第 41 回区民会議交流会報告書

テーマ：「今こそ考えよう！これからのまちづくり」
日時：平成 27 年 11 月 27 日（金）午後２時 00 分～４時 30 分
会場：波止場会館 ４階大会議室、同小会議室 A・B

目

次

プログラム

1p

開催にあたって

2p

グループ意見交換のテーマと会場案内図

3p

第１部

4p-10p

まちづくり入門講座講演

(1)横浜市が目指す大都市制度「特別自治市」について
(2)データを活用した市民参加のまちづくり
第2部

グループ意見交換

報告

第3部

グループ意見交換報告

11p-20p
21p-22p

参加者アンケート結果と参加者数

23p-26p

会場写真

27p-28p

第 41 回 区民会議交流会
テーマ :「今こそ考えよう！これからのまちづくり」
日時：平成 27 年 11 月 27 日（金）午後２時 00 分～４時 30 分
会場：波止場会館 ４階大会議室、同小会議室 A・B
日時：平成 26 年 11 月 28 日（火）午後２時 00 分～４時 30 分
プログラム
会場：横浜市技能文化会館 802 大研修室、801 研修室
603 研修室、５階特別会議室
司会
加茂
千津子 (青葉区)

<第１部> 2:00～3:00

１ 開 会
(1) あいさつ (趣旨説明)
(2) あいさつ

交流会実行委員長 … 小林 由美子
市民局広報相談サービス部長 … 井上 秀

２ まちづくり入門講座
(1)横浜市が目指す大都市制度「特別自治市」について
政策局大都市制度推進室長 … 橘田 誠 氏
＜質疑応答＞

(2)データを活用した市民参加のまちづくり
政策局政策課担当係長 … 関口 昌幸 氏
＜質疑応答＞

～～移動・休憩(10 分間)～～
<第２部> 3:10～4:10

３ グループ意見交換
(1)福祉
：高齢者、子育て支援、地域の助け合い
(2)自然と環境：水・緑、３R 夢（スリム）プラン
(3)交通
：自転車、バス、道路
(4)教育・文化：人づくり、地域づくり
(5)災害
：防災・減災、自助・共助

（４階大会議室）
（４階小会議室Ｂ）
（４階大会議室）
（４階大会議室）
（４階小会議室Ａ）

～～移動・休憩(５分間)～～
<第３部> 4:15～4:30

４ グループ意見交換報告
５ 閉

裏面あり

会
1

区民会議交流会の開催にあたって
第 41 回区民会議交流会実行委員会
第 41 回交流会を開催するか否か、実行委員会構成区が保土ケ谷・青葉のみとなった
平成 27 年度の初め、かなりシリアスな話し合いをしました。そして、歴史ある交流
会は存続すべきとの使命感と今やめたら 2 度と交流会は開けないであろうとの危機感
で、
「やろう！」ということになりました。
横浜市の区民会議発足の翌年昭和 50 年から始まった「区民会議交流会」は、様々
な区で活動する委員の皆さんの「共感の場」であり、
「違いを尊重する場」であり、
活動への「高揚感を誘発する場」であり、市民活動をする者同士の緩やかな連帯感で
結ばれた 1 年に 1 度の「大切な交流の場」として継続してきました。
来年の開催は、お約束できません。でも、今日、こうやって実行委員会以外の区か
らも参加いただき 41 回目の交流会を開催しています。これを何よりとし、みなさま、
「今」を共有しましょう！
活発で熱意あふれる交流会となりますよう、最後までよろしくお願いいたします。

ご出席の皆さまへ
○座席について
グループ意見交換のグループごとにご着席いただきます。
○グループ意見交換(分科会)について
グループにより、別の会議室に移動していただきます
また、各テーブルの司会進行担当は決まっています。円滑な運営にご協力をお願いします。
終了後は、報告がありますので、テーブル・いすを元の位置に戻して当初の会議室にお戻り
ください。
○アンケートについて
配付したアンケート用紙は、表面が質問形式、裏面が意見等の自由記載形式になっています。
ご記入の上、そのまま席に置いてお帰りください。後で担当が回収します。

第 41 回 区民会議交流会実行委員会
実行委員長
委員・書記
委 員

小林 由美子
小池
由美
平本
勉

保土ケ谷区民会議
青葉区民会議
保土ケ谷区民会議

委 員

加茂 千津子

青葉区民会議
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グループ意見交換のテーマ と 会場案内図

＜グループのサブテーマ及び会場＞
1．福祉：高齢者、子育て支援、地域の助け合い

(４階大会議室)

