青葉区民会議
日時

第 18 回 運営委員会議事録

9 月 27 日（木）

委員出欠

区役所 301 号会議室
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役員(太字)
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事務局

木暮職員

配布資料

1．レジュメ

進行：嶋田

〇

松尾

〇

小池由

寺澤職員
2．部会報告

3．H31 要望提案

4．区民まつりクイズ（安全）
Ⅰ

15 時～16 時 40 分

健康・福祉・教育、自然・環境

5．ウェブアンケート設置説明

．

書記：小池

報告・連絡事項

1.代表報告
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
H31 要望提案

説明（齋藤）

こども食堂について勉強を始めながら状況把握をしたいとの報告があった。
11 期より行っているケアプラザ調査については進め方の見直しをし、進める。
・自然・環境部会
H31 要望提案

説明（加茂）

H29 要望した「市が尾駅から寺家ふるさと村への案内」については、
「市が尾駅周辺地区案内サイン
再整備計画」の中で案内先の一つとして（駅改札前の地図に）掲載してもらえるとの報告があった。
「5．市が尾駅前に、鶴見川沿いに歩いて寺家ふるさと村へ行く周辺案内図の設置を要望します。
」
・安全・安心・まちづくり部会
区民祭りクイズについて（松尾）→区民会議全体でのクイズへ
部会内でさまざまなまちあるきを計画。子育てまち歩きなど 3 部会で歩くこともテーマとして可能
なのでいっしょにやらないかとの提案あり。
３．広報委員会
・49 号

配布仕分けを行いました。
（協力者が少なかったです。）

・本日

施設や駅への配架を運営委員に依頼

４．プロジェクト関連
・勉強会については部会からも希望を出して欲しい。
・つどいや公開講座について企画案を作成中（小さい交通の第 2 弾、減災関連など）
減災関連では、男女共同参画センター館長の協力可能との返事あり。
５．事務局報告
区民まつり参加説明会

10 月 3 日

場所は未定（昨年通りが希望）
Ⅱ

議事事項

小杉さん

コーヒーメーカー2 台対応できるか確認

（決定事項／保留事項）

1．横浜市予算への要望提案
自然、福祉の 2 部会から提案が出され、内容については確認をした。
自然から H29 横浜市予算への要望提案に出したものについて報告があった。
2．区民まつり

11/3

・各部会からの説明

安全部会よりクイズの案が紹介。福祉部会は、例年通り介護施設紹介とケアプラ

ザ紹介パネル、自然部会は、今回なし。
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・クイズを一部会だけのものではなく、区民会議全体からのクイズにしてはという意見あり。追加案を
求めます。次回最終的にクイズ一本にします。
3．横浜北部まちづくり交流会
・各部会からの報告なし
4．その他

後期事業の確認

内容検討は追って進める。
★再掲

・ロビーパネル展示
第 13 期委員募集も兼ね行う。区民会議全容紹介については運営委員会、広報委員会が作成。
各部会 1 枚程度を予定。

1/15 の週が可能と事務局より。

＊委員募集を 1 月広報に掲載する予定→募集記事締め切りは 11/15 となる。
Ⅲ

今後の予定
次回運営委員会
勉強会

III．

10 月 25 日(木)15:00-17:00
未定

各部会報告

自然・環境部会
部会員数

9 月 10 日(月)18:00－20:00

（11 名）

参加者数（5 名）

青葉区民交流センター

他部会から１名

Ⅰ．安安部会との意見交換会
部会の前に 7/20 に実施した恩廻し公園調節池見学会について、安安部会メンバーにも出席いただき、意見交換を
行った。

（安安部会出席者：

小池、嶋田、渡辺、松尾、三好）

Ⅱ．運営委員会からの報告
＊福祉部会の新部会長が決まる
＊横浜北部まちづくり交流会

中山恒夫さん（老人会推薦委員）
テーマについて

安安部会から提案がありました

（内容については運営委員会議事録を参照願います）
＊広報委員会

「区民会議ニュース 49 号」を 8/27 校了

9/12 に各連合町内会への配布仕分け作業を行う。
＊後期ロビーパネル展示予定

1/15（火）〜18（金）
（１３期委員募集を兼ねて行う）

各部会 1 枚程度の活動紹介パネルを作成
＊区民まつりの内容

企画をまとめる

Ⅲ．部会の検討課題
(1)平成３１年度横浜市予算に対する要望・提案（原案+追加案）について確認、議論した結果、以下の５件を提出
することを承認した。
1) 「（仮称）恩田の市民の森」の整備が進み、開園することを要望
2) 青葉区版「水と緑のウオーキングマップ」の作成を要望
3) ウオーキングイベントの時にミニ解説をするガイドをつけることを要望
4) 市が尾から寺家ふるさと村までの鶴見川沿いの散策路を、青葉区が推奨する
ウオーキングコースとして位置づけ、整備することを要望
5) 環境創造局のホームページで紹介されている寺家ふるさと村への交通手段に、東急田園都市線市が尾駅より鶴
見川沿いを歩いて寺家ふるさと村に行く散策

