青葉区民会議 第４回 運営委員会議事録
日時

７月 27 日（木） 区役所 301 号会議室 15 時 05 分～17 時

委員出欠

健康・福祉・教育 ○

大友

×

齋藤

〇

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)

嶋田

○

〇

松尾

事務局

宮澤係長

配布資料

レジュメ 1、部会報告 3、区民会議ニュース案、交通アンケート案 1

進行：嶋田
Ⅰ

〇

小池由

書記：小池

報告・連絡事項

1.代表報告
①景観法勉強会 (7/21 安全・安心・まちづくり部会) 松尾副部会長報告
②青葉区まちづくり指針
③その他
・横浜北部まちづくり交流会
港北区が今回は幹事区

幹事会開催(10・11 月頃)の連絡まち。来年初めあたりに開催予定。

・横浜市区民会議交流会
開催実施案(最終会合となる交流会)について市事務局からの連絡待ち。
・区民のつどい
今回は検討事項にしていません。
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 公開講座開催内容について運営委員会で検討
－今回議論した内容や講師予定の医療スタッフへの打診も含め次回運営委員会へ企画提案書の
提出を求めました。広報などの準備期間もあるため、8 月運営委員会では本講座について決定
できるよう準備を部会へ依頼。
－ケアプラザ作業班の報告を資料(データ)として提出して欲しいと運営委員会より依頼
期末の活動報告冊子に掲載できるようデータ記録が必要のため
・自然・環境部会
－10 月予定の展示について：掲示物は新たに作成するのではなく、再利用でも良いかに対して
→再利用も工夫をしてもらえれば良いこととしました。
区民ホール展示日程：10/10（火）～10/13（金）
・安全・安心・まちづくり部会
－交通まちづくりアンケート案を提示し、各部会からの意見を求めました。
３．広報委員会報告
・現状の紙面案を提示。1 面については、同日開催の勉強会「青葉区の予算」についてを取り入れ
て作成する予定
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
特になし
11 月区民まつり参加への申し込みを代表から依頼
Ⅱ

議事事項 （決定事項／保留事項）
1

1．年間計画
各部会からの報告をエクセル年間事業一覧に入れます。部会へ送付
・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）
2．区民ホール展示について
各部会準備を依頼 内容については各部会で自由に進めることを確認しました
展示期間：10/10（火）～10/13（金）
Ⅲ

今後の予定
次回運営委員会 8 月 24 日（木）15:00-17:00
勉強会 8 月 24 日(木) 13:30 「コミュニティリビングについて」区政推進課吉田課長