2．自然と環境：水・緑、３R 夢（スリム）プラン（４階小会議室Ｂ）
3．交通：自転車、バス、道路

（４階大会議室）

4．教育・文化：人づくり、地域づくり

（４階大会議室）

5．災害：防災・減災、自助・共助

（４階小会議室 A）
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第一部
まちづくり入門講座
当日使用された PPT 資料→ 資料サイト
（1）横浜市が目指す大都市制度「特別自治市」について
資料サイト 5p から
橘田誠
（政策局大都市制度推進室長）
（2）データを活用した市民参加のまちづくり
資料サイト 15p から
関口昌幸 （政策局政策担当係長）
(1)横浜市が目指す大都市制度「特別自治市」について
■横浜市の概要
今日は、横浜市が目指す大都市制度「特別自治市」に
ついてアウトラインを紹介します。まず初めに、横浜市
の特徴として、人口が 370 万人を超え、昭和 14 年からほ
ぼ同じ市域を保ち、一体性をもって発展しています。特
徴の中でも一番大きいのは、市民のロイヤリティ、市へ
の愛着をしっかり持っておられるということだと思いま
す。毎年、大都市制度フォーラムを各区で開催し、市民
のみなさまに大都市制度を理解していただく場として、林市長が講演しています。
■大都市制度のあゆみ
大都市制度のあゆみですが、これはこの表を見て
いただくと良いかと思います。横浜市は特別自治市
の取組を８年くらい前から行っています。元をただ
すと、これは大正 11 年、六大都市（東京、横浜、
名古屋、京都、大阪、神戸）がこの大都市制度を作
っていくと大正時代に始めたものがルーツになっ
ています。その後ずっとこの運動を横浜市では続け
てきて、昭和 22 年に新憲法の下での地方自治法が
制定され特別市ができることになり、当然横浜市は
特別市になっていくと思われていました。東京では、
東京市ではなく東京都区制度として違った形の大
都市制度ができてしまいます。そして横浜など５市
は特別市になる予定でした。しかしこれがうまくい
かず、最初は特別市をつくることに積極的だった政
府もいつの間にか停滞してしまい、当時 GHQ の占領
下だったこともあり、特別市はできず、一度も制度
を使わずにこの特別市制度は廃止になってしまい、その結果として生まれたのが政令指定都市という制
度です。昭和 31 年にでき、この５大市のみに適用していくという制度でした。当時神戸市は人口 98 万
人。他の市は 100 万人を超えていました。法律上は 100 万人としたかったのでしょうが、神戸市が 98
万人ということもあって、50 万人以上の市が対象となりました。政令指定都市制度は、当初は５大市の
ための大都市制度でしたが、その後一般的な制度になりました。
これをつくった時は、この制度はあくまで暫定的なもので、今後特別市はしっかりつくっていこうと
いうのが国会での政府の答弁だったのです。それがいつのまにか消えてしまっています。
2000 年代に入って以降、地方分権が叫ばれるようになり、大都市制度が議論されるようになってきま
した。
大阪では大阪都構想と言っていますが、東京 23 区のような形で大阪市を廃止分割して５つの特別区
に変えていきましょうということが提唱されています。
■大都市特有の課題
大都市の課題として高齢化が挙げられます。横浜市は
人口が多いので、それは一挙に起こります。公共施設・
都市インフラの老朽化も、高度成長時代には学校、橋、
道路、下水道などを整備していますので、これらをメン
テナンスしていかないと大変なことになります。そのた
めの経費も年間で 1700 億円ずつ必要になってきます。大
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都市特有の課題として、大阪都構想の中でも「二重行政の解消」と言われています。大阪市を廃止分割
することで大阪市と大阪府の二重行政を解消するということです。特別自治市であれば県と市と完全に
分かれますので二重行政はありませんが、
（現在のように）県の中に政令指定都市があると必然的に二
重行政は発生します。また、県がする仕事も政令指定都市である横浜市が行っているものがあります。
しかし、その仕事に対する財源が（国や県から）来ないのです。横浜市でいえば 300 億円以上の持ち出
しということになっています。
■特別自治市の必要性
こういった課題を解決する手段として、大
都市制度「特別自治市」の実現を横浜市は目
指しています。市民のみなさまへの行政サー
ビスの向上と横浜経済の活性化の二つが大
きな目的です。
■特別自治市のポイント
❶一つ目は国の仕事以外、地方が行うべき仕事はすべて横浜市が窓口になってやっていきます。❷二
つ目は横浜市の役割、仕事量に見合った公平な税制にしようということです。市民のみなさまに納めて
いただいた税金を市民のみなさまに還元できるような仕組みにしていきましょうということです。❸三
つ目は近隣市町村と協力して行政運営をしていきます。金沢区であれば、横須賀市であったり、栄区で
あれば鎌倉市。青葉、都筑区であれば川崎市に隣接しているので、こういった市とも連携し、県全体が
活性化するような仕組みにしていこうということです。❹ポイントの四つ目です。横浜が特別自治市に
なった場合、横浜は特別区ではなく行政区という枠組みを使っていく考え方です。横浜の魅力である都
市の一体性を生かして効率的で効果的な運営をしていきます。区役所に権限をしっかり移して区の窓口
で市民のみなさまへ対応ができるようにしていきます。区や地域によって課題やニーズが異なるので、
市民のみなさまの意見がしっかり反映できるような仕組みを作っていきます。
■区役所の機能強化
横浜市は、区の機能強化を飛鳥田市長時代から始めています。今、区の総合庁舎の中に福祉保健セン
ター機能などさまざまな機能があります。そういった総合庁舎をまず作ったのは港南区や旭区が分区で
誕生したころだと思いますが、局の出先機関であったものが、一つの総合庁舎の中に入り、総合的な役
割を発揮できるようにしました。平成６年には保健所組織の編入や個性ある区づくり推進費といったも
のができました。平成 17 年には土木事務所が移管されています。
■特別自治市における区役所
大阪都構想が目指しているのはこういう姿です（右図）。現在の政令指定都市の仕
事のうち、広域的なものはすべて都がやりましょう。特別区は行政区でやっている
こと＋アルファぐらいの基礎的なことをやりましょうというものです。大阪市の職
員も機能も解体して都と区という新たなものをつくる、これが大阪の都構想です。
横浜の特別自治市は非常に単純で、現在や
っている横浜市の仕事と横浜市の中で神奈川
県がやっている仕事を統合していきましょう
というものですので、神奈川県もそのまま残
りますし、横浜市も横浜市のままで行政上の
権限の整理をしていくという考え方です。
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■特別自治市における住民自治の強化
特別自治市における住民自治の強化ということで三つの仕組みを作ろうと考えています。❶一つ目は
地域の様々な団体や人々が連携して課題解決に取り組む場の拡充です。それぞれの地区ごとに地域課題
はさまざまですので、その地域の中で解決できるようにすることです。今でも自助、共助ということで
地域の中でさまざまな活動をお願いしていますが、そういった課題解決に取り組むことができる場を作
ります。❷二つ目は区行政における住民の参画機会の仕組みを作ります。これは地域で活動する区民の
みなさまの視点を区の行政に反映できるような仕組みを作ることです。❸三つ目は区民の代表が区政を
民主的にチェックする仕組みということで、議会の機能をしっかり整備していこうというものです。
■特別自治市における住民自治の強化・仕組み
❶区の中の地域レベルで課題を共有し連携して課題解決に取り組みましょうというのが仕組みの一
つ目です。
❷仕組みの二つ目ですが、
たとえば区民会議など現
行の制度もありますでし
ょうし、新たに地域で活
動する市民のみなさまの
視点で区政に参加できる場として、仮称ですが横浜版地域協議会というものを作ってはどうかというも
のです。地域で汗を流しているみなさまの声をしっかり行政に反映していこうという考え方です。
それにプラスして、さまざまな区民の意見を聴取させてもらう場だと
か、無作為抽出などで普段ものを言わない区民のみなさまの声も反映さ
せていく場も併せて検討してはどうかという制度設計になっています。
特別自治市における区のあり方としては、地域協働や区行政への住民
参画の仕組みを作ること、区役所の機能や役割などをしっかり強化拡充
すること、また議員のチェック機能なども高めていくことといった三つ
を進めながら住民自治を強化していこうという考え方です。
■特別自治市実現に向けた今後の取組
特別自治市の実現には国の法改正が必要になるので、国に対してしっかり提案・要望をしています。
二重行政解消に向けては神奈川県との協議もしっかりやっていきます。市民のみなさまへは、今日こう
いう機会をいただきましたけれど、特別自治市制度の必要性についてしっかりお伝えしながら、ご理解
いただく取組も行っていきます。
最近の国の動向としては、
（地方自治法の一部改正があるので）例えば区の
役割拡充、都市内分権による住民自治の強化ということで、区役所が行う仕事
の内容を、条例を作って定めていくといったことが、来年の４月から行われま
す。また、指定都市都道府県調整会議については、指定都市と都道府県の間で
調整会議を設け、市長や知事などが参加し、二重行政の問題について話し合い
をして解決に向けて一つ一つ進めていくという状況になっています。
以上

