青葉区民会議 第 7 回 運営委員会議事録
日時

10 月 26 日（木） 区役所 301 号会議室 15 時分～17 時 15 分

委員出欠

健康・福祉・教育 ○

大友

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

〇

鮫島

×

小池仁

役員(太字)

嶋田

○

事務局

宮澤係長 木暮職員 〇職員

配布資料

レジュメ 1、部会報告 3、区民会議 HP、青葉区検定、

〇

松尾

〇

小池由

交通クイズ、

交通まちづくりアンケート、「みどりアップ Q」
進行：嶋田
Ⅰ

書記：小池

報告・連絡事項

1.代表報告
①－ロビー展示

延期となりましたので、各部会でも展示内容について再検討を進めて欲しい。

－横浜北部まちづくり交流会

世話人会(11/14)

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 公開講座について→議事事項へ
・自然・環境部会
加茂部会長より「みどりアップツア―」の配布
区民まつりクイズについて
・安全・安心・まちづくり部会
交通まちづくりアンケートについて
区民まつりクイズについて
３．広報委員会
・ 区民会議 HP サイトの更新状況の説明と各部会への依頼事項
・ 横浜市予算への要望・提案は掲載
４．プロジェクト関連
――
５．事務局報告
Ⅱ

議事事項 （決定事項／保留事項）

1．区民まつり 11/3
会場、役割担当、部会実施内容、当日参加者の確認などを行いました。
配布物などの検討
青葉区検定クイズ →生物生息空間という言葉の説明が難しいので工夫が欲しい
交通クイズ →パンプの説明追加
上記クイズは裏表一枚とし 200 部印刷（事務局へ依頼）
介護施設一覧 →200 部印刷（事務局へ依頼）
午前
自然

小杉 飯塚

健康

大友 福田

安全

嶋田 千葉

参加者

午後
津端

飯島

緒方

渡辺

鈴木

松尾

(加茂)

小池

小杉

津端

大友

斎藤

嶋田

千葉

太田

緒方

鈴木(加茂)

飯島

渡辺

松尾

健康からは 6 名程度の参加があるそうです

会場レイアウト
テーブルは 6 本 二か所は 2 本で組みクイズの書き込みがしやすいようにする
1

小池

三好

椅子は大小あるので置き方に工夫
ホワイトボードに掲示するものは各部会で用意する
コーヒーなどの備品は前日事務局へ持ち込む
2．区民ホール展示について
3 月 5 日～9 日へ変更
3．公開講座企画

部会で掲示物の再検討

健康・福祉・教育部会

・1 月 21 日(日)午後 1 時―3 時で開催 （会場確保 事務局確認）
・講師陣について 部会長折衝済 講師名は紹介なし
・一部、二部構成
・広報よこはま青葉区版 1 月 1 日号掲載（11 月 15 日記事締切→間に合うように提出を求めた）
タイトル、日時、講師名、参加条件、締切など
・ちらし 11 月運営委員会で最終確認後配布手配（10 月度運営委員会では提示なし）
・チラシは 500 部を予定
・当日参加者向けに実施するアンケートについても部会で検討し案を提示するよう求めた
(11 月度運営委員会で提示を求めた)
4．横浜市予算への要望・提案について
・提出ずみ HP へ掲載
Ⅲ