III． 各部会報告
自然・環境部会 7 月 10 日（月）18:00－20:05
区民交流センター
部会員数 （12 名） 参加者数（9 名） 部会 8 名、安安部会から１名（小池）
(１)運営委員会報告
①まち歩きの紹介⇒安安部会で「交通と環境についてまち歩き（青葉台）
」を実施した。
これから他部会にもお誘いの声をかけます。参加してください。
②安安部会からの提案⇒７月２１日(金)「景観勉強会」をビオラ市が尾で行います。
参加者(予定)加茂・小杉・福島・飯塚・津端
アンケート調査企画については、当部会としては保留
③勉強会のお知らせ
○７月２７日(木)１３時３０分～「予算について」総務課大隈係長(301 号室)
参加者(予定)加茂・小杉
④横浜北部まちづくり交流会⇒本年度は、港北区が幹事で行う。日時・場所未定。
⑤区民ホールの展示(10/10～10/13)⇒自然環境部会としては、１０枚ぐらいのビューポイントで人気投票は
どうか。
(２)広報委員会報告
○「区民会議ニュース」の発行について⇒９月に発行予定。
１面には、市の予算・区の予算のつながり方について。
部会の記事は、２・３面に掲載、部会からの報告として例えば
㋐鶴見川の案内看板が新しく書き換えられたことの報告
㋑寺家ふるさと村への案内板新設申請について、設置する方向で検討中との返事。
㋒里山ガーデン見学、
記事の内容は広報委員に一任
(３)３０年度横浜市予算に対する要望提案について
○要望ある方は、８月の部会までに加茂さんにメールしてください。
(４)「みどりアップ計画」についてみんなで確認しよう。
①資料「横浜みどりアップ計画」パンフレットを見ながら、３か年の実績等を学習した。
②i マッピィーの画面を見ながら横浜市内の緑地保全地域などの学習をした。
(５)その他
①部会員各自の宿題⇒i マッピィーを見て、区内・市内の緑地保全地区の確認をする
②「えだ友」(江田駅周辺商店街の民有地緑化助成)を調べることも各自勉強の一つ。
③「緑視率」について本年度も具体的な提案をしていくことを確認。
(６)次回予定
８月２１日(月)１８時～
青葉区民活動センター(田奈)
進行：加茂
書記：大野
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健康・福祉・教育部会 7 月 10 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（8 名 ）
（１）運営委員会報告 詳細省略 各種会合への参加要請他
（２）広報委員会報告 会報作成資料の検討他
（３）公開講座対策協議
（イ）時期と内容
（ロ）病院側との交渉
（ハ）計画案の作成
（ニ）実施が決まった際の部内対応
（４）ケアプラザ作業班（１～３班）の報告と意見交換
前回決めた作業チームの中で調査実行の１，２，３班より報告
(イ) ビオラ市ヶ尾（中川徳生会）所長以下２名と対談
(ロ) すすき野地域ケアプラザ（若竹大寿会）所長以下担当各員と対談
(ハ) たまプラーザ地域ケアプラザ（緑成会）新任所長と対談（人事異動）
夫々の地域特性・目玉活動・苦労話・活動実態を報告し合う。
運営母体が３ケアプラザとも違う中で催物への住民の参加度は我々の予想をはるかに超え、相当の努力
が認められた。
（５）学校給食問題
所謂「ハマ弁」の実施状況は折角全校対応化されても利用状況は１．１％と低迷していて、多くの問題
を含んでいる。
学校給食法に基づき正常化する必要があるのではないかとの観点で継続審議とす。
（６）今後の勉強会
(イ)相続法改訂（配偶者優遇の件）講師を呼ぶ。
(ロ)ハマ弁研究 然るべき講師の話を聞こう。
次回部会予定
８月８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 7 月 7 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．
（報告）区民会議ニュース 第 47 号編集会議
発行 9 月下旬 部数約 1 万部（自治会回覧、主要施設配架）
紙面構成について以下の意見が出た
 区民の関心をひく「記事」と「見出し」に工夫を
 自治会会回覧、駅・施設での配架以外に、フェイスブック等の SNS の活用で双方向の交流を
2．
（検討）区民会議ニュース 第 47 号原稿
1 面：ＦＡＱ（この課題はどこにぶつければよいのか？という区民の素朴な疑問の解消を目指す）⇒安安
部会らしい疑問を列挙する（7 月 10 日(月)までに Freeml へ投稿
2 面：安安部会活動報告（まちあるき青葉台）⇒関谷さんに原稿依頼
4 面：勉強会レポート⇒7 月 21 日(金)の勉強会報告を掲載（担当松尾）
3．
（検討）千人アンケートについて
 本年度は２千人を目標にしたい。今後の定型パターンの指標としてゆきたい
 区民会議ＨＰや、ＳＮＳを活用し、効率的に区全域からの回答を期待したい
 「ヨコハマｅアンケート」を参考に、青葉区版を作成したい
4．
（検討）予算要望⇒Freeml に書き込みフォーマットを掲載済。各自思いを箇条書きで追記を （例として
挙がった事項）
－「防災食」
：アレルギー対策が皆無。
「拠点の備蓄はアレルギーの心配がないもので」
-「街中に消火器」
：青葉台周辺では街中に消火器がセットされており、町で対応が異なる。
-「自助」が大切：大規模災害が発生した時、
「公助」は期待できない。
「自助」の大切さを理解してもらう
事が重要
-「ドイツ、フライベルグのまちづくり」
：参考になるか？
5．勉強会 7 月 21 日（金）18：00～「景観法」
「屋外広告物について」
講師 都市整備局景観調整課 鴇田 傑課長
参加者 18 名
7 月 27 日（木）13：30～ 区役所 3Ｆ 301 会議室 「29 年度予算について」
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