青葉区民会議
日時

第 19 回 運営委員会議事録

10 月 25 日（木）

委員出欠

区役所 301 号会議室

15 時～16 時 40 分

健康・福祉・教育

×

中山

〇

齋藤

×

飯塚

自然・環境

×

加茂

×

福島

〇

小杉

安全・安心・まち

〇

渡辺

×

鮫島

×

小池仁

役員(太字)

〇

嶋田

事務局

川口係長

配布資料

1．レジュメ

進行：嶋田

木暮職員

〇

松尾

〇

小池由

寺澤職員

2．部会報告

3．区民まつりクイズ

4．

書記：小池

Ⅰ

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

前回運営委員で一部修正について：

一部説明などを付加し、最終提案として中山部会長名で提出を運営委員会で了解した。
こども食堂について勉強を始める準備。他部会との連携も視野にいれて進める。
・安全部会松尾副部会長が部会へ参加し、情報共有を行った。
・11/29 グループトーク「みんなで話そう！横浜での子育て」こども青少年局
＊参考

青葉区会場

http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/kikaku/2018minnadehanasou.html

・地域の課題を見える化できると良い

・・・・オープンデータ活用プロジェクトへ可能

・区内の子ども食堂
＊参考

区づくり推進横浜市会議員会議で議員が区へ質問をしています。
http://www.city.yokohama.lg.jp/shikai/kiroku/kudukuri/

区民まつりでは、ケアプラザ調査の結果などをベースに掲示物を作成する。
・自然・環境部会
H31 要望提案内容 5 項目について再度説明（小杉）
・部会活動の継続について

現状の課題などの説明がされた

1．横浜市の緑アップ計画が着実に進む中、部会で取り上げる課題を模索することが難しくなっ
ており、部会の役割の一部が終わったのではないか
2．部会活動の目的の明確化や、部会員の出席者が減り活動が難しい。
3．街づくりの視点で他部会と一緒にできないか
上記課題については、13 期委員募集などもあるので今後正副部会長会で検討していきたい（嶋田）、
・安全・安心・まちづくり部会
まつり用クイズは本日提示

当日 250 部、解説編と合わせて準備をする

解説編については、当日会場で目を通してもらいたい。（説明できるように）
他部会と連携できる切り口が多々ありそうなので、今後検討。
３．広報委員会
・49 号

配布ずみ

・ウェブアンケートに関して

第 2 回会議を開催予定

→福祉部会より部会での説明要請があり

部会で内容を確認してほしい

11 月 13 日

・12 期区民会議活動報告書の準備→各部会も準備を始めて欲しい。
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４．プロジェクト関連
５．事務局報告
区民まつり会場確定

電源も了解

事前印刷も了解

当日 事務局からも机椅子など貸し出しします。
●13 期準備
Ⅱ

議事事項

区民会議ガイドブック内容の修正改定の準備

（決定事項／保留事項）

1．横浜市予算への要望提案
H31 要望提案

健康・福祉・教育部会

前回運営委員で一部修正について：

一部説明などを付加し、最終提案として中山部会長名で提出を運営委員会で了解した。
2．区民まつり

11/3

・区民会議クイズとして 250 部
まつり終了後

配布

解説編も同じ。

ホームページからも紹介予定

運営委員は 9 時集合

設営（テーブル、ボード、クイズ準備、掲示、コーヒー）

部会協力者は 9 時半集合

午前・午後に分かれて

区民必携、まつり会場案内なども配布

法被を用意

3．部会間テーマの進め方
・正副部会長会議で進めます
4．その他

後期事業の確認

・ロビーパネル展示

1/15～4 日間

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。
・公開講座
2 月 17 日（日）

3 月 3 日（日）4 階会議室予約

交通まちづくり公開講座企画の提案
企画内容が固まり次第、都市整備局（交通計画関連）
、道路局（交通サポートシステムなど）に
ついて担当者に来てもらえるよう事務局より手配してもらう
パネリスト手配（小池）
要援護者対策についての講座企画（検討中）
＊委員募集を 1 月広報に掲載予定→募集記事締め切りは 11/15 となるので間に合うか要検討。
Ⅲ