コースを追記することを要望

(2)区民まつりの部会企画
自然・環境部会はここ１０年ほど、青葉区内の素晴らしい自然・環境をテーマに「青葉区検定（クイズ）
」を実施
してきたが、諸般の事情を考慮し今年は部会活動を紹介するパネル掲示での参加とした。
次回の予定

２０１８年１０月１５日（月）１８時〜
田奈

区民交流センター

進行（加茂）

2

書記（福島）

健康・福祉・教育部会
部会員数

9 月 11 日(火)

（14 名） 参加者数（

18:00-20:00

ビオラ市が尾

１階研修室

8 名 ）

Ⅰ．運営委員会からの報告 要点のみ
運営員会の報告内容についての話し合いがあった場合は記載
①大友部会長退会に伴い健康福祉教育部会の新体制を発表し今後の
活動方針等について検討した。
②区民まつり（11/3）の部会としての企画の検討
地域ケアプラザの所在地ほかピーアール等のパネルの作成（10 月の定例会にて作成）
③ロビーパネル展について
地域ケアプラザを中心にした青葉区の介護施設を紹介等のパネル作成
④各部会の報告
⑤広報委員会報告
区民会議広報配布の仕分け作業協力要請
Ⅱ. 議事事項/報告事項
①横浜市予算に対する要望・提案ついて
当初予算に対する要望・提案については部会の体制不安定な状況などを理由に提出不可能と考えていたが体制が整
った事もあり、要望提案等は継続するべきだとし、事務局にお願いし継続することとした。
継続事項 ハマ弁当の問題点について
②区民まつりのパネルづくりについて
10 月 9 日の定例会にて作成
各人が意見等を持ち寄りまとめることとした。用具等も持ち寄る
ⅲ. その他
＊地域寺子屋食堂（子ども食堂）等の現状を把握して問題点等を検討して将来性を考えてみる
＊部会の定例会について 今後は原則として 第二火曜日 とする
①次回部会

10 月 9 日（火）

18：00～

安全・安心・まちづくり部会 9 月 7 日(金)
部会員数 （22 名） 参加者数（8 名）

ビオラ市が尾
18：00-20:00

ビオラ市ケ尾一階研修室

【第 17 回 運営委員会報告（8/23＠区役所 301 会議室】参加 11 名
1.代表報告（嶋田）
・「健康・福祉・教育部会」部会長が中山さんに決定、運営委員会で協力体制で進める
２. 三部会報告
・健康・福祉・教育部会（斎藤）
新部会長（部会報告 作成、送付）中山さんに決定、広報委員 斎藤さん・大和田さん（継続）
「平成 31 年度 要望・提案は無し」
・自然・環境部会（加茂）
「恩廻公園調節池訪問後の意見交流について⇒9 月 10 日㈪18 時、田奈交流センターで開催予定
「平成 31 年度 要望・提案」⇒9 月 10 日終了後、速やかに提出を予定
・安全・安心・まちづくり部会（松尾）
「平成 31 年度 要望・提案」⇒8 月 23 日、提出
「ケアプラザ」関連について、健康福祉教育部会と意見交換を予定
３．広報委員会
・49 号は 27 日校了とする。24 日までに修正箇所の確認を。印刷・納品は９月 11 日
・仕分け作業は 9 月 12 日（水）14：00～16：00 3 階打ち合わせスペースを予定
・
《ウェブアンケート》 部会活動を具体的に進めるためにも、何をアンケートするか、部会で検
討し、担当者などを決めておいてほしい。
４．プロジェクト関連⇒なし
５．事務局報告
・「区民まつり（11/3）」 参加説明会(10/3)⇒小杉さんに出席をお願いした。
【本日の議題】
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1.『区民まつり（11/3）
』
☆飯島原案を参考に、文言を検討。⇒21 日勉強会で検討（A4×1 頁、10 問程度に編集）
2.『WEB アンケート』
（広報委員会活動）⇒広報委員と三部会から選出の担当者で検討する。
☆アンケート実施の目的⇒広聴（要望・提案の根拠として区民の声を集める）
☆ＰＲ手段⇒区民会議ＨＰ、ＦＢ、活動団体へ協力を依頼等、先ずは百件の回収を目指す
3.『横浜北部まちづくり交流会』（平成 31 年 3 月開催予定）
①「行政（気象庁・県・市・区・警察・消防）の対応と住民への広報」
（台風 12 号、7/28）
☆小池案の紹介、詳細は次回以降検討。
以下の議題②③、４．は時間切れ、次回へ持ち越し
②「WEB アンケート」企画から実施・分析まで
③「まちあるき・まちづくり」
4.『ケアプラザアンケート』
5.その他
☆勉強会講師候補として常光さん（男女共同参画社会センター）を検討
☆北海道地震発生を受け、
「停電・断水への事前準備の重要性」のＰＲの必要性を確認した
部会
勉強会

10 月 5 日（金）18：00～20：00 ビオラ市ヶ尾
10 月 19 日（金）18：00～20：00 ビオラ市ヶ尾
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