日（金）まで
６．勉強会
部会連携の一案として災害時要援護者やケアプラザに関しての勉強会を開催予定
日程
内容

6 月 27 日(水) 16:00－17:00 301 会議室
資料 第 3 期青葉区地域福所保健計画と福祉
横浜型地域包括ケアシステムの構築に向けた青葉区行動指針
勉強内容の重点項目についてはさらに絞って事務局へ連絡

第 3 期青葉区地域福祉保健計画
http://www.city.yokohama.lg.jp/aoba/00life/06fukushi/keikaku.html
横浜型地域包括ケアシステムの構築に向けた青葉区行動指針
http://www.city.yokohama.lg.jp/aoba/00life/08korei/aobahoukatsusisin.pdf

Ⅱ

議事事項 （決定事項／保留事項）

1．横浜北部まちづくり交流会
今回は緑区が幹事区 幹事会を始めるが、部会でも検討を始めて欲しい。
4 区で共有できるテーマ 6 月運営委員会で報告して欲しい
2．後期事業の確認
区民会議ニュース(49 号、50 号)
区民まつり（6 月事務局が申し込み）
、ロビーパネル展示（日程内容の検討）
ウェブアンケート構築作業
予算への要望提案づくり
公開講座

区民のつどい

まち歩き、見学会
各部会で検討しスケジュールを確認しながら進めて欲しい
エクセル表 送付（部会長へ）
Ⅲ

今後の予定
次回運営委員会 6 月 28 日(木)15:00-17:00
勉強会 6 月 25 日(月)13:30-15:30 予定 青葉区地域福祉保健計画ほか

III． 各部会報告
自然・環境部会 5 月 14 日(月)18:00－20:00
区民交流センター
部会員数 （11 名） 参加者数（6 名）
他部会から１名
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I.運営委員会からの報告
中間総会
５月１２日（土）１０時〜１３時
４階会議室
■参加者：区民会議２０名（当部会から５名）、顧問議員７名及び区長、課長他事務局職員
■意見 良かった点：他部会メンバーと交流、顧問からの情報と交流、部会活動報告
要望：
当日の主要なプレゼンテーション資料は全て配布を希望 （安安のみが配布）
課題：
出席者数が少ない
→ 出席者数について対応策などを全員で議論した。
→ 区民会議メンバーを増やす事が重要。
２．公開講座 「これからのまちづくりと“小さい交通”」、
４月２１日（土）１３時〜１５時 ４階会議室
■参加者：８０名
（当部会から５名、小杉、福島、鈴木、三品、飯塚）
区役所、市の道路局職員も含め区外からも多数参加
■一部：大野秀敏東大名誉教授から「小さい交通」の講義、 二部：
“小さい交通”の事例紹介
■ひとしきり、メンバー同士で身近な“小さい交通”の情報交換
（総会と公開講座の状況・説明内容をプロジェクターで紹介した）
３．次回広報委員会 ５月２３日（水） 午後１時～
区役所 ３０１
区民会議ＨＰにアンケートを開設し双方向で情報交換する仕組みを検討する、参加自由
Ⅱ、議事事項
１．見学会 ７月６日（予定）
寺家ふるさと村に集合（１時半）し恩廻公園調節池で施設説明と見学、他部会にも呼掛け
２．今期のこれからの部会活動につき以下を議論
■「市が尾駅～寺家ふるさと村ルートを区民に告知」を区役所に要望するため、既シートを叩き台として、
６月部会で、このルートが“区民に有意義”である事をアピール出来る記載内容を検討
■みどりアップ計画をより深く理解するため「青葉区の実績」を勉強 ⇒ 資料は後日部会長が連絡
■「水とみどりのマップ」作製を区役所に要望したいので、先ず、都筑等他区の既存マップ内容を勉強し、
区役所への説得材料は何か？を検討
Ⅲ．連絡事項
１．７月に区民交流センターは改装工事で使用不可、７月部会の場所は未定
２．津端委員が安安部会に移籍
■次回部会：

