青葉区民会議 第４回 運営委員会議事録
日時

8 月 24 日（木） 区役所 301 号会議室 15 時 0 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

×

小杉

安全・安心・まち 〇

渡辺

〇

鮫島

×

小池仁

役員(太字)

嶋田

○

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、

進行：嶋田
Ⅰ

〇

松尾

〇

小池由

書記：小池

報告・連絡事項

1.代表報告
①・横浜北部まちづくり交流会
幹事区港北区の連絡まち 幹事会開催予定（10 月、11 月）の担当者は 9 月運営委員会で
・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。
②・次年度運営委員会開催日程調整について
委員より変更可能なのか質問があったため事務局に確認
希望調整が行わる前、12 月運営委員会で日程変更について確定することとした。
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（下記内容）
今回部会報告で提示された内容を基に話し合いをしました。講師料は無料で引き受けていただ
けるとのこと。8 月度運営委員会へ提出を求めた企画提案書は未完成で、部会内での意見集約
などの課題が残っている様子。11 月初旬―中旬を依頼したとのことだが、広報掲載の期間が不
足することもあり、9 月運営委員会で決定できるよう再度企画書の提示を求めました。
＊係長より：本企画は福祉保健関連で同様な講座が青葉区役所としても多く開催している。区
民会議らしい講座として広聴・広報の視点の入った企画案として欲しい。
－8 月度運営委員会で、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依頼
今回の部会報告ではデータ処理のためのフォーマットを作成するとありました。
期末の活動報告冊子に掲載できるよう準備を進めてください。
・自然・環境部会
・安全・安心・まちづくり部会
３．広報委員会報告
・現状の紙面案を提示。予算関連の記事に関しては区で確認してもらうことに。8 月 28 日校了まで
意見集約します。
・青葉区民会議ガイドブックが HP 掲載版の更新がされていないとの指摘があり、至急更新。
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
次年度運営委員会開催日程の変更可能性について→会議室調整は総務課のため、希望調整が行わ
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れるまでに決めて欲しい。
Ⅱ

議事事項 （決定事項／保留事項）

1．区民まつり 11/3
まつり世話人を小杉さんに依頼することとしました。（欠席のため事後承諾）
会場は未定
各部会での参加内容については 9 月運営委員会で提案調整 10 月運営委員会で確認を予定
部会で内容について詰めておいてください。
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）
9 月運営委員会で確認 部会ごとに展示担当などを決めてください
101 の場所には現在パネル 10 枚展示。
Ⅲ

