青葉区民会議 第 8 回 運営委員会議事録
日時

11 月 22 にち日（水） 区役所 301 号会議室 15 時分～17 時

委員出欠

健康・福祉・教育 ○

大友

×

齋藤

×

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

○

〇

松尾

事務局

宮澤係長 寺沢職員

配布資料

レジュメ 1、部会報告 3 福祉公開講座ちらし案 4．公開講座広報案

進行：嶋田
Ⅰ

〇

小池由

書記：小池

報告・連絡事項

1.代表報告
－横浜北部まちづくり交流会 (小池) 世話人会報告
開催を 3 月 3 日（土）午後 3 時～4 時 50 分 会場は新羽地域ケアプラザ多目的ホール
内容 「鶴見川水系洪水浸水想定区域図の改定について」北部 4 区にも関わりのある内容で京
浜河川事務所職員に講演を行ってもらい、後 4 区で関連報告、最後に交流会とする案がまとま
った。質疑応答に対する質問は別途各区でも準備
懇親会はその後 5 時～7 時を予定(別会場) 予算などはまだ検討中
http://nippa-cp-ch.jp/floor1f_4f/
－区民会議交流会 来年 2－3 月頃に横浜市区民会議交流会として継続してきたものを終了する最
後の会を企画 昨年参加した 9 区より代表者に参集していただき開催する予定
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 公開講座ちらし案や広報記事内容について→議事事項へ
・自然・環境部会
まちづくり指針について部会と関連する「水と緑の環境づくり」の勉強会を始めている。
→運営委員会では：他区の指針との比較なども行うと、青葉区の特性が見えてくるのでは
各部会とも関連内容の確認を進めて欲しい。
・安全・安心・まちづくり部会
交通まちづくりアンケート実施に向け各部会へ協力依頼
ウェブでも実施予定
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
・場所については良いのでできたら継続して欲しい
・
2．公開講座企画

健康・福祉・教育部会

ちらし 700 部 配架や配布する準備を進めてもらう。各部会も協力へ
当日実施するアンケート案については 12 月度運営委員会へ提出することとした。
アンケート内容については部会長より口頭で説明があったが、文書にして提出して欲しい。
今後の実施方法など部会で役割分担を決めて進めるようにして欲しい。
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3．交通まちづくりアンケート
12 月 4 日より一週間実施。スケジュールなどの調整中。
土曜日開庁日実施案については、事務局より担当者が在席していないので実施は難しいとの説明が
あった。
乳幼児健診会場での実施についても、区役所で別途アンケート実施が予定されているので中では、
実施が難しいと説明があった。
（ホールでは可能）
Ⅲ

今後の予定
次回運営委員会 12 月 28 日（水）15:00-17:00

III． 各部会報告
自然・環境部会 11 月 13 日(月)18:00－20:00
区民交流センター
部会員数 （12 名） 参加者数（6 名）
他部会から１名
１
■
■

運営委員会報告
区民ホールの展示の日時変更（３／５〜３／９）
展示内容再検討を
福祉部会の公開講座
来年１月２１日（日）午後１時～３時、区役所４Ｆ会議室
講座内容、チラシ、集客対策、アンケート内容等を検討中
２ 広報委員会報告
■ 横浜市予算への要望・提案をホームページに掲載
３ 区民まつりを振り返る
参加者（小杉、飯塚、津端、太田、緒方、鈴木、（加茂）
）の主要なコメント
■良かった事 ・テーブル配置などブースのレイアウト ・市ヶ尾ユースプロジェクトの高校生と話し合う
機会が有った。今後、彼らと協同で何か出来ないか？
■来年にむけて ・クイズ用紙の扱いについて
⇒ 区民会議ホームページにクイズと解答を今からアップする、来年はＱＲコード、ホームページを活用
したり、希望者には解答付きのアンケート用紙を配るなど、工夫する
・会場で区民会議をもっとアピールしては ⇒ ブースに区民会議が明確に判る
看板の設置、区民会議の説明資料とメンバー募集のパンフをブースに置く(運営委員会への提案）
４ 区民ホールのパネル展 （２０１８年３月５日～９日）の内容検討
パネルの候補：①次世代に残したい青葉区の美しい自然と水と緑の景観(既存２枚)、
②流域の説明、
③部会らしい寺家ふるさと村の紹介（例、市が尾駅からふるさと村までのルート紹介）
今後ともパネル内容は部会で議論する
５ 緑視率のアプリ利用について
緑視率の活用方法につき（本日は欠席の）リーダー・大野委員の考えを聞くと共に、部会員は、緑視
率を採用済みの自治体の状況をＷＥＢ等で調べてみる
６ 環境創造局主催の「みどりアップを見に行こうツアー」（１１月１２日）の報告
■参加者（加茂、小杉）から、みどりアップ計画の「森の保全」を活用し整備している「都筑区の茅ケ崎公
園や大原みねみち公園の緑道ウオーキング」の紹介
■今後の観察会については、
「現場に詳しい説明員が居る事を要望」という意見が多数
７「まちづくり指針」について
部会に関連する「水と緑の環境づくり」の内容を確認、
次回以降の部会でも記載内容を検討
■次回部会：１２月１１日（月） １８時～ 田奈区民交流センター
進行（加茂） 書記（飯塚）
健康・福祉・教育部会 11 月 7 日(火)18:00-20:00 ビオラ市が尾
部会員数 （15 名） 参加者数（9 名 ）
（１） 運営委員会報告 詳細省略
当部関係として公開講座及びアンケート対策を指示
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１階研修室