【質疑応答】
Ｑ：住民自治が反映できるようにしていきたいということと理解したが、特別自治市になることで一歩
でも近づけるのかなという疑念があります。財源のことで主導権争いのように見えてしまいます。
Ａ：そういう風に見えてしまうところが大きな課題だと思っています。特別自治市を横浜市が目指して
いることは先ほど説明しましたが、一番の大きなポイントは、市民のみなさまの生活の向上、行政サー
ビスの向上です。先ほどの住民自治の話も、権限財源がしっかり横浜市の中で完結してできるようにな
ることによって、区役所の役割も格段に高まります。行政区の市民のみなさまの意見をしっかりお聞き
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して、あるいはそこに参画していただきながらやっていくことが当然重要になってきます。今の制度の
中でやっていくことも当然あります。横浜市は区の機能強化も 20 の政令指定都市の中では一番進んで
いると思いますが、まだ不十分なところもあります。そこをしっかりと制度改正も含めて取り組んでい
くということが、特別自治市をつくり、大都市制度を進める大きな目的であり、今のようなご意見をい
ただいて、さらに市民のみなさまにご理解いただけるように市としても広報が必要だと思います。
Ｑ：今いわれたことは、さまざまな団体、連合（自治会）とか PTA とかがそれなりにやっていることを
仕分けしたということを話されたと思います。そこに特別自治市というのをつけるというのは、何か法
的根拠があるのかどうか？地方自治法の改正はどの程度可能性があるのか？
Ａ：現在、行政区を設置するというのは法律で決まっています。それ以上の中身をどのようにしていく
のかについては、法的には今は決まっていません。区役所を置かなくてはいけないとか、行政区を置か
なくてはいけないとかはあります。地方自治法の改正については、国会で可決がされなくてはならない
問題ですので、一定の時間はかかると思っています。ただ一方で、横浜市も急速に高齢化が進んでいま
すので、今のままの行政の仕組みの中で、市民のみなさまへのサービスを低下させることなくできるか
といったことを考えた時、ぜひこの制度の早期実現を目指していきたいと思います。
Ｑ：その場合、横浜市だけが突出して特別自治市をやるのか、あるいは、他の指定都市といっしょにや
るのか？横浜市だけが突出してやるほうが成立する可能性があるのか？特別自治市構想は、成立しなく
てはまったく意味がないので、戦略的な取り組みについてはどう考えておられますか？
Ａ：現在 20 の政令指定都市があります。その中でたとえば大阪市は、おそらく都構想を目指していく
と思います。他の指定都市すべてが、特別自治市を目指すのかというと、温度差がありますが、特別自
治市など多様な大都市制度を連携しながら目指していくと思います。特別自治市については第 30 次地
方制度調査会（総理大臣の諮問機関）の中で大都市制度について議論されました。大阪都構想をつくる
ために、人口 200 万人以上の区域で、政令指定都市を廃止して特別区に再編成できる法律が制定されて
います。特別自治市をつくるのであれば、この 200 万というのが一つのターゲットになるのでは、とい
うことが答申で書かれています。横浜の場合はすでに 370 万の人口がありますが、200 万以上の人口が
あるのは、横浜、大阪、名古屋の３市です。ただ、今は都構想のための手続法はあるのですが、特別自
治市の創設のためには、法律がまだ制定されていないので、国のほうで進めてもらえるよう運動を続け
ています。
【その他意見】
特別自治市のポイントということで１番から４番まで説明がありました。この中で、区役所機能、住
民自治を強化することが４番目で出てきます。住民自治の強化を横浜市の特徴になるようにすると非常
に良いと思います。そうすると明日が見えてくるのではないかと。次に住民自治の強化の仕組みに１、
２、３、と出てきます。この実現のタイムスケジュールを提示していただきたい。
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（2）データを活用した市民参加のまちづくり 当日使用された PPT 資料→ 資料サイト 15p から
■横浜市政策支援センター
政策支援センターでは、まず市民意識調査に代表されるような調査研究を行っています。それは行政
を進めていく上で市民の皆さまのご意見やニーズ・課題などを絶えず把握しておかねばならないからで
す。そのための礎になるような調査研究を行っています。さらに統計データを分析して、横浜の現状は
どうなっているのか、さらにその内容を行政だけが共有するのではなく、市民の方々とも共有していこ
うとでデータの分析と共有を進め、これからの市政のあり方を市民の皆さまといっしょに考えていこう
というポジションです。そのためのメディアとして市民生活白書や政策情報誌（調査季報）などを発行
しながら市民の皆さまと市政のあり方を考えて行きます。また横浜会議という市民や大学研究機関、民
間企業と共働で政策を形成していく仕組みも持っています。最近はフューチャーセッションといって、
まさにこうした対話の場を設け横浜市のさまざまな課題、高齢化や環境の問題、街の再生などについて
など様々なステークホルダーと対話をする試みも行っています。
政策支援センター、昔は都市科学研究室といって飛鳥田さんが市長のころに出来た部署です。その時
に掲げたのがまさに「データに基づく行政」を横浜市はやっていくのだと。科学的に取り組む、今
までは行政職員が恣意的にやっていたものから科学的なデータに基づいて行政をやっていこうと都市
科学研究室が出来たのです。その都市科学研究室が発展継承していく中で、政策支援センターとなりま
した。飛鳥田さんは科学的な行政の推進と共に、市民参加のまちづくりの一環として当時は「市長への
手紙」といった市民の提案制度や「市民相談室」など、全国に先駆けて行いました。特に 1 万人集会と
いう全国でも初めての大規模な市民との対話集会を行いました。その時に、小学生の男の子の「野毛山
動物園に橋をかけて欲しい」という提案に市長が「よし分かった！」と実際に橋を架けてあげたのです。
これは直接民主主義のあり方を考える上で凄く議論になるところですよね。それまでは小学生のこんな
提案に対して行政はまったく対応してきませんでした。これを飛鳥田市長が、小学生の意見を受けて事
業を実施してしまう。例え小学生の意見であっても横浜市は真剣に事業をやりますよ・・という点でそ
れは、これまでの行政のあり方を覆す画期的なことだったと思います。が、一方で見方を変えると、そ
ういうことは議会で議論するのが民主主義ですよね。市長がそんなことを勝手に決めてしまって良いの
か？小学生の意見をそのまま受けてよいのか、やはり地域に人が本当にそこに橋が必要なのかどうか
様々な立場の人が議論を尽くしながら、それらを参考にしおながら最終的には市民の代表である議会が
決める。ということもあり、市長と市民との 1 万人集会という形ではなくて、区民の方々、地域の方々
が議論しながら地域の課題を解決する場として区民会議ができたのだと思います。ですので、区民会議
は、行政対市民ということよりまず市民同士で議論してもらう場としてみんなで地域のことを課題共有
しながら解決していく。そこが、われわれがやっているデータに基づく科学的な行政と一体になって、
初めて横浜市という巨大な自治体が運営されていく。そのためには時代に応じてやり方や手法を変えて
いくこともすごく大事だと思っています。区民会議も時代時代でいろいろなやり方をされてきました。
我々も科学的な行政として始めているのがオープンデータです。
■オープンデータの定義
オープンデータは、一言で言うと今まで行政が持っていた
公共データを民間に開放していきましょう、そしてより使
いやすくし、データを活用して地域課題を解決してもらっ
たり経済を活性化したりしてもらいましょうということで、
平成 24 年に国が率先して始めました。「行政が持っている
データを市民に開放する」とどのような効果が生まれるの
かと言うと、行政は透明性や信頼性は向上しますし、それ
に基づいて市民に参加や協働が進んでいきます。また、超
高齢化・人口減少の時代となり、今後ますます社会保障が
必要になり、公共施設の維持修繕にも費用が掛かってきます。データを活用して経済を活性化させたり、
行政も効率化していこうということをオープンデータで謳っています。
■オープンデータを推進する基本原則
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そのために国がオープンデータの基本原則というものを作っています。横浜市でもこの基本原則を
参考にしてオープンデータ推進指針を全国に先駆けて作っています。この原則のうち重要なものの一つ
として、営利目的、非営利目的を問わず活用を促進するというものがあります。今までは、企業などの
営利目的の使用に対しては公共データを公開してきませ
んでした。しかしオープンデータということで営利目的も
含めてデータを積極的に提供していきましょうというこ
とです。一方で個人情報はこれまで通り、しっかり守りま
す。個人情報は極めて重要ですので、これはしっかり守り
ましょうと。しかし行政には個人情報とは全く関係のない
情報が多くあります。これは市民にとっても企業にとって
もひょっとしたら宝の山かもしれません。そういった眠っ
ているデータを速やかに公開していき、こういうことがで
きたといったことを進めていくのがオープンデータです。
データを公開するだけでなく、区民会議がやっているよう
な、大学や民間企業が持っているデータも重ね合わせて総
合化して（マッシュアップ）新しいサービスを生み出していこうというのがオープンデータの考え方で
す。こういう中で、中期計画を策定した中でオープンデータについても謳っています。対話による創造。
これまで述べてきたように横浜市はデータに基づいた行政を心がけてきました。同時に市民参加・協働
についても、データに基づいて参画と協働をやっていこうとオープンデータを活用した ICT プラットフ
ォームを構築しようと考えています。この ICT プラットフォームに基づいて市民の方々や企業のみなさ
んが地域課題を解決しようとしたり、経済の活性化をしいろいろなアクションを起こせるような仕組み
や基盤をつくっていこうと取り組んでいます。このようなビジョンを中期計画の中で高らかに謳わせて
いただいています。
では ICT プラットフォームとはいったい何なのでしょうか？ まず、ICT って何なんだということ
があると思います。ICT を使って市民メディアをやってこられた方も今日ここにおられると思います。
またそうして課題を解決しようとしておられる方もおられ
ると思います。しかし同時に ICT って何だろう・・という
方もおられます。私もどちらかというと、ICT は弱いほうで
す。具体的に ICT プラットフォームといった姿を作ってい
くといった場合、いきなり税金を使うわけにはいかないで
すよね。横浜市の財源の使途として優先度の高いものが数
多くあります。高齢者対応として福祉に使う、交通に使う、
といった中である意味、まだ未知のもので形になっていな
いものに税金を投与するわけにはいかない。であるならま
ず民間で作ってもらおうと考えました。NPO 法人がアクセン
チュアという企業に資金協力を得て、運営してもらう
Localgoodyokohama というプラットフォームを民間
主体で作ってもらいました。
この Localgoodyokohama がどのような機能を持っているかというと、たとえばスマートフォンでごみ
屋敷の問題とか、道路がここ割れていますとか、壁に落書きがあります・・とか、こういった住民の方々
が日頃考えている課題などをスマートフォンで投稿すると、こういった地図が出来ます。住民の方々が
考えている課題が地図に次々と表示されていきます。同時にこの地域にはこんな活動をしている人がい
ます。地図上で活動をしている人が登場してこの課題を一緒になって解決してはどうだろうか・・とい
ったことが「見える化」できるようなプラットフォームを民間の
方に運営してもらいながら、行政は様々なデータを提供する。
まさにオープンデータという形で行政は係わるということです。
これはインフォグラフィックですが、インターネット上で見る
ことができます。横浜市はいろいろな統計データがあります。し
かし数字だけではなかなか分かりにくいです。それを具体的にイ
ラストなどでビジュアル化すると、たとえば 1980 年台にはこんな
に核家族が多かったものが、今は単身世帯のほうが多くなって、
家族の構成がこんなに変わっているというのがこんな風に見える
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ことで、
「ああなるほど」と思いますよね。数字だけでは分からないものをビジュアルでイメージしな
がら考えると家族がこんなに変わっているのなら単身者が増えるのは当たり前だよね、と。特に今 30
代、40 代、50 代の単身者が多いことをビジュアルで見ることで、ではこの地域をどうしていこうかと
考える。データに基づいて考えるということになります。そういうことが分かる機能を持っています。
さらにクラウドファンディングといって、では実際に課題を解決しようといった時に、今までは補助
金などの形で行政がお金を出していたことが多かったのですが、これからは、インターネット上で共感
する市民の方々でお金を集めて、市民の方々がプロジェクトを立ち上げてもらい解決してもらう。こう
いったクラウドファンディングの仕組みも持っています。 例えば引きこもりのおばあちゃんたちが編
み物会社を立ち上げて、その中で障がいのある方たちや引きこもり、ニートの人たちといっしょに編み
物を買ってもらえる仕組みを作る、困難を抱える高校生、中退してしまったり、就職が出来なかったり
する高校生のために、地元の企業で働きながらインターンシップができるような仕組みや制度を作って
就職先を斡旋するような仕組みもクラウドファンディングで立ち上げる、行政がなかなか手が回らなか
ったことも市民の方々がお金を集めてプロジェクト化して取り組みを始める、地域で対話と集会をしな
がらプロジェクトを立ち上げる、というものです。
いろんな市民の方々で課題を集めましょう。そして課題を分かりやすく見えるようにする。その中で
参加できるようなプロジェクトを立ち上げてもらう。こういった仕組
みを ICT を使って実現する。具体的な取り組みを民間の方々といっし
ょになって私たちが(市)が進めています。その時にデータを提供する、
お金を出すというのではなく行政が持っているデータを提供すること
で民間の方々が地域で課題解決に取り組むのを応援していこうという
のをやっています。区民会議の方々もこんなアイデアがあるんだ、こ
んな課題を解決したいのだというのでしたらぜひ、政策支援センター
に来ていただいて、一緒に対話をしたいと考えています。それでした
らこんなデータがありますとかいろいろな形でお伝えしていきたいと
思います。これを機会に横浜市には政策支援センターがあることを知
っていただき一緒に使っていきたいと思いますのでよろしくお願いし
ます。

