青葉区民会議 第 3 回 運営委員会議事録
日時

6 月 22 日（木） 区役所 301 号会議室 15 時～17 時

委員出欠

健康・福祉・教育 ○
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〇

齋藤

×

飯塚
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〇
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安全・安心・まち 〇

渡辺

×

鮫島

×

小池仁

役員(太字)

嶋田

○

〇

松尾

事務局

宮澤係長 木暮担当職員 寺澤担当職

配布資料

レジュメ 1、部会報告 3、安全・安心・まちづくり部会勉強会案内 1、

〇

小池由

交通アンケート企画提案書 1
進行：嶋田
Ⅰ

書記：小池

報告・連絡事項

1.代表報告
①青葉台まちあるき（安全・安心・まちづくり部会実施）
交通や環境についてのまち歩きではあるが、視点を変えると各部会とも連動する内容があり、今
後も継続していくので他部会への呼びかけも今後進めて欲しい。
②7 月度勉強会について
7 月運営委員会直前 1 時半より（7 月 27 日）に予算調整係大熊係長にお願いしているので、部会
員の参加を呼び掛けてください。
8 月度勉強会は、区政推進課吉田課長に「コミュニティリビング」について
①その他
・まち歩きのために必要な情報の勉強会を開催します。（安全・安心・まちづくり部会）
（添付参照）
他部会の参加をお願いします。 部会ごとのとりまとめを渡辺部会長へ連絡してください。
日時場所：7 月 21 日（金）6 時 ビオラ市が尾
内容：景観法や屋外広告物について
都市整備局景観調整課鴇田課長
・横浜北部まちづくり交流会
幹事区の港北区に打診する
・区民会議交流会
嶋田、
加茂、
小池で開催実施案(最終会合となる交流会)を市事務局へ連絡をいれ進める。
・区民のつどい
内容、実施日程は未定 各部会事業を勘案しながら進める
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 顧問議員を部会に呼ぶ件について
原則、公平性担保のため全議員へ案内を出して進めることを確認した。
・安全・安心・まちづくり部会が情報共有に利用している SNS の仕組みに各部会が興味があり、今
後の勉強会項目に入れてはという意見があった。
３．広報委員会報告
・第 1 回編集会議（7/3

15:00 ）開催について各部会での確認をして欲しい。
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各部会での希望掲載記事などを基に原稿編集を開始する。
４．プロジェクト関連
・オープンデータ活用プロジェクト（小池） 開催日程は未定です
５．事務局報告
・区事業について広報周知への協力 ちらしが配布されました

Ⅱ

議事事項 （決定事項／保留事項）

１．安全・安心・まちづくり部会提案について

・アンケート調査企画について
企画内容については了承→詳細を詰めて進める
各部会への協力を求める件 →可能な範囲で
（意見）
－アンケートは交通まちづくりが主眼ではあるが、内容は全部会にも関連することもある
のでアンケート項目については安部会が原案を作成するも、各部会からも出したい。
→7 月に原案を作成するので各部会から意見や項目案を出してもらう
→スケジュールなど詳細を今後詰めていきます。（つどいや公開講座への展開を含め）
2．区民ホール展示について
運営委員会として昨年通り展示を行うこととした。各部会で展示内容について今後検討を始めて欲
しい。展示期間については事務局に依頼 →（10/10（火）～10/13（金）を確保）
3．年間計画

・年間計画 エクセルを送付するので現時点での部会状況を記載してもらう
・企画についても、企画書フォーマットを送付するので、企画段階で案を運営委員会へ提示しても
らい、了承後部会で詳細を進めてもらうを原則とします。
＊企画に関して事務局との調整があります（予算 広報時期）
予算に関して、運営委員会での調整があります （年間予算が決まっています）

Ⅲ

今後の予定
次回運営委員会 7 月 27 日（木）15:00-17:00
勉強会 7 月 27 日(木) 13:30 平成 29 年度青葉区編成予算について
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III． 各部会報告
自然・環境部会 6 月 12 日（月）18:00－20:00
部会員数 （12 名） 参加者数（7 名）

