青葉区民会議
日時

第 22 回 運営委員会議事録

1 月 24 日（木）

委員出欠

区役所 301 号会議室

15 時～17 時

健康・福祉・教育

×

中山

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

×

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

松尾

〇

小池由

木暮職員
2．部会報告

3．広報委員会

5．北部まちづくり交流会案
進行：嶋田

〇

4．ちらし

交通まちづくり公開講座

6．プロジェクターで上映

書記：小池

Ⅰ

報告・連絡事項

1.

代表報告
・賀詞交換会

参加委員が少なかったので報告は特になし

・ロビー展示

活動の途中見直しとして。

・田園都市線駅周辺のまちづくりプラン（藤が丘駅周辺プラン）改定素案への意見募集は区民会議
委員数名からも提出されている
http://www.city.yokohama.lg.jp/toshi/chiikimachi/denentoshi/
藤が丘駅周辺のまちづくり協定

横浜市都市整備局市街地整備推進課
東京急行電鉄

学校法人昭和大学

また、1 月に開催された地域検討会への参加委員もおり、今後の様子を見守りたい。
→会場で出た区民意見など・・3 月の交通まちづくり公開講座とも連動する内容が多々あり
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
中学校給食の勉強について顧問議員に聞くという意見も出たが、運営委員会ではまず、担当の教育
委員会から話をきいてはどうかということにしました。事務局を通じて調整を依頼
・自然・環境部会
川和遊水地への見学の案内(2 月 20 日 10 時) 各部会で呼び掛けて欲しい
・安全・安心・まちづくり部会
公開講座ちらし配布の依頼

2 月部会へ配布できるよう準備します。

3 月 3 日(日)交通まちづくり公開講座

つどいとして開催予定です。

３．広報委員会
・50 号編集のスケジュール確認
・12 期区民会議活動報告書の準備→記入フォームを各部会長へ送付します。3 月に印刷を行います。
・公開講座 2 月―ちらしを各地区センター、駅など主要施設へ配架済み
田園都市リビング紙、ひろたりあん、タウンニュース紙に掲載
・ウェブアンケートは開始

まだまだ回答者が増えないのですが宣伝をよろしくお願いします。

４．プロジェクト関連
オープンデータプロジェクトチームに高齢者分布と高低差地図、バス路線を一つにしたマップを作成
依頼中

公開講座で使用する予定です。

５．事務局報告
広報記事

2 月 1 日号

●13 期準備

3 月 3 日の講座、

13 期青葉区民会議委員募集

区民会議ガイドブック内容の修正改定の準備
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Ⅱ

議事事項

（決定事項／保留事項）

1．WEB アンケート
青葉区みんなの声

としてスタートしました。

2 月公開講座までに防災関連のアンケートを公開中。（1 月中実施）
3 月公開講座のために 2 月実施できるように交通関連アンケート作成予定。
アンケートの PR として、区民会議ニュースにも宣伝、QR コードも掲載する予定です。
ウェブアンケートでは各部会関連のものを想定しています。子育てなどは福祉部会とも連携をしたいので
部会訪問する予定（松尾さんが行きます）
ウェブアンケート回答者数を増やす工夫を・・みなさんの協力も必要です。
2．公開講座１

減災まちづくり公開講座

2 月 10 日（日）

安全・安心・まちづくり部会で進めています。各部会からも参加してください。
3．公開講座 2

つどい／交通まちづくり公開講座

3 月 3 日（日）

ちらしができ次第部会でも配布協力してほしい。
4．北部 4 区まちづくり交流会

部会員へ参加依頼を！！

3 月 16 日（土）15:00－17:00

緑区市民活動支援センターで（中山駅徒歩 7 分ぐらい）

青葉区からの報告は安全・安心・まちづくり部会が行います。本日 PPT で紹介、さらに内容を詰めて
準備します。
（総務課にも確認する予定）交流会後懇親会が近くの会場で行われます。
（参加費 2000 円程度）
交流会参加（懇親会も含め）の確認を各部会でまとめてください。
5．総会
例年どおり 4 月ごろを予定

事務局と会場の都合を調整する

後日部会長へ連絡
6．その他
・運営委員会開催日程について：31 年度の会議室仮予約を事務局がしています。現時点では木曜日を
予定していますが、第 1 回運営委員会で再検討も可能。その場合どの程度会議室がとれるかは未定。
支援センタースペースも検討してもよいので柔軟に対応することにしました。
・松尾委員より区内でのさまざまな取り組みの紹介があり、区民会議としても機会があれば接点を
持つ工夫を進めたい。
・福祉避難所に関連して、区に何人の保健師がいるのか、災害時に活動できるようになっているのか質
問がでました。後日回答をもらいます。
・区提案制度について