今後の予定
次回運営委員会 9 月 28 日（木）15:00-17:00
勉強会 9 月 28 日(木) 13:30 未定

III． 各部会報告
自然・環境部会 8 月 21 日(月)18:00－19:30
部会員数 （12 名） 参加者数（6 名）

区民交流センター

Ⅰ．スマホや携帯を使って緑視率を測る実習 (17:00 より部会前に開催)
参加者：飯塚・板垣・加茂・小杉・津端・大野（主催者）
スマホ持参４名、カメラ持参２名。田奈田園地区の緑視率をスマホで計測。
Ⅱ．運営委員会からの報告
（１）勉強会のお知らせ 日時：８月２４日（木）１３時３０分〜
場所：区役所３０１
「コミュニティーリビング」について：区政推進課吉田課長
関連情報：青葉区まちづくり指針改定版が完成間近である
（２）安安部会からの提案
交通まちづくりアンケートについて検討
（３）区民ホールの展示
10 月 10 日～10 月１３日
昨年度の資料の再利用を中心に考える・・・９月部会で最終確認する
Ⅲ．広報委員会報告
（１）区民会議ニュース４７号９月２８日校了
自然環境の記事に流域思考を織り込む
部会広報委員で原稿の確認中
Ⅳ．平成３０年度横浜市予算に対する要望提案について
（１）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について
（２）恩田市民の森
いずれも次回部会で検討する
Ⅴ．緑視率のアプリの利用方法について意見交換
・定点観測が有効・１１月歩こう会の実施・ハック看板～景観条例を勉強する必要あり
・目の子勘定からアプリによる定量観測は有効・本日の体験は成果があった、
・定点観測の場所を検討するひつようがある・アンアン部会の課題テーマと合わせて実施
・熱中症対策など木陰の有効性を訴える・あざみ野桜老朽化問題
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・たまプラーザの桜保全活動はうまくいってる・宅地２分割で住宅から緑が消えていく
・緑を守る会の発足・面白く使う方法を考えて区民を巻き込む・発見があった
・百景やビューポイントと関連させて計測する・あなたが推薦する緑の風景写真募集・・・
・野毛の定点観測はどうか：飯塚さんがライフワーク
Ⅵ．その他
（１）もえぎ野地区に引き続き荏田地区の見学会を計画する
Ⅶ．次回開催
９月１１日(月)18 時～ 田名区民活動支援センター
進行：加茂
記録：小杉さん
＊終了後、デニーズにて暑気払いを開催
健康・福祉・教育部会 8 月 8 日(月)18:00-20:00 ビオラ市ヶ尾
１階研修室
部会員数 （15 名） 参加者数（10 名 ）
（１） 運営委員会報告 詳細省略
各種勉強会内容の報告及びアンケート等協力を要請（予算・景観 etc）
（２） 広報委員会報告 スケジュール等
（３） 公開講座の交渉経過及び対策協議
（イ）時期状況より 11 月上旬～11 月中で最終決定する。
（ロ）会場は４０１～４０２区役所会議室とする。
(ハ）テーマは仮題「脳卒中の予防と対策」２部構成とする。
1 部：初期症状の発見と対策
2 部：症状の改善とリハビリの実態
（４） ケアプラザ作業班（１～３班）の報告と意見交換
(イ)奈良地域ケアプラザ班 横浜子育てシステムの説明会等地域密着を計る。
(ロ)荏田地域ケアプラザ班 高齢者への虐待調査を実施している。
夫々に地域区民との繋がりを大切に努力している。
(ハ)9 月部会で集約ホームを作成し、地域性、特色、問題点等数項目に絞って論議する事で意見の一致を
みた。
（５） 学校給食の問題
ハマ弁の可否、実態を通じ中学校の給食問題は更に論議を継続的に深める事とする。
（６） 今後の勉強会は講師の都合つき次第、前月の決定に従い実施する。
（７） 狩野委員 退会届があったので運営委員会へ報告
次回部会予定
９月１２日（火）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 8 月 4 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（9 名）

1．（検討）
「安心安全まちづくり部会」活動の見える化（渡辺）
18 日勉強会で検討
2．（報告）平成 29 年度青葉区予算と運営方針概要（嶋田）
7 月 27 日(木)勉強会報告
平成 29 年度 横浜市一般会計（16,459 億円）
18 区 2,065 億円（内 個性ある区づくり推進費 128 億円）
青葉区 116 億円（内 個性ある区づくり推進費 9.2 億円 内自主企画事業費 1.1 億円）
青葉区運営方針「住み続け・住みたいまち青葉」の実現
青葉区クオリティプロジェクト 5 つの柱⇒３つの力 up「地域連携力」「チーム力」「職員力」
区予算以外に、22 の局別予算がある
青葉区の運営方針を熟読し、
「予算への要望・提案」の参考にしてほしい
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3．（検討）
「交通まちづくりアンケート」
（小池）
バスの運転間隔が利便性に直結
自家用車の自動運転等技術革新に期待したい
4．（報告）
「まちあるき青葉台」レポート（関谷）
今後の課題として地元の組織（自治会、連合自治会、商店会等）との意見交換、連携が必要
「次世代郊外プロジェクト」
（田園都市線沿線まちづくりの推進）との連携や「経済局」（商店街の
振興）等の予算執行と連携を深める。
交通量調査の実施を検討
5．（中間報告）「区民会議ニュース 47 号」編集状況（小池）
初校（８月 7 日 月曜 15：00～） 校了（8 月 28 日 月曜 15：00～）
初校を見本に検討
6．（中間報告）平成 30 年度
8 月末 締め切り

横浜市への予算要望（松尾）

⇒8 月 18 日勉強会で検討（18 日一部検討未了 9 月度部会で検討予定）
7．（報告）
「青葉区防災計画の修正に係る総会の開催及び部会の設置について」
次回勉強会で検討
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