区民交流センター

（１）運営委員会報告
①年間計画表を 6 月運営委員会に提出するよう要請を受けている。
②30 年度予算についての要望提案のスケジュール
8 月に運営委員会に提出
③6 月 22 日予定していた勉強会は延期となった。
④3 部会名簿配布
三好さんが当部会に出席予定でしていたが都合がつかず欠席された。
（２）部内会の役割、分担、名簿の確認
当部会の名簿作成中、各人の携帯電話番号も入れた名簿を次回紙配布する予定。
（３）里山ガーデン観察会を振り返る。
第一回：5 月 23 日加茂、小杉、板垣 3 名参加
第二回：5 月 31 日加茂、小杉、関、太田、鈴木、飯塚、6 名参加
参加した方の感想：
-皆さんと参加し、交流出来て良かった。 今後、自然環境について広く勉強して行きたい。そのため講
師呼んで勉強出来ないか。公開講座をやってはどうか、寺家ふるさと村を知らない人が多い、もう少し
PR する必要あるのではないか。
-里山ガーデンに行って、市としてこの花と緑に対し大きな資金投入しているのに驚いた。里山ガーデンの
みでなく、横浜港前の公園も素晴らしかった。今回市環境創造局の担当の方に案内してもらい、よく理解
できたのは幸だった。更にこの行事をテレビで放映してくれたのが、人を集める効果あったと思う。何事
も PR が非常に大事だと感じ
-観察会も効率よく回るには、出来るだけ専門家の方に同行願うことがよいのではない
（４）29 年度横浜市予算に対する要望提案 回答について
○【緑視率】に関する回答、もう一度確認する必要あるのではないか。大野さんに依頼
○「市が尾高校の傍のバクの案内板・・区役所が改修を行い、綺麗になった。
○寺家ふるさと村の入口に案内表示について、担当課から設置予定の連絡があった。
○市が尾駅前に「寺家ふるさと村」まで歩いていける案内地図の設置を要望
・・・区役所より市が尾駅前 バリアフリー基本構想に基づき、検討しているとの連絡があった。
（５）第 12 期の部会活動について
○市民に呼びかけて 30 人程度の小規模公開講座を計画しよう。
○「みどりアップを見に行こう」
「緑視率」等のツアーを部会で順位して計画。
○ 観察会・見学会
舞岡観察会（再）
、小網代観察会等の案出た
○ エネルギーの地産地消（福島委員） の学習会を継続して行く。
（６）次回はみどりアップ事業の確認と勉強をする（資料ホームページから）
横浜みどりアップ計画（平成 26－30 年度）３カ年の事業取り組み評価
（７）次回の予定：7 月 10 日（月）18 時～
青葉区区民交流センター（田奈）
健康・福祉・教育部会 6 月 5 日（火）18:00-20:00 ビオラ市ヶ尾
１階研修室
部会員数 （16 名） 参加者数（10 名 他部会より ●名） ゲスト名
（１） １２期の活動方針と概略スケジュール検討
前回部会方針の再確認をし下記内容を討議決定
（イ） ケアプラザ訪問内容の検討分析作業チームの組成
取敢えず志願制とし９チームを結成し２～３ヵ月で分析する。
各ケアプラザの特色、メインテーマ、地域性等の課題を検討する。
その後、報告書を作成する。
（ロ） 会報記事の提案を求める（部会員に）。
編集方針等の確認、どうあるべきかの検討。
（ハ） 公開講座へ向けての準備対策
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（ニ）

（ホ）
（ヘ）

（ト）

奈良地区老人会のデモンストレーションは延期とする。
事務局の意向を６月１３日打診、指示を仰ぐ。
病院側と７月１０日先方と意見のすり合わせをする予定。
実施出来れば９月後半、１０月上旬を目標に準備を整える。
ハマ弁対策
折角の全校実施が決まり乍ら、実施率１．１％は残念な結果であり、事務局と相談の上、顧問議員
を部会に招き勉強会を実施すべく対応を協議する。
要望書の取りまとめ対策
１２月～明年３月に向けて部会で取りまとめ作業チームを編成し２～３の提案を模索する。
弱者救済対策
一般に老人、幼児、身障者等に編重しているが、それでよいのか？
実は保育所を卒業させられた学童、児童の救済が盲点になっていないかとの指摘もあり、検討の
価値ありとの意見が多数を占めた。
相続税等改正法の勉強会は、あおば税理士会の協力を引き続き依頼し、承諾有れば近々実施する。

次回部会予定

７月１０日（月）１８：００～２０：００ ビオラ市ヶ尾一階研修室

安全・安心・まちづくり部会 6 月 1 日(金) 18：00-20:00 ビオラ市ヶ尾一階研修室
部会員数 （22 名） 参加者数（12 名）
1.（検討）第 12 期 年間活動計画⇒第三回運営委員会で確定
①「アンケート調査」9 月実施⇒回収目標千件、
（区役所、区内施設、ネット）、12 月分析
※２月実施の区民のつどいでの結果を参考に、交通課題についてもアンケート実施を検討する。つどいは区
民会議全体事業なので、アンケート企画や実施について運営委員会へ提案する。
※アンケートの目的を明確にし、回答者の地域、年齢層を均等に回収できるよう工夫する。
※区民会議活動の目的に合致した内容とする。
②「区民まつり」(11 月 3 日)⇒「防災よこはま」を主題にクイズ形式で
③「区民ホール展示」⇒「まちあるき」を中心に区役所１F、
（昨年 10 月 11～14）
④「横浜北部まちづくり交流会」 ⇒昨年度は 3 月 19 日青葉区で開催、本年度は港北区が幹事
⑤「区民会議交流会」※ ⇒保土ヶ谷区離脱表明、このまま消滅か、検討
⑥「区民のつどい」
⇒昨年度２月開催、
（千人アンケートの結果を反映させる）
⑦「公開講座」
⇒昨年度 1 月開催（減災教室）
⑧「オープンデータ プロジェクトチーム」
（「安全なまちづくり」「緑をふやそう」「30 年後の青葉区を考え
る」
）⇒今年も活動継続、多様なデータの可視化し、判りやすく活用しやすく
上記各イベントへの意見はフリーメールに各自投稿し、次回皆で検討する。
※イベント実施の際、各部会参加できる、部会横断型の構成を考慮
2.青葉まちあるき「青葉台」
（6 月 11 日 10:00～13:00）
（地図作成担当：千葉）
①交通⇒駅周辺の交通量調査の実施を検討、荷さばきスペース、キスアンドライド用降車エリアの有効性の
検証
②安全⇒歩道が総じて狭く、自転車の歩道走行との折り合いがつかない
③美観、景観⇒看板・広告・のぼりのルール化、放置自転車対策が必要
④防災⇒集中豪雨：駅前広場に雨水が集中する。大規模地震：電柱倒壊で感電、交通網の分断が予想される
3.（検討）
「平成 30 年度横浜市予算に対する要望・提案」について
フリーメールに「まちづくり部会」作成し、要望・提案を各自投稿し、みなで検討する。8 月度で一度まとめ、
提出するが、以降随時検討・提案してゆく
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