Ⅲ

担当から説明を受けられるよう事務局へお願いした（次回予定）

今後の予定
次回運営委員会
広報委員会
勉強会

III．

2 月 28 日(木)15:00-17:00
同日

13:30

1 階支援センター

中学校給食について

教育委員会

14:00－15;00 予定

各部会報告

自然・環境部会
部会員数

1 月 21 日(月)18:00－20:10

（11 名）

青葉区民交流センター

参加者数（5 名）
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Ⅰ．運営委員会からの報告及び関連議論
1)後期ロビーパネル展（1/15〜18 の 4 日間開催） 当部会からは「青葉区の美しい自然と水と緑の景観」と「市が
尾駅から寺家ふるさと村への散策路」を出展した。
2）公開講座１：
「地域における安否確認、避難所、福祉避難所との関係は？」説明と議論。開催日時：2 月 10 日（日）
午後２時〜４時、区役所４階
当部会からの参加予定→

飯塚、福島、小杉の３名（鈴木委員保留）

3）公開講座２（つどいを兼ねる）
：「交通まちづくり」（地域と小さい交通）説明と議論開催日時：3 月 3 日（日）
午後１時〜３時、区役所４階
4）北部まちづくり交流会
開催日時：3 月 16 日（日）午後３時～５時 懇親会は６時〜８時予定
内容：

各区が取り組んでいることを発表（幹事区は緑）

青葉区は、安・安部会が、
「災害情報

行政の対応と住民への広報」を予定

5）ウェブアンケートについて
前月に引き続き意見交換をした。自然・環境部会としてもアンケートを検討したい。
Ⅱ．部会議事内容・検討課題など
1)「第１２期活動報告書」作成について（関連して１２期部会活動の振り返りを行う
・ 「１２期区民会議に参加して」→全員作成（200 字ほど）次回部会迄に加茂さんに提出
その他の部会のページ「部会活動のまとめ」他→ 未定
・寺家や駅前案内板など、区や市への粘り強い要望提案に応えてくれた案件も有った。
２）緑に関する区の取り組み「区提案反映制度（区局連携促進事業）
」を再確認し議論した。
３）加茂部会長より横浜みどりアップ計画市民推進会議委員 退任と活動内容の報告.
４）来期に向けて、今後の部会活動について全員で議論した。
（まとめ）自然・環境への取り組みは今後も是非継続したいが、より広い知見を集め、内容のある議論や提案活動
などをしていくために、他部会と一緒になり「まちづくり」という広いステージの中で多くの委員と考え、活動
をしていきたいという結論になった。
５）川和遊水地、川和市民の森見学会
２月２０日（水）１０時

市営地下鉄川和駅集合予定

Ⅲ．その他
・藤が丘駅周辺の未来（再整備計画）をみんなで考える

ワークショップ（主催：横浜市、東急、昭和大学、

1/18～20 計３回開催）に参加した小杉委員より報告があった。
次回の予定：２０１９年
田奈

健康・福祉・教育部会
部会員数

２月１８日（月）１８時〜

区民交流センター （第３月曜日に変更になりますのでご注意願います）
1 月 15 日(火)

（14 名） 参加者数（

18:00-20:00

ビオラ市が尾

１階研修室

6 名 ）

Ⅰ．１２月運営委員会の要点報告
１．当部会から下記を報告
①教育関連の知識を地域に還元するのに熱心な大学教授と接点が出来た事を紹介、部会での説明機会を含め、具体
化し始めたら事前に運営員会に報告する、と説明。
②中学校給食の「横浜学校給食をよくする会」と会う予定、と紹介。
⇒運営委員より「この団体だけでなく複数の関連組織から話を聞いた方が良い」。 （本件は議事事項に続く）
２．他部会の活動内容を部会報告に沿って説明、２月の「防災・減災公開講座」と３月の「区民のつどい」の内容
を紹介し部会員に参加を呼び掛け。
３．部会員より「前月の運営委員会議事録は部会前に配布して欲しい。ＨＰでも最新の議事録は１１月分まで」。
Ⅱ. 議事事項/報告事項
１．中学校給食
■部会で下記の意見；
「食育の大切さの理解が不足し、未だ“家庭の味＝弁当が大切”という古い見方が強い」「予算要望で提案した“青
葉区が特区となり先行実施”は市にどう受け取られているのか？」「署名活動だけでなく実現に向け
具体的に活動している組織は？」等。
■部会の結論；
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中学校給食の市の対応状況・進捗状況に詳しい顧問から部会で説明を受けたい。ついては、顧問達への依頼方法に
つき 1 月の運営委員会で相談する。
２．子供食堂
青葉区内の現状、課題につき情報交換したが、部会としてどう取り組むかは「難しいかな」とペンディング。
３．パネル展
区民まつりで作成した「ケアプラザの勉強」シートを利用、としたが、当該シートが紛失したので、同じシー
トを急遽作成し展示する。
運営委員会への要望
① 中学校給食につき顧問からの説明を希望するが、その手続き方法は？
② 部会をスムースに進めるため、前月の運営委員会議事録は部会前に部会員が読める様にして欲しい。
次回部会 ２月１２日（火）１８時～
ビオラ市ヶ尾
安全・安心・まちづくり部会 1 月 11 日(金)18：00‐20：00
部会員数 （22 名） 参加者数（7 名）