【質疑応答】
Ｑ：今年度の市民意識調査の中に「自助、共助を知っていますか」に対して 3 割でした。
「大地震が来
たら不安ですか」に対しては 9 割が非常に不安に思っている。その反面「家具転倒防止をしているか」
は 6 割。
「備蓄はしているか」は 4 割。などなど調査報告が出ているが、われわれはどう分析をして対
策を打つかというとプラットフォームのような状態で、挙がって来た状態で、地域の専門家などもいて
どのように結びつけるのか…と。どういうふうに解釈したらよいのか。
Ａ：ICT プラットフォームでいろいろな研究や専門家を集めることが出来るようになってきました。た
だ、基本は地域の人が解決する。解決するのは本当はみなさまだと思っています。つまりみなさまのよ
うに地域のことを良く知りながらデータは頭に入っている。これはものすごく大事なことです。しかし
今までは支援する体制がなかなか無かった。そこに支援する体制として ICT プラットフォームを作りま
したので、みなさまが主体的にやっていることをどう支援していくか、さらにデータや専門家を通じて
どうやって支援するか政策支援センターとして考えています。地域のデータを頭に入れて実情を知って
いるみなさまが課題を解決する、それを全力で応援していきたいと思っています。
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分科会名：１． 福祉：高齢者、子育て支援、地域の助け合い
司会進行： 平本 勉 (保土ケ谷区)
参加者

記録：川上 吉夫（保土ケ谷区）

８名

平本 勉、東小薗 正富、川上 吉夫、二瓶 美知子、太田 チエ、矢内 米子（保土ケ谷区）
大友 徹、狩野 恭子 （青葉区）
発言区（発言者）

発

言

要

旨

● 自己紹介等
保土ケ谷区（平本）

本日、進行役をおおせつかった保土ケ谷区民会議の平本です。

保土ケ谷区（川上）

保土ケ谷区民会議で今期（第 21 期）福祉分科会の座長をさせて頂いている川上です。
本日は書記をさせて頂きます。

保土ケ谷区（二瓶）

保土ケ谷区の二瓶です。よろしくお願い致します。

青葉区（大友）

健康・福祉・教育グループの責任者・大友です。区民会議は５期目（10 年）です。仕
事もしています。今回欠員があり責任者になりました。

青葉区（狩野）

大友さんと同じく健康・福祉・教育グループの狩野です。民生委員 15 年、介護相談員
も 10 年やっています。

保土ケ谷区（太田）

保土ケ谷区の太田です。地域で老人会に入っています。

保土ケ谷区（矢内）

保土ケ谷区の矢内です。公募で３期目です。自分の家庭や兄の介護など勉強しています。

保土ケ谷区（東小薗） 保土ケ谷区の東小薗です。今日はカメラマン（記録）を依頼されましたので他のグルー
プも回ってきます。
●各区の取り組み紹介、意見交換
保土ケ谷区（平本）

最初に第 3 部のグループ意見交換の発表者を決めておきたいと思います。
意見交換のなかで耳に残ったこと、単語、キーワードを３つ用紙に書き、２分間でその
報告をします。

⇒ グループ内の互選で青葉区・大友さんに決定。

それでは、今、取り組んでいることや課題についてお話下さい。
青葉区（大友）

青葉区には地域ケアプラザが 18 あります。１ケ所ずつその所長、ケアマネ、地域包括
支援センターに依頼してお話をお聞きしています。担当している３ケ所（荏田、市が尾、
青葉）にコンタクトし１ケ所 1 時間ほど質問しています。共有できる問題として ①特
養の絶対数が少ないこと。老化がすすんでくると次の受け皿がない。資格が必要だが、
簡易的な資格認定をして受け皿にしてはどうかと思います。器、施設、人材がないがど
こかでやっていかないといけない。 ②もう一点は軽度の認知症の方々のグループホー
ム、これも受け手がない。ほっぽらかされています。今後、あと５～６ケ所回って公開
講座を 4 月～５月に開きたいと考えています。
10 年くらい前は介護師（ヘルパー）を養成していたが、現在は札幌にしかない。介護
師の給与の問題がある。認知症の方は一般の方と一体となってやっていかないといけな
い。それは災害時と同じく近所の方で助け合わないといけない。地元荏田の自治会では
プライバシーの問題がありますのでみんなにオープンにはできないのですが、一人暮ら
しの方を登録してもらって二人の方が面倒を見るというようにやっています。

保土ケ谷区（二瓶）

保土ケ谷区では今年度から自治会毎に災害時要援護者の名簿がおりてきます。

保土ケ谷区（川上）

私たちの福祉分科会は、前期に分科会内で行方不明者が出て、他人ごとではなく緊急性
があるという事で、地域ケアプラザから来て頂いて認知症サポーター養成講座を受けた
り、社会福祉協議会から来て頂き勉強したり、区の高齢・障害者支援課から来て頂き高
齢者の課題など学習しました。その時に、22 名全員が認知症サポーターに登録しオレン
ジリングを頂きました。また、その中からさらにサポーターを養成するメンバーとして
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キャラバンメイトの講習（2 日コース）を受け、既受講者と合わせて９名になりました。
講習では、実際に奥様が若年認知症になられた方の体験発表もあり、みんなで支え合う
事の重要性を強く認識しました。
あと 10 年後には高齢者の５人に１人（約 700 万人）が認知症になるという報告や最近
のマスコミ報道などで待ったなしの社会問題ともなっています。今期になってから、さ
らにブラッシュアップされた新オレンジプランが政府から出てきましたのでその勉強を
しました。それから学んだことを地域に発信するという役割が区民会議にありますので、
昨年の「区民のつどい」では福祉分科会で認知症のセリフ劇を行ってアピールしました。
参加者からの共感と好評をいただきましたので今年の「区民のつどい」(11/14)では次の
ステップとして自分自身で認知症をチェックする「認知症セルフチェック」を５名のメ
ンバーで質問形式に行い、自分は健常か予備軍かを会場の皆さんと一緒に行ったらすご
く好評でした。
福祉分科会は認知症だけではなく、お子さんから高齢者まで、いろいろな場面で課題が
ありますので、その時に必要なことをキャッチしながら行政と地域とのパイプ役という
のが我々の大きな役割なので学んだことを地域に展開しサポートできることは一緒にし
ていくというスタンスで活動しています。今期は福祉に関心が高くて 31 名のメンバーが
入ってきました。それぞれの委員が抱えている課題もありますし、我々が知らなかった
問題にもスポットを当てて、行政に伝えたりする事も必要かなという気がしています。
保土ケ谷区（東小薗） 青葉の区民会議ニュースをみせて頂いたら、健康と福祉と教育の３つで一つの部会にな
っているんですか？健康と福祉はいっしょでもいいが教育は違ってきますね？
青葉区（大友）

グループは現在 13 名ですが、経緯は教育と健康のメンバーが少なくなったのでうちで
受けてやるようになりました。現在は福祉・健康が主体で行っています。教育としては
障がい者の教育関係を取り上げてやっています。
（狩野）教育のほうは児童委員が入っています。