（２） まつりの参加状況及び配布物報告
当部参加者 男６ 女４ 計１０名
青葉区介護施設一覧表 ２９年改訂は２００部作成 会場で１３０部配布する。
（３）公開講座対策
(イ) １１月１５日迄に広報へ出稿する。
（内容）実施日３０年１月２１日（日）午後１時～３時
会場 区役所４０１～４０４会議室
講師 鈴木暁 リハビリ室長、 認定看護師 飯塚さおり
（テーマ）脳卒中の予防と最新治療
生活改善を図るリハビリテーション
講演内容は別途詳細を講師側と打ち合わせる
(ロ) チラシの作成
１１月中を目途に区民会議全体に協力をあおぎながら作成す。
たたき台は部内協議
本件について１１月１５日代表、副代表と意見統一する。
(ハ) 集客対策 他部の協力を得ながら主体性をもって対応する事を要請
（４）ケアプラザの学習のまとめ
当面、公開講座に専念のため２月以降にスケジュールをずらす。
本件はよこはま地域包括ケア計画（計画期間 平成３０年度 ３２年度素案）
との関連でも勉強会を開く。
次回部会予定
１２月８日（金）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 11 月 10 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（6 名） 見学 2 名
1.（報告）10 月度（第７回）運営委員会（10/26）報告
《健康・福祉・教育部会》
・公開講座：平成 30 年 1 月 21 日（日）13：00～15：00 区役所 4 階大会議室で実施
広報：広報 1 月号で告示（1 月 11 日より受付）
チラシ作成
・区内地域ケアプラザの実態調査の「まとめ」を検討中
・神奈川県の福祉特区（大井松田：元第一生命本社ビル）施設見学 4 名
《自然環境部会》
・
「みどりアップ計画」
：柿の木台、江田（エダモト・グリーン・クラブ）等に注目。
・
「エネルギーの地産・地消」
：地中熱・太陽光等身近な再生可能エネルギーの可能性について勉強。
2.（検討）区民まつりについて（次年度に向けて）
①ＱＲコードの配布：
「区民会議も進歩したなあ！」の声、マルチメディアを目指そう
②「まつりパンフレットの常備」
：当初５０部、追加７０部を用意。来場者・主催者から好評
③「配置」
：区民ホールレイアウト変更の為、ホール内出展数が少なく、余裕をもって案内ができた。
3.（検討）区民まつり：
「クイズ」集計結果（有効回答 204 部）
①問１：ゾーン３０：予想外に高正答率、問２と共通、消去法か？
②問４：免許返上年齢は６０歳台から、死ぬまで（１２）と併せて今後要検討。
③問７：正答率１位だが、手つなぎと二分。標識のユニバーサルデザインの課題
4.（検討）ロビー展示内容の見直し
①「まち歩きⅠ～Ⅳ」を中心に
②ロビー展示に「あおばみんの映像」を加え、訴求力の向上を目指す
③「青葉区交通まちづくりアンケート」の集計と専門家のコメントを掲載、課題を明示
5.（検討）青葉区交通まちづくりアンケート調査
①「青葉台まちあるき」
「交通量調査」
「信号階梯図」を参考に
②早期に区民ホールでの調査日程を確定し、メンバー全員で調査（11/17 勉強会で実施期間を 12/4(月)～
12/9(土)を第一候補とした
③各自治会等でのアンケート調査への協力要請
6.その他
《初参加２名》三輪さん、南さん：区内地域ケアプラザ勤務、地域活動交流や、住みやすいまちづくりの参
考になれば、との思いで参加
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※勉強会（11/17）
：過去の大地震に学ぶ「今日の防災の課題」
・トイレ事情：飲食は何とかなる、排泄は待ったナシ
防災拠点(臨時トイレは使用に耐えられるか、衛生対策)
宅避難のトイレ事情(下水使用判断、用具備蓄)
・高齢者対応等：5Ｗ1Ｈ⇒（誰を）対象者の把握、
（誰が）自治会・民生委員、（何処に）病院・地域
ケアプラザ、
（いつ）防災拠点経由・直接
アンケート調査メンバー応援

12/4(月)～12/9(土)各日 3～4 名程度で実施
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