ビオラ市ケ尾一階研修室

【本日の議題】
1.『WEB アンケート』
（Vol1、2 と Vol３以降）
「青葉区みんなの声」で 1 月 11 日リリース済
テーマ毎の掲載期間、集計・結果公表等明確にしてゆく
各部会にテーマ候補募集中だが、
「Vol３交通問題」に続くテーマをリストアップする。候補「子育て」
「緑・自
然」
「プラスチック」
「食の安全」「アレルギー」等を検討
災害時の課題は「トイレ・キッチン・ベッド」のＴＫＢだ
2.『パネル展示（1/15㈫～18㈮）』
（区民まつり・青葉台マルシェ）
1/15 火曜日、9 時区役所集合「活動紹介」
「新規メンバー募集」
「区民まつり」
「青葉台マルシェレポート」
「区内
まちあるきレポート」を掲載
1/18 金曜日、撤去作業 16 時より
3.『要援護者対策と共助』
（2/10 日曜）
チラシ完成、各施設に配布（地域ケアプラザ・地区センターへ各 15 部、分担）
1/27 防災講演会（青葉公会堂）にチラシ持参
当日の役割分担（受付：伊藤、三好・挨拶：渡辺・進行：小池・写真：松尾）集合 13 時
広報：区広報、サンケイリビング、ひろたりあん
4.『公開講座：交通まちづくり』（3/3 日曜）
区広報 2 月号掲載（13 期会議メンバー募集同時掲載）
5.『横浜北部まちづくり交流会』（3/16 土曜開催予定）
「行政の対応と住民への広報」
（台風 24 号、7/28）
6.『13 期にむけて』（12 期活動報告）⇒原稿提出期限を 2/15、金曜日とした
まちあるき青葉台（H２９．6/11）担当 関谷
青葉台 交通量調査（9・13）担当 小池
交通まちづくりアンケート（12/4～８）担当 松尾
鶴見川流域センター見学（H30．2/16）担当 渡辺
子育て（担当 松尾）
高齢社会の交通（担当 木村）
防災・災害食（担当 渡辺）
ひとことコメント（全員）
【追加報告】第一回 「区民会議ニュース 50 号編集会議」
1/15、火曜日、10～11 時＠1F 支援センター内
発行日⇒3/15 頃を予定
掲載内容は以下の予定
1 面⇒「3/3 区民のつどい・公開講座」
2 面⇒「2/10 公開講座」
「区役所各課訪問」
「勉強会報告」
3 面⇒各部会活動報告：「流域を考えるシリーズ４」
「加茂のつぶやき」
「福祉、地域ケアプラザ」
「青葉台マルシェレポート」
4 面⇒「区長インタビュー」
（1/22 午前中を予定）
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今後のスケジュール
第二回⇒2/15 火曜日、15 時
第三回⇒2/28 木曜日、13 時 30 分
【1/18 勉強会報告】
「青葉区みんなの声」今後のアンケート項目について検討した（他部会とも検討する）
「青葉区の子育て」⇒「必要なもの」「邪魔なもの」
「優れている点」
「劣っている点」
「緑を増やそう」⇒「自宅の緑」
「まちの緑（公園・街路樹）」
「緑と生き物（ミツバチ・動物・野鳥）
」
「プラスチック」⇒マイクロプラスチック（食への混入・自然破壊）自然素材への置換
「食の安全」⇒食品添加物、アレルギー、地産地消
暮らしの中の移動手段⇒移動目的と移動手段、新しい移動手段
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