今後の予定
次回運営委員会
勉強会

III．

11 月 22 日(木)15:00-17:00
未定

各部会報告

自然・環境部会
部会員数

10 月 15 日(月)18:00－20:05

（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．運営委員会からの報告
＊「平静３１年度横浜市予算に対する要望・提案」 ５件

提出報告。

健康・福祉部会はこれから提出予定（子供食堂について）
＊広報委員会

「区民会議ニュース 49 号」完成、配布した。

仕分け作業（連合町内会長会への配布）参加者は４名と少なかった。
＊勉強会について

→

テーマの希望が有れば出してほしい。
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＊後期ロビーパネル展
各部会 1 枚程度

１／１５〜１８予定

（１３期委員募集も兼ねて行う）

活動紹介を作成予定

＊H29 自然・環境部会から要望提案した「市が尾駅から寺家ふるさと村への案内」について「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。
＊区民まつり（11/3）

小杉委員が担当、

10/3 出展者説明会に参加

安安部会企画のクイズを区民会議全体のクイズにすることになったため、自然環境部会関連設問を 1 問追加した。
（配布し、内容について議論した）
Ⅱ．部会の検討課題
(1)区民まつりについて

出店場所は昨年と同じ、区役所１階（エレベータ横）

・当部会の参加メンバーを再確認した。
午前：（９時３０分～１２時３０分）

飯塚、太田、小杉、

午後：（１２時３０分～１５時）
コーヒー担当：
(2)これからの活動

小杉

（終了後、全員で片付け）

鈴木
（来期に向けて部会の活動について全員で議論、以下の意見が出た）

・最近横浜市や青葉区の緑関連の取り組みが「ガーデンネックレス横浜」のように「花」に偏っている。 もっと
緑にも目を向ける取り組みをしてほしい。
・「区内の恵まれた水と緑の環境を次世代に残したい」というテーマを柱に部会活動（広聴・課題整理・提案・公
開講座など）していくことが難しくなってきた。地主がいて活動している人達がいる。その方達を差し置いて広
聴・提案活動などをすることは難しい。
・みどりアップ計画が課題を推進している中、部会の役割の一部は終わったように思う。
・何をやる部会かをはっきりさせる必要がある。

・部会出席者、活動できる人が少ない。

・街づくりの視点で、他部会と一緒に課題を見つけ解決する活動をできないか模索したい。
（３）その他
＊１２月の部会開催日変更
＊次回の予定

２０１８年１１月１２日（月）１８時〜

健康・福祉・教育部会
部会員数

都合により 12/10（月）から 12/11（火）に変更する。

10 月 9 日(火)

（14 名） 参加者数（

18:00-20:00

田奈

ビオラ市が尾

区民交流センター

１階研修室

5 名 ）

Ⅰ．運営委員会からの報告 要点のみ
1）運営委員会報告
中山欠席のため斎藤副部会長が内容報告をした
2）広報委員会報告
広報紙「区民会議ニュース 49 号」配布担当者を決める
（各地区センター・地域ケアプラザ・駅等）
3）プロジェクト報告
WEB アンケートを設置する
Ⅱ.議事事項/報告事項
1） 横浜市予算に対する要望・提案について
「中学校の学校給食の導入について」
＊検討した結果 内容等は問題ないが更に検討することとした。
2）区民まつりについて
安全安心部会の松尾部会長より 3 部会にて、クイズを作成する旨の説明があり検討した結果、健康福祉教育部
会のクイズ（案）を承認された。
＊区民まつりにて掲出するパネル作成について
地域ケアプラザについて、「ケアプラザアンケート」をベースに 10 月 29 日（月）に作成することとした
Ⅲ．その他
1） 安全・安心部会の松尾部会長が出席されました
・今後の事業内容の説明 ・子ども食堂の冊子を持参
・森ノオト「子育てツアー」の参加について・その他のお話がありました。
2）中山部会長が欠席しました。①次回部会
11 月 13 日(火) 18：00～ ビオラ市が尾
安全・安心・まちづくり部会 10 月 5 日(金)
部会員数 （22 名） 参加者数（6 名）