６月 １１日（月） １８時～

進行（加茂）

書記（飯塚）

健康・福祉・教育部会 5 月 8 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（10 名 ）
部会長入院のため斎藤副部会長より報告 内容確認できないものについては削除しました。
（１）中間総会参加要請（大友・斎藤・森・中山・八木・飯塚）
（２）中間総会について
15 分の持時間が 10 分に短縮となったので内容の再検討
（イ）主内容は公開講座とケアプラ研究の内容発表とする。
（ロ）介護施設一覧表及び当部提案のハマ弁、養護学校増設にも触れる事とし、大幅に要約する事とする。
（３）横浜市市民活動保険（平成３０年度）の説明
我々のボランティア活動で主として区民会議活動での保健給付の可能性を、又、仕組みについて開示。
＊事務局に市民活動保険が青葉区民会議活動に適応できるか確認する
（４）運営委員会でのスケジュール的なものについて触れ報告
又、まちづくり関係で他部でケアプラの合同研究が可能か否か試問、現況はストレートでは混乱をまねく可
能性があり、情報の提供レベルで協力する事とする。
（５） 今後の部会活動の方向性を次回以降検討する事とする。
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次回：６月５日（火）１８：００～２０：００ ビオラ市ケ尾１階研修室
安全・安心・まちづくり部会 5 月 11 日(金) 18：00-20:00 ビオラ市ケ尾一階研修室
部会員数 （25 名） 参加者数（12 名）
【5 月 11 日部会】
1.「中間総会(5/12)」準備 資料①「部会活動報告資料」⇒持時間 10 分厳守
2.「公開講座（4/21）
」振り返り 資料②「アンケート回収」
⇒次に繋げる為「自治会・社協・ラフール・ＣＰ」等との懇談会で実情把握
⇒アンケート集計から読み取れる課題を抽出、検討内容をニュース、ＨＰ等でＰＲする
⇒「公開講座アンケート」のコメントを精査、区民意識を読み取る
⇒区民会議の活動をもっとＰＲすべき
3.「予算要望・提案」回答を検討 資料③「区政推進課とりまとめ回答」
⇒詳細を検討（次回要望・提案につなげる）
4.「12 期 後期」の活動について 資料④「部会検討資料」
⇒「防災」
「交通問題」を二本柱に、各自検討課題をフリーメールに投稿（5/18 勉強会までに）
⇒「松榮さんの手紙」は区民会議活動のコアになるのでは
【5 月 18 日勉強会】
《5 月 12 日中間総会報告》
1.（部会報告、広報委員会報告、運営委員会報告）⇒小池副代表がまとめ作成中
2.顧問情報提供 市会：横山正人(災害救助法改正について)、
山下正人（殺処分ゼロを目指して他市の事例）、藤崎浩太郎（小学校の教科担任制のメリット）
菅野義矩（福祉の現場から）
）
県議：小島健一（介護の質向上を）
、内田みほこ（ペット事情）、
赤野たかし（公的施設のコスト、今後のインフラ保守整備コスト）
《後期活動について 継続して検討》
1.防災・減災
・避難所運営（共助・自助と公とのギャップを埋めるには？
・マニュアルだけでは安心できない、発災時の行動と連携
・提案⇒「防災推進員」を設置し、行政と自治組織のギャップを埋める仕組みを検討しては？
近隣自治体の事例を研究する
2.まちづくり（まちあるき）
「交通まちづくりアンケート」の分析の深耕
⇒高齢社会、子育て世代等テーマを絞り、を地元の人に聞く、「ちいさな交通」の役割
・子育て（ラフール） ・高齢社会（たまりんば）
・地域課題(鴨志田町)ケアプラーザ、郵便局（戸塚氏）
3.予算要望・提案（30 年度の検証と 31 年度）
・特に提案者は、回答を熟読し、
「完了」
「継続」を判断
4.オープンデータプロジェクト
・区役所内のプロジェクトチームと連携しつつ、データから実態を浮き彫りにしてゆく
《イベント等》昨年度実施下記イベントは本年も実施の方向で
《まちあるき、区民まつり、北部四区交流会、パネル展示、公開講座》
《見学会 恩廻し公園調節池》7 月 6 日（金）13：30～15：30 集合：寺家ふるさと村四季の家
部会
勉強会

6 月 １日（金）18：00～20：00 ビオラ市ヶ尾
6 月 15 日（金）18：00～20：00 ビオラ市ヶ尾
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