保土ケ谷区（平本）

保土ケ谷区も分科会の数が減ったりしています。今は、環境、教育、交通・災害、福祉
の４分科会です。交通と災害を分けるべきかと思いますが、人数的なものもありますの
でね。あまり人数が少ないと活動的に難しくなってきますので。

青葉区（大友）

私どもでは５名くらいでグループを発足することも考えています。

保土ケ谷区（平本）

教育と福祉は離れている気がしますが、実は先日の「区民のつどい」で横浜国大の細田
先生に家具の転倒防止の講演をしていただきました。下打合せの中で鞆の浦（山口県）
で行った学生さんと一緒に家具固定を各家庭を回っていったらしいんです。そこで一番
優先されるのが独居老人や老々介護の方ですが、その時、老老介護の方でお母さんが寝
ている頭の方にタンスがあり大地震が来たら一発だよという話が合って、その時介護さ
れている娘さん（高齢者）が学生さんにお茶やお菓子を出して下さったりして話してい
た時に、たまっていた愚痴をいっぱい話してくれたそうです。その様子を見ていた先生
が感じたことは、自分は災害の専門なので家具を固定して一人でも死者を減らしたいと
いうのが仕事ですが、こういうところから、若い人と高齢者とのコミュニケーションが
とれる効果もあるなと気付いて、家具固定の話を高校生にももちかけているそうです。
福祉と教育がコラボしてやることも出来るかなと思います。中学生も力があります。
どうしても高齢化しているので高齢者の話になってしまうのですが、座長会などで、各
分科会相互に福祉と災害だとか、福祉と教育とをからめて若い中学生・高校生などを巻
き込んで進められたらいいなと思います。
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青葉区（大友）

「区民まつり」のアンケートでケアプラザをご存知ですかとの質問では、意外と子供た
ちと高齢者は知っているが中間層は知らないという結果でした。どうしてそうなんだろ
うと子供たちに聞いたら子供は子育てでケアプラにお世話になって来たそうで、老人は
孫のような子供たちとおしゃべりすると元気になります。子供は邪念がありませんので。
校長先生と相談してやっていく事も重要かなと思います。グループの年齢層として
40,50,60,70,80 代で 13 名います。最近は意外と若い方も入ってきています。
会議は夜 6 時から 8 時にやっています。場所は市が尾の集会場で月３回無料で区にお世
話になっています。あと、私の方の個人的ですがたまプラザで２年間、1 回 400 円で契
約して使っています。

保土ケ谷区（東小薗） 今おっしゃった中で、夜の会合は婦人層の方がいやがりませんか？
青葉区（大友）

炊事とかありますが事前に、毎月第 2 水曜日に決めてやっています。

保土ケ谷区（東小薗） まさに保土ヶ谷の区民会議でその問題にぶつかっています。公募で来た方で、夜とか日
曜・祭日にやらないで平日ばかりなので来なくなった方がいます。区民会議のアンケー
トの中に「若い人がいない」
「若い人の声が反映されない」と言われるとまさにその通り
なんです。
「区民会議」と名乗るからにはもう少し若手、中堅の人に入ってもらいたいが、
現実には運営が難しくなってきていて、もう一つはリタイヤした人が中心なので認知症
や介護の話が多い。中にはまだ認知症のことをやっているのかいいかげんにしろよと言
う意見もでてきています。福祉というと障がい者や子育て世代のこともみんなで学んだ
り議論したいいがやはり高齢者問題をやっているのが現状です。
前期と今期は特に高齢者問題と認知症を重点に活動していますがそれまではもっと幅
広くやっていました。特に前期は分科会から行方不明者が出たこともありとりあえず認
知症に特化して行いました。批判もありましたが前期・今期で学んで判ったことは認知
症の方の介護が大変なことです。ようやく世間でも認知症になったら隠すのではなく近
所にオープンにすることによって家族にとって介護は地域の人が見てくれるので軽くな
るんです。だんだんオープンにするようにはなってきました。テレビの健康番組も認知
症ばかり。私たちは認知症になっても安心して住めるような街にしたいと思っているん
です。みんなで支えれば自宅で生活ができるんです。
青葉区（狩野）

認知症になっても自分で出来ることは一杯あります。

保土ケ谷区（東小薗） そういう意味で、認知症は地域ぐるみでやっていく必要があります。サポーター講座で
お声がかかればすぐに行ってきます。最近では小・中学校、高校へも出向いて教えても
らいたいという事で行ってきました。認知症は誰でもなるし、少しサポートすれば普通
に暮らせるということを子供たちに教えていくと特別視しなくなるのです。
保土ケ谷区（平本）

対応による間違いでトラブルになっていることがあります。
「区民のつどい」でやった
寸劇「家に帰ります」は、お孫さんとお嫁さんの対応で、どういう対応をすればよいの
か、良い例、悪い例を知ってもらうために行いました。
時間が無くなってきましたので、一言ずつお願い致します。

保土ケ谷区（二瓶）

とにかく地域ケアプラザと一緒になってやることが大事だと思う。私は介護相談員もや
っていますが、認知症の方には「ボケ」
「認知」とは言わないように、きちっと「認知症」
と言って下さいという事が印象に残っています。本人が非常にいやがるそうです。

保土ケ谷区（太田）

心の手紙を書かせると本人はじっと我慢しているそうです。外に出るのも家にいるとガ
ミガミ言われるので出るそうです。対応する先生がおだやかだとスムーズに話せます。
近所の友人で仕事をバリバリやっていた方で、一日に２～３回電話をくれる人がいます。
近くの人はそばに寄らなくなりましたが私はすっぽかされてもめげずに寄り添っていま
す。認知症の方は自分が一番わかっています。不安でしようがないのだと思う。
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保土ケ谷区（二瓶）

施設も今は、介護３以上でないと入れません。したがってそれまでは家族でサポートす
る必要があります。

青葉区（狩野）

私は 85 才ですが、元気な間は介護相談員を続けたいと思っています。

保土ケ谷区（平本）

こういう所で活動している方はお元気ですねと言ったら、いや元気だからここに来られ
ているんですとおっしゃっていました。普段から脳を使っているので、その辺が認知症
の予防になりますね。

青葉区（大友）

雑談ですが、私のところで、介護施設の質などの調査をしていまして、毎年お祭りなど
で結果を配布しています。これから入りたいと思っている方がたくさんいますので、施
設の説明会を聞きに行きまして入所者にも質問して作成しています。

太田（保土ケ谷区）

私は人の役にたちたいと思っても、なまりがあるからと思っていましたが、最近はな
まりがあるほうが田舎を思い出していいというので、話を聞くだけなんですがやってい
ます。

矢内（保土ケ谷区）

交流会には初めて出させて頂きました。想像していたイメージと違っていましたが来てよ
かっ
たと思います。

保土ケ谷区（平本）

それでは時間になりましたので、まとめをお願い致します。

● グループ意見交換報告
①「認知症」は近隣の助け合いが必要。病気であり本人に対して「ボケ」
「認知」と言ってはいけない。
②「家具の固定」
（転倒防止）活動は、若い人（中高生）と高齢者とのコミュニケーションが図れる活動になる。
若者と一緒に「福祉と防災」とか「福祉と教育」などのコラボで活動してはどうか。
③「区民会議の強化」若い人・中堅の方が出られるように、夕方や土日に出来る場所を確保したい。リタイヤ
した年寄りだけの会議運用では「区民会議」の影がうすくなる。
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分科会名：自然と環境：水・緑、スリムプラン

第 2 部 第 41 回 区民会議交流会 2015
司会進行：加茂（青葉）
記録：大野（青葉）

参加者 １３ 名
旭区：木村
保土ケ谷区：佐野・佐久間・中野・峯松・羽根・飯澤
青葉区：太田・福島・鈴木・小杉・加茂・大野
話題となった小テーマ、項目、
キーワードなど
街の中の自然環境保全（青葉区）

発言要旨

(発言者の区名)

同じテーマで続けて発言があった場合は、まとめて 記載
・開発された地域では街の中の緑を守っていく努力が必要である（青葉区）
・緑視率という考えを入れた活動を行っている（青葉区）
・公園愛護会活動に携わっている（保土ケ谷区）

文化遺産の保存活動（保土ケ谷区）

・堺木地蔵の保全活動を市の支援を受け自治会で行っている（保土ケ谷区）

資源・ごみ対策（保土ケ谷区）

・土壌混淆法など足元からの資源・ごみ対策を行っている（保土ケ谷区）
・生ごみを乾かして減量化努力をしている（保土ケ谷区）
・Ｈ２７年度横浜国大と環境ゴミ問題の共同研究を開始する（保土ケ谷区）
・スポーツ推進委員、自治会長としてゴミ問題に１０年取り組んでいる（保
土ケ谷区）