今後の予定
次回運営委員会 11 月 22 日（水）15:00-17:00

勉強会

未定

III． 各部会報告
自然・環境部会 10 月 18 日(月)18:00－19:30
区民交流センター
部会員数 （12 名） 参加者数（8 名）
他部会から１名
(1)運営委委員会からの報告
(2)広報委員会報告
(3)平成 30 年度横浜市予算に対する要望提案を提出 ：
「恩田市民の森」と「鶴見川流域思考で防災を考える
（安安部会と協力）」
(4)緑視率のアプリを利用
〇 定点観測の場所を決める ：今回は討議せず、今後話を詰めることに
〇 月歩こう会（安安部会と協力） ：先ずは当部会で緑視率の利用法を詰める
(5)11 月３日（金）区民まつりに向けて
〇 参加者の決定
午前参加（9 時 30 分より） ：小杉 飯塚 津端 （加茂）
午後
：小杉 太田 津端 （加茂）
コーヒー担当
：緒方 鈴木
＊部会に欠席された方には、加茂部会長よりメールにて問い合わせをする。
〇「青葉区検定」のクイズ内容を決める ：4 案について了承し、アンケート用紙のレイアウトや
字句についてはメールにて確認を行うこととする。
(6)区民ホールのパネル展 ：
〇 9 月 11 日の部会で決定した展示資料にプラスして、新しい展示資料を検討する。次回の部会に
テーマについてのアイディアを用意すること。
(7)「みどりアップ計画」についてみんなで確認しよう
・鶴見（みどりアップ Vol.10 Sept.2017 参照）、柿の木台、江田（エダトモ・グリーン・クラブ）の
例に関心を持ち、観察をし、さらに情報を得ながら、推移を見ていくこととする。
(8)その他 ：勉強会 「エネルギーの地産・地消」について 福島さんより
資料「家庭・事業所における再生可能エネルギー導入ガイド」青葉区区政推進課
‘地中熱’利用など、身近にある再生可能エネルギーの可能性を学べました。
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・次回部会： １1 月 13 日（月） 18 時～20 時
健康・福祉・教育部会 10 月 10 日(火)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（9 名 ）＋1 名
（１）運営委員会報告 詳細省略 スケジュールの再確認
（２）１１月３日まつりコーヒー対応、福田、斎藤、etc 協力確認
同上、当部配布物、介護施設一覧表（例年配布）３００部以上
（担当 岩瀬 実施日の２～３日前までに対応を確認）
（３）予算提案「はま弁」学校給食案を再確認、提出報告了承される。
（４）公開講座状況報告
(イ)実施日 明年１月２１日（日）午後１時～３時で調整済み。
(ロ)内容 其の他は講師側と詰める。チラシについても専門的アドバイスを依頼中で１０月末から１１月
上旬迄に結論を出す。
(ハ)集客対策を各事考案 １１月部会で案を固める。アンケートも同時検討。
（５）ケアプラザの実態調査の集約の検討
（イ） 特色 （ハ）目玉 （二）課題につき まとめを計る事とした。
（６）第１回高齢期の暮らし方～地域包括ケアシステムの視点からの資料の各自の意見を１１月部会で検討
（７）２９年度第１回運営協議会報告事項（横浜各ケアプラザ）を参考に現場の実態から検討する。
（８）神奈川県の福祉特区 大井松田の施設見学を実施
１０月２０日 参加者４名
次回部会予定
１１月７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 10 月 6 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）９月度（第６回）運営委員会（9/28）報告
2.（報告）平成 30 年度 横浜市への予算要望・提案 10 月 4 日(水)提出
（項番 20）鶴見川の流域を意識した「防災行動計画(タイムライン）」の策定を提案します。について、
自然環境部会との共同提案という位置付け。
3.（検討）区民まつり
・「クイズについて」⇒飯島原案をベースに、クイズ形式で。楽しみながら知識がつくように。
ＱＲコードつけて解説付きで
・クイズ用紙は回収するので、持ち帰り可能な解説シートを用意する
・「実施方法」場所⇒１F エレベーター横（一昨年の場所）
：09：30～15：30
・什器⇒机６台、椅子８客、ホワイトボード 2 台
・担当メンバー小池、千葉、嶋田、飯島、渡辺、松尾、（午後から参加⇒三好）
4.（検討）区役所１F ロビーの展示案の再検討（３部会で検討）
・可能な範囲で展示期間中、会議メンバーが会場に駐在し、興味を示す来場者に説明し、会議への参加
を呼び掛ける
5.（検討）交通まちづくりアンケートへの意見提出
・「青葉区 交通まちづくりアンケート調査」：青葉区を追加し、地域性特性に基づいたアンケート調査
を目指す。
（田園都市線が区の南東部に偏っている。丘陵地で坂が多い。遠方に位置する団地の高齢
化。50 年間で一気に開発が進み、世代が固まっている。等）
・横浜市都市交通計画」へのメンバーを介しての意見具申
《10 月 20 日 勉強会》
6.《区民まつり》クイズについて検討。
7.横浜北部まちづくり交流会の日程他
11 月 14 日(火)に交流会の幹事会を予定。10 日(金)の部会で開催内容について検討予定
8.《道路標識》の「わかりやすさ」
「国際共通性」等について、今後継続して検討してゆく
9.上記項番４《区役所ロビー展示》については次回部会(11 月 10 日)で検討
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