18：00-20:00

【運営委員会報告（9/27＠区役所 301 会議室】参加 10 名
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ビオラ市ケ尾一階研修室

1.代表報告（嶋田）
2.三部会報告
・健康・福祉・教育部会（斎藤）
「平成 31 年度 要望・提案」⇒「横浜市立の全中学校に学校給食の導入を要望します」
※資料の出典を明確に、正確な表現に留意を、等指摘あり
「こども食堂」について勉強を始める。「ケアプラザ調査」は進め方の見直しを行う
・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⇒安安部会 5 名参加
「平成 31 年度 要望・提案」⇒「恩田の市民の森（仮称）」の整備と開園」「青葉区版水と緑のウォーキングマッ
プの作製」
「ウォーキングイベントにミニ解説ガイドをつける」
「市が尾駅から寺家ふるさと村までの鶴見川沿いの
散策路を区推奨のウォーキングコースとして整備」
「寺家ふるさと村の紹介欄に市が尾駅からの徒歩コースの追記」
5 点を要望
・安全・安心・まちづくり部会（松尾）
「区民まつりクイズ」検討項目を紹介⇒区民会議全体のクイズとすることに多様な「まちあるき」を計画中、「子
育てまちあるき」を 3 部会で共に歩く事を提案
3.広報委員会
・49 号、配布仕分け完了（協力者が少なかった）運営委員会後、施設・駅等への配架を依頼
・
《ウェブアンケート》
「青葉区民会議」内の位置づけ、目的を再度説明、各部会の協力を再度要請
4.プロジェクト関連
・
「勉強会」テーマ・講師等の希望を出してほしい
・つどい・公開講座について企画案を作成中（小さい交通第二弾、減災関連等）
※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答があった。
5.事務局報告⇒「区民まつり」
・説明会(10/3)⇒小杉さん出席・場所は未定（昨年通りを希望）
【本日の議題】
1.『区民まつり（11/3）
』⇒クイズ《三部会クイズ》として実施。14 問で二択式、回答しやすく、自然に重要テー
マに理解が深まる事を期待、解説も充実。
2.『横浜北部まちづくり交流会』
（平成 31 年 3 月開催予定）
「行政の対応と住民への広報」⇒台風 24 号を取り上げ、
気象庁・県・市・区の行動、広報の実態。判りにくい情報伝達が無いか、検証
3.『WEB アンケート』
（別紙参照）⇒聞きたい項目をどんどん挙げてゆこう。他部会へも呼びかけ
区民会議の広聴機能の強化につなげたい。当面件数には拘らないでゆこう。
4.『子育て まちあるき』⇒NPO「森ノオト：子育てツアー」活動に注目。福祉部会と協調で
5.その他⇒市への要望・提案について ・自然環境⇒昨年と同じ要望、対応への開示を
「ウォーキングマップ」地図得意な人、グループと協働し、先ずはサンプルを試作してみては
・健康・福祉・教育⇒昨年と同じ要望、回答への対応は
【勉強会（10/19）報告】公開講座・勉強会の提案
①交通まちづくりⅡ
⇒地域と小さい交通を継続して考える（高齢者・子育て層への共助）
②発災時の要援護者対策⇒地域の共助の担い手は自治会か、（データ収集、実施要員、荷が重い？）
次回予定 部会
11 月 16 日(金)18：00～20：00 （ビオラ市が尾）
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