まとまった自然環境（青葉区）

・先ずは知ることが意識を高める、現在勉強中です（青葉区）
・残っているまとまった緑の保全活動をしている（青葉区）
・市街化調整区域の保全に関心がある（青葉区）
・自分自身で満喫できるまとまった自然環境を残したい（青葉区）
・まとまった緑は是非残したい（青葉区）
・人口減少時代の市街化開発には疑問（青葉区）
・恩田の谷戸の環境保全に取り組んでいる（青葉区）
・陣下渓谷の環境保全に取り組んでいる（保土ケ谷区）
・山歩きすることで自然環境も見えてくる（青葉区）

川（青葉区）

・鶴見川にスポットを当てた活動を展開（青葉区）
・川の水質保全技術も向上してきた（青葉区）
・水辺の草刈りの程度にも注意している（青葉区）
・最近は BOD や COD よりも魚の状況で水質管理基準を決めている（青葉区）

公園（青葉区）

・環境保護も重要だが、有効活用という観点から公園を見直している（青葉
区）

農地（保土ケ谷区）

・畑が残土置き場になっているのは残念（青葉区）
・水田、畑は緑地ではない（保土ケ谷区）

活動の推進方法（保土ケ谷区）

・保健活動推進員をしながら自然環境活動にも参加（保土ケ谷区）
・スポーツ推進委員、自治会長としてゴミ問題に１０年取り組んでいる（保
土ケ谷区）
・他の環境活動グループと連携しながら活動を推進している（青葉区）

本日の発表内容選定（保土ケ谷区）

衆議の結果発表内容を以下とした
●「緑」継続して声を上げる：寺家ふるさと村・恩田の谷戸・陣ケ下渓谷公
園・仏向谷戸
●「水」アユ・オイカワも住んでいる：帷子川・鶴見川
●「３R 夢」各自が進めるクリーンな地球：３R（リデュース・リユース・リ
サイクル）

●分科会メンバーからの意見や感想（あれば）
特に無し
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分科会名：3．交通

司会進行：

宮司弘昭 (保土ケ谷区) 記録 杉浦隆雄（保土ケ谷区）

報告:茅野
1．概要
今回の交通テーマは「自転車・バス・道路について」となって、各区の状況について意見交換する予定
でしたが、第 1 部の講座(特別自治市)内容を参考にした意見交換になり、横浜市の行政のやり方を含め
た、横浜市全体の話になってしまったので、予定していた身近なテーマからそれてしまった。
参加者

6名

宮司弘昭・杉浦隆雄(保土ケ谷区)

嶋田敦雄(青葉区)

近江久行(旭区)

茅野眞一・土屋清敬(港南区)
発言者

発表要旨

茅野(港南)

・横浜市には交通問題を含め行政権限がないと思う。
国が決めなければ、主要な事は横浜市の事であっても、決めることが出来ないのが実
情である。

嶋田(青葉)

・道路問題についても、道路自体は横浜市であっても取り締まるのは神奈川県である。
問題解決にしても特別自治市としての難しさがある。

茅野(港南)

・例として、敬老特別乗車証(敬老パス)の件は、このパス券で利用できる範囲は限られ
ている。バス路線は市内に運行されているバス会社はほとんど利用できるが、電車は
「市営地下鉄」と「金沢シーサイドライン｣のみで、相鉄や小田急、京急などは利用で
きない。常に横浜市へ書面をもって陳情している。

土屋(港南)

・私も横浜市長あてに要望書を何度も提出したが、行政側の人事が 3 年程度で代わるの
で、理解していただくのが難しい。

茅野(港南)

・港南区の区民会議は 8 年前に、行政指導により解散した。現在は一般区民活動団体に
なっているが、港南区とは協調していない。出来ない。直接横浜市へ陳情している。
横浜市にはバスが 8 社運行されている。責任部署が明確になっていない。横浜市はバ
ス運行運営に 80 億円の予算を組み込んでいるが、
神奈中の利益は平塚市に入っている。
また江ノ電は藤沢市に入っており、東京都の様な管理運営方法にはなっていない。交
通に関して行政権限が限られている所に問題がある。

嶋田(青葉)

・青葉区は車の保有者が最も高く、大型自動車も 8 万台あり、交通環境が厳しい。
横浜市全体の道路交通網の整備をお願いしても、横浜市の都市計画は横浜市で決めら
れず、国の権限になる。横浜市全体を見据えた都市計画が望ましい。
横浜市が国に物申す事が必要。

茅野(港南)

・バス停留所を 1 ヶ所増設したり、バス系統時刻を変更したりするのは、非常に大変な
事である。市民ももっと交通問題について勉強する必要がある。

土屋(港南)

・送迎福祉バスの運行を見ても朝、夕のみの送迎となって、昼間は利用されていない。
もっと活用を見直すべきである。

嶋田(青葉)

・横浜市が可能な権限は何か。横浜市で何が出来るのか。一般市民として、よく確認し
提言していくべきである。
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分科会名： 教育・文化

テーマ：
参加者

第 2 部 第 41 回 区民会議交流会 2015
司会進行： 小林由美子
記録： 松土美智子

人づくり 地域づくり

７名

都筑区： 山岸 紀美江
青葉区： 松本 主計、近藤 美恵子
保土ケ谷区： 小林 由美子、酒井 常晴、池松 忠彦、松土 美智子
区（発言者）
保土ケ谷区（小林）

発

言

要

旨

（司会）ご出席ありがとうございます。 テーマに沿ってのご意見を伺い、意義ある会としたいと
思います。まずは、日頃どのような活動をされているのかお話し願えますか。

青葉区（松本）
都筑区（山岸）

区民会議に入ってまだ 6 カ月なので、いろいろなことに慣れていません。
都筑区は住民の平均年齢が低く、転勤族のため貸家に住んでいる人が多くを占めているので、
（4
年くらいで転勤になり、区から出ていく）自治会の加入者が少なく（加入率 30%）
、組織が弱体化
してきています。 その反面、若い世代が多いので、子育てサークルは多いです。
日常の活動は出来る人が「出来る時にーー」をモットーにＮＰＯ「アイ ラブ 都筑」で落書き
消しやごみ拾いの活動をしています。公的機関からの援助がなく、活動資金のための資金調達に苦
慮していましたが、企業から協賛金を頂くことができました。

青葉区（近藤）

横浜市は中学校給食がないため、市外から転校してきた人は、給食のない学校には行かせたくな
いと思っている人もいます。中学校給食要請の署名運動を行い、教育委員会へ提出しました。
都会育ちの子は体格もきゃしゃで体力も劣っています。
経済的にも給食の方が負担が少ないし、バランスのとれた栄養が摂取できる。給食を是非とも導
入して欲しいと思います。

保土ケ谷区（酒井）

小中一貫校になると、同じ敷地内に（小学校の）給食施設があるので、そのまま利用できるので
はないでしょうか。

保土ケ谷区（小林）

給食費未納問題もありますね。埼玉などは、かなり厳しい措置を取っているようですが。

保土ケ谷区（酒井）

確かに未納・滞納問題、補助金の問題、その行政の財政の問題等たくさんあります。
ちなみに、現在の給食費は、280 円だそうです。

保土ケ谷区（池松）

学校給食は横浜市の予算のなかでは無理ではないかと思います。 給食がなくても業者弁当でも
よいのではないか。 栄養のバランスはとれていると思うから。
食事は礼儀を学ぶためでもあります。

保土ケ谷区（酒井）

小学校の給食は無料でもよいのではないかと思います。 給食の原点は空腹を満たすためのもの
であったと言われています。
以前、給食費は家庭と半々であったようです。今は自己負担は少ないが、なかには払えない家庭
もあるとうかがっています。それを考えると、児童手当は親にではなく、直接学校に給付した方が
良いと思います。

青葉区(松本)

お金から給食を考えてはいけないのでは。
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保土ケ谷区（酒井）

保土ケ谷区の教育分科会では「食育」とともに「あいさつ運動」をしています。 過日、「区民
のつどい」の分科会発表のなかで、寸劇を通しての啓発を行い、好評を得ました。

青葉区(近藤)

青葉でも小・中学校でのあいさつ運動をやっています。

都筑区（山岸）

都筑区では、カフェを作りボランティア活動の一助としています。 また、子どもや犬の散歩仲
間を通して日常の情報交換を行っています。 区誌（史？）も発行しています。

青葉区（松本）

今の社会では、老人と子どもの問題に着眼すべきです。老人問題は、20 年我慢すれば解決する
が、子どもの問題は、放っておけない。港北区と連携し防災情報を共有して活動しています。
（司会）

保土ケ谷区（小林）

いろいろ貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。

○ その他 区境問題なども出ました。

●分科会メンバーからの意見や感想（あれば）
・同室で 3 グループだったので、同グループ内での発言が聞き取りにくい時もあった（記録係）
・給食費問題など世代により考え方がかなり違う、と感じた。
・ ・区境問題は、また、時間をかけて話し合いたい課題だと思った。
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司会進行： 小池 由美（青葉区）
記録：松尾 良信（青葉区）

分科会名：5. 災害
参加者

8名

左近 徹（保土ケ谷区） 岡田 實、北村 友雄（中区） 福留 正子（港北区） 田中 晃（緑区）
小池由美、松尾 良信（青葉区）
話題となった小テ

同じテーマで続けて発言があった場合は、まとめて 記載

ーマ、項目、キー
ワードなど
自己紹介



北村 中区に９年。中区民クラブ



岡田 区民会議８年目、災害をテーマに、町内会主体の活動。課題は住民参加意識の低下。（マ
ンション・外国人の増加）「街を知ろう！活動」を実施し、解決策を模索している



左近 町内会長を４年。この会議は初参加。自治会活動は、最小単位をしっかり固める事が大
切。Fishborn 技法で、コミュニケーションを大切に。長寿会、子供会、お祭り、餅つき等のイ
ベントをきっかけにして世代間のコミュニケーションの醸成を図っている。



小池 仁 青葉区に３０年、以前調布市におり、多摩川の堤防決壊を目の当たりにし転居、現
在マンションの自治会長。マンション住民と近隣住民の繋がりを大切に、と考えている。



田中 防災拠点も器材、広報を担当。家庭防災員。市の支援センターで講座の３回開催。長津
田は古い町と新しい町が混在している。11 の連合自治会が良い意味で競争（協働）。



福留 自治会単位の防災訓練はほぼ完成している。自分たちで出来る事を模索する中で、「水
害」について勉強中。鶴見川とその支流の氾濫の歴史を勉強している。行政には、「自助意識
の醸成」と「迅速な情報伝達」を期待している。「ヒザ下」の水位で致命傷となるなど、河川
の氾濫は特に近年は極地的で、しかも短時間で大災害が発生する傾向にある。

※小池 防災は地震中心となっているが、水害、河川氾濫対策も重要。また、河川は複数の区を流
れており、流域の区が共同で対策を検討する良い材料を提供してくれる。
来年 2/7（日）に「鶴見川の自然と治水」と題する公開講座があります、ぜひ参加してください。
防災活動と街の絆



小池 防災活動の役割は「自助・近助・共助」の確立。そのベースになるのが様々な「町内活
動」であり、町を知るためには「町を歩く」事は欠かせない。
青葉区の「防災活動」
「町内活動」は、地域による「温度差」が大きい。他区の状況は？



田中 緑区では、福祉、特に「福祉保健計画」との連携が重要と考えている。



岡田 中区では「社会福祉協議会」が『防災や福祉の講習会』を開催する等、活発に福祉保健
活動を実施している。



田中 「社協」
「ケアプラザ」
「自治会」は相互に連携して協力関係を構築している。



左近 保土ケ谷区では「民生委員」が重要な役割を担っている。歴史がある街が多いので、古
くから「敬老会」が活発、資金は自治会費なので赤字になる懸念もあるが。

既存の組織の防災 
活動への関わり

福留 ケアが必要な住民の存在について把握しているので、民生委員の役割は重要。



小池（由） 民生委員を防災計画に組み込む



小池（仁） 民生委員の役割には誤解も多い。住民の状況把握はしているが、発災時の安否確
認は住民の役目であり、民生委員の仕事ではない。
マンション自治会は加入率が高いが、
「自治会の防災活動」と「地域防災拠点」は本来別物だが、
混然一体の感がある。各組織の連携強化と同時に、各組織の役割の明確化も必要。



左近 保土ケ谷区では民生委員 1 名に 2 名の安心訪問委員をつけ、発災時の機動的な対応に備
えている。

地域特性に応じた 

小池(由) 青葉区の人口は昼少なく、夜多い。中区等は逆パターン、地元自治会に加入してい

共助のあり方

ないビジネス人口が多い。共助のあり方も異なってくる。
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岡田 中区など、沿岸部では、津波の心配が大きい。地下街の対策と共に、垂直避難と言われ
る、「津波避難ビル」の周知、明確化など、企業との協力関係が大切。



小池（仁） 帰宅困難者一時避難施設の考え方も同様。都心部と北部四区では対応の仕方が異
なるのではないか。

まとめ

Ⅰ『自助・近助・共助』が連動していない
自治会中心の「福祉保健活動」と防災拠点単位の「防災計画」
Ⅱ『防災計画の中の民生委員の役割』に誤解があり、明確化が必要
Ⅲ『町の防災の基礎としての自治会』加入率の低下、非加入者増による、負担の増加

●分科会メンバーからの意見や感想（あれば）
【例】他分科会のテーブルが近く、発言が聞き取りにくかった。
・
・
・
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第 3 部 グループ意見交換報告
(1)福祉：高齢者、子育て支援、地域の助け合い （４階大会議室）
区民会議の
運営
（時間・曜日）
主婦 ビジネスマン
会場

ケアプラと共有
認知症（特化）≠弱者
隣人 助け合い
日本ヨコハマ 病気だ

若者活用（入会）
転倒防止支援
まつりに来てもらう
福祉災害

●報告者 大友さん（青葉区）
認知症に特化して勉強していこうと話しました。そのためには隣人の助け合いが必要です。認知症に
ついてはこれは病気であって「ぼけ、認知」といったことを言ってはいけない。また若者活用について、
転倒防止支援での中学生、高校生が行っているとの話がありました。この中で(対象者として)認知症の
方もおられたようですが、支援をやっている中で、若い方たちが認知症（介護者）の方と話をしていて、
目を輝かせていることもあり、こういった若い方たちを区民会議に入ってもらえることも含めて、この
活動をやっていきましょうと。福祉と災害が一緒になっています。内容が少し違いますが、区民会議の
強化ということで、協力はしてくれるが、時間や曜日でなかなか難しかったり、会場も夕方確保ができ
れば参加できるが・・。若い方たちがいなくて年寄だけでやっていると区民会議も影が薄くなっていく。
(2)自然と環境：水・緑、３R 夢（スリム）プラン（４階小会議室Ａ）
スリム ３R
リデュース(出さない)
リユース（再使用）
リサイクル
クリーンな地球
各家庭が進める

水
帷子川
鶴見川
鮎 オイカワも棲んでいる

緑 継続して声を上げる
寺家ふるさと村
恩田の谷戸
陣ヶ下溪谷公園
仏向谷戸
市街化調整区域をどう残すか

●報告者 羽根さん（保土ケ谷区）
最初にキーワード、
「マラウから地球を作る」そのためには、緑を守る、それも継続して守るために声
を上げて守る。青葉区には寺家ふるさと村があります。また恩田の谷戸があります。陣が下の渓谷公園
や仏法の谷戸があります。蛍が出ます。そんな自然環境のある中で保全をやっていきます。水について
は、青葉区には鶴見川があり、保土ケ谷には有名な帷子川があります。水質が改善されて、今鮎やオイ
カワやウナギも棲んでいます。そういった環境になってきています。これからも水質保全や水の大切さ
を伝えていきたいと思います。もう一つ、スリム３R ですが、reduce,reuse,recycle といった足元から
やれることからやろうとしています。クリーンな地球が出来ます。
(3)交通：自転車、バス、道路（４階大会議室）
交通行政の体系

●報告者 茅野さん（港南区）
交通問題について話しましたが、結果から言いますと、横浜市には交通についての行政権限が無い。
なぜか、みなさん考えてください。まず、横浜市にはバス会社が 8 社走っていますが、これを横浜市は
21

コントロールできません。路線問題は関東陸運局です。ですので横浜市には責任部署もありません。交
通局は一企業体にしかすぎません。もっとみなさんに身近な問題として高齢者パス（敬老特別乗車証）
ですが、これに横浜市は福祉予算を 80 億円投入しています。この 80 億円は横浜市内では回ってはいま
せん。神奈中（神奈川中央交通）の利益は平塚市で、江ノ電は藤沢市に入ります。東京都のように各事
業体が法人税として横浜市に必ず戻ってくるようにしなければ、こういう問題は解決しません。さらに
自転車問題ですが、これは神奈川県警なのか、違法駐車なのだからそれは市なのか？取り締まりの権限
もこれは市なのか県なのか、不確かです。こういったことを横浜市がもっと責任をもって PR し、さら
に啓蒙するような市にならなくてはだめです。これは冒頭の橘田室長が言われた、横浜市の大都市問題
にこの（交通問題）ことも集中するのです。われわれの分科会ではそういった話をしました。
(4)教育・文化：人づくり、地域づくり（４階小会議室Ｂ）
区境問題
学区
教育 文化

文化度・民度
ゴミ拾い →優等生になりたくない
落書き消し
区民の自発的活動
私たちは何ができる

義務教育の財源
中学校の給食について
（横浜市には無い）
教育

●報告者 山岸さん（都筑区）
教育文化については小学校区について区境にある学校は行政区とは違っているということをつぶやい
て、区境の問題について話しました。区境について文化というのは決められないですね。
中学校の給食というのは横浜市ではありません。小学校も中学校も義務教育なのに、なぜ小学校にあっ
て中学校には無いのだろうか。これを財源問題で片付けてはいけないということ。
次いで、民度・文化度についてですが。例えばゴミ拾い、これみんながごみを拾っていい子になってし
まう・・落書き消すといい子になってしまって、なかなか出来ない。私の経験では、これをやるときは
子どもといっしょにやると、
「私たちは私たちの街に何ができる？」を問いかけてグループづくりをや
りたいという話を紹介しました。
(5)災害：防災・減災、自助・共助（４階大会議室）
防災計画の中の民生委員の
役割
誤解・・→明確化

自治会加入率低下
まちの防災の基礎
非加入者増で負担増加

福祉保健計画（自治会中心）
と防災計画（拠点単位）
自助・近助・公助が連動し
ていない

●報告者 松尾さん（青葉区）
災害として一番関心の高いのは今地震です。地震の後は津波です。津波については中区の方が一番危機
感を持っておられました。青葉区では津波は無い(だろう)から・・・。災害はいつ起きるか分からない
という危機感を皆さんがお持ちでした。さて今防災という活動を進めるにあたって、中心になることと
は何でしょうねという話題で進めました。そういうことでは、自治会を中心とした地域福祉保健計画、
拠点単位での防災計画、こういった計画が自助や共助、近助といったものと関係するのですが、この地
域福祉保健計画と防災計画がうまく連動していないのではないか・・という話が出ました。これは一つ。
もう一つは、自治会の加入率についてです。今 70％ぐらいですが、これが徐々に低下してきている。そ
の中でこれが「まちの防災」の基礎になります。自治会への未加入の問題が、防災とどう関係するのか。
これも課題です。また、昼間人口について青葉区だと昼間の人口が少ないのですが、逆に中区だと昼間
の人口が多くなります。そうすると同じ防災といっても役割なり期待するものが当然異なります。最後
に、防災計画の中での民生委員の役割についてです。この民生委員の役割についてなかなか明確にはみ
なさんが理解されていない。これは課題です。
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第 41 回 区民会議交流会 参加者アンケート
１．今回、何に期待して参加されましたか。 ※ 複数回答可
① 講演内容 13 ② 他区の活動情報
21
③ 他区との交流・親睦
④ その他
未記入 2
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・他区の具体的な活動内容を知り、参考にする
・環境の取組
・活動状況を知る
・他区のいろいろな意見が聞きたかった
・他区と自区の相違事項
・特別自治市を知りたかった
・他区との防災に関する工夫などを知りたかった、収穫あり。
・課題の見える化について知りたい
・他地区の状況がどうなのか知りたかった
・災害の中で自助・公助を多方面で進めていく上での情報
・横浜市がどう動いているか
２．全体構成（第１部～第３部）は、いかがでしたか。
① とても良い 15
② 良い 14
③ ふつう 7 ④ 別の構成の方が良い

・第一部は質問時間が無いに等しい
・特別自治市が聞けて良かった
・分科会ごとに分かれて自由に意見を述べられた点が良かった
・第二部の討議時間が短い
・実りの多い議論が出来た
・コミュニケーションが取れて良かった
・オーソドックスでこれはこれで良いのでは
・テーマが 5 つとも良くまとまっており良かった
・他区との交流にもっと時間が欲しかった

23

３．講演の内容はあなたの活動の参考になりましたか。
① 参考になった
30
② 参考にならなかった 3

③ 話がよくわからなかった 1

・他の分科会の内容が分かった
・他区の活動情報
・データを活用した市民参加のまちづくり
・横浜市の方針が良くわかった
・特別自治市構想
・市の動向を知らせる必要がある
・大都市制度
・他区の活発な活動が聞けて良かった テーマごとにいろんな方のご意見が聞けて良かった
・関心が無かったので大いに参考になりました
・具体的な戦略が不明瞭 市の職員は何をするのかな？
・オープンデータ
・オープンデータをどのように区民会議活動に繋げるか市民参加と区民会議との関係をもっと知りたい
・問題点が地区により違うところと共通しているところがある
・参考になったがこちらの勉強不足で全部理解するのは少々難しかった
・区の役目が分かりました。テーマは今回で良かった

４．グループ別意見交換(分科会)はいかがでしたか。
① とてもよい 20
② よい 13
③ どちらともいえない
未記入 １
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3

④ よくない 0

・他区が 2 名なので交流にならない
・３R 活動 川の環境維持
・クリーンな地球を守るための皆さまの熱意に感動した
・青葉区にある寺家ふるさと村行ってみたいと思いました
・他の地区メンバーの発表が参考になりました
・市街化区域で緑がなくなる意見が多くあった
・皆さま良く勉強してください
・行政権限について、敬老特別乗車券バス路線など
・夜道は大きな問題として行政の権限にういて討議され大変勉強になった。行政にモノ申すには私たち区民もも
っと勉強して情報収集していかないといけないと強く感じました
・横浜市の行政権限が無いということが初めて理解できた
・グループ意見交換報告
・区民会議のある区と交流出来て良かった
・意見のまとめ方がうまくできた
・意見はおおいに盛り上がった 共通の悩みが多く出た、行政がまだまだ縦割りがみられる 福祉保健計画と自
助、公助と連動していない
・みなさんが話題に取り組む姿勢が良かった
・日本の文化がいかに仏教文化を自然に取り入れているのかが良くわかった
・他区で時に活発に行っている活動 中区－まち歩き 保土ケ谷区敬老会

あなたの参加した分科会はどこですか。
（アンケートでの参加状況）
① 福祉 7 ②自然と環境 8 ③交通 5
④ 教育・文化 6 ⑤災害 8
⑥ 科会参加なし １ 未記入 2

５．今後の交流会開催についてのご意見をください。
① 開催した方がよい 23 ② 必要がない 0 ③ 交流会形式ではなくとも継続した方がよい 11
未記入 4

・めげずに開催を期待します 2 年ごとに変わるので
・グループ討議は 1 グループ一室でやってほしい 話が聞き取りにくい
・活動事例発表や意見交換はワンパターンと思われがちだが継続の中から●●活動と●●が生まれる
・他区の情報が得られる
・意見交換の時間的にもう少し欲しかった
・開会時間は集合しやすいが討議の時間がもっと長くても良い
・形式はともかく交流することが必要です
・もっと時間をたっぷり取ってください
・だんだん出席人数が少なくなっている。区全体の行事として盛り上がりに欠ける。私たちが知りたいのは、区
民会議を解散した後の組織の運営のやり方（金銭面を含めて）や HP の運営の仕方などぜひ聞きたい。
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・一番命が大切である 自助、共助、公助
・井の中の蛙になうことなく他区の情報を知る大事な場だと思う
・2 時間半だか楽しかった
・経験が少なかったので発言できなかった。一市民として今後発言できるよう活動していきたい。勉強になりま
した。
・10 時～16 時 11 時～16 時くらいを希望

６．その他、ご意見、ご感想、質問、話しきれなかったこと、
・分科会の時間をもう少し長く欲しいと思う一方、長くなると雑談が多くなってしまう気がする。参加するもの
の自覚でもう少し話し合いの時間が欲しい気がします。自分の事は棚に上げさせていただきます。今回も準備
計画ご苦労さまでした感謝いたします。
・実行委員への感謝
・市が推進している特別自治市 オープンデータは理解できたが・・
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第 41 回区民会議交流会 会場写真

●会場

波止場会館

●司会

加茂千津子（青葉区)

●あいさつ 井上 秀
市民局広報相談サービス部長

受付準備

●実行委員長
小林由美子（保土ケ谷区）

●橘田 誠氏
政策局大都市制度推進室長

●第 1 部 講演と質疑応答
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●関口 昌幸氏
政策局政策課担当係長

●第 2 部 グループ意見交換

会場から

(1)福祉分科会

(3)交通分科会

(2)自然と環境分科会

(4)教育・文化分科会

(5)災害分科会
●第 3 部 グループ意見交換報告
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