平成 22 年 6 月 26 日（土）、神奈川公会堂で、神
奈川区民協議会（以下区民協）第 15 期（平成 22
年）「区民のつどい」が開催されました。
神奈川区民協議会の「区民のつどい」は、毎年
開かれるもので、今年で 36 回目になりますが、第
15 期の活動のまとめの年である今年は、2 年にわ
たる活動の報告と提言の発表を行います。加えて、
一昨年から検討してきた区民協活動のあり方の結
果として新たに定めた、「神奈川区民協議会運営要綱」の経緯や、見直した「地域のつ
どい」の様子などをお知らせする大切な機会として、委員一同、気持ちをこめて取り組
みました。
また、この日に合わせて「活動の記録」
（第 15 期に活動し
てきた委員と第 16 期に活動をしていく委員に配布する、第
15 期の活動の詳細をまとめたもの）と、その概略をまとめ、
第１５期

区民のつどいにお運びいただいた区民の方々や、自治会町内
会の皆さまに第 15 期の活動をお知らせする「活動のあゆみ」

手をつなぎ やさしく住みよい

まちづくり

を刊行するため、多くの委員が直近の 2 ヶ月ほどを大変慌し
く過ごしました。
「区民のつどい」開催に当たっては、各部会から委任され
た委員と副代表により構成された企画委員会を立ち上げ、日

神奈川区民協議会

程や場所、全体構成や役割など、細部にわたり検討を重ね、
より多くの区民の皆さまに興味を持ってご参加いただける

よう、腐心しました。
また、当日は、区内産の野菜の美味しさを知っていただくため、
農家の方のご協力を得て会場のすぐ外で、大根やキャベツなど新鮮
な野菜の数々を販売しました。毎回大変好評なこの企画、今回も多
くの参加者に喜んでいただき、あっという間に完売することができ
ました。

さて、当日は午後から生憎の雨模様となったのにも
関わらず、多くの方々にお運びいただき、開会の午後
2 時にはほぼ満席の状態で始めることができました。
代表委員挨拶、岡田神奈川区長の挨拶、顧問の紹介に
続き、区民協の仕組みを説明した後、各部会の活動の
報告に入りました。第 15 期は「手をつなぎ やさしく
住みよい まちづくり」とのテーマのもと、4 部会が精
力的に調査、検討し、まとめた課題への取組みと、関係方面に対する提言の、報告の一
端を下記にご紹介致しましょう。

《文化・教育部会》
横浜市は全国でも待機児童の多い地域となってい

文化･教育部会

る現状があります。この課題解消を目指して、文化・
教育部会では「産後から安心して乳幼児を預けるこ

テーマ

「安心して子育てできる神奈川区」

とができるような体制作り」に取り組んできました。

それは、「近所のお母さんが、子どもを保育園
に入れられないんだよねって、話をきいたこと
があるよ！！」

保育所についていろいろ調査し、実際にタイプの違

の一言から始まった。

検討する中から、無理なく実行に移せるという点か

う６種類の保育所を訪問しました。その差異を比較

ら、家庭保育福祉員の増員をはかるための方策を考えました。そして増員のために必要
と考えられる３つの提言を行いました。

家庭保育福祉員増員のための
提言のまとめ３項目
（１）集合住宅、民家、空き店舗の利用
（２）家庭保育福祉員の資格の改善
（３）家庭保育福祉員施設の分室化

（２）家庭保育福祉員の資格の改善
①区内で家庭保育福祉員は２名しかいないため、
早急な増員と仕事に対してよりプライドや意欲を
持てるような制度が必要と考える。
②横浜市では保育士か看護師の資格取得者でな
ければならないが、子育て経験のある一定年齢
以上の保護者を一定期間、また、定期的な講習
教育により資格を与える。
③②と同様条件で幼稚園・小学校教員経験者も同
様とする。
④複数の家庭保育福祉員で構成することにより、
労働条件、責任問題、諸事務や行事が軽減で
き、応募者が増えることが見込まれる。
⑤複数人の家庭保育福祉員と補助員により、密室
での事故防止ができる。

（１）集合住宅、民家、空き店舗の利用
①集合住宅は駅周辺に多く、少人数であれば
使用しやすく、建設費を軽減できる。
②民家では高齢者の夫婦がマンションへ移り
住む傾向にあり、これを利用する。
③空き店舗の利用は地域の方には利便性が高
いと思われる。
④これらの内装設備費は建設費に比べると大
幅に軽減できる。
⑤保護者の通勤に便利な場所に設置するため
入園幼児の移動・増減により施設も動かすこ
とが容易である。

（３）家庭保育福祉員施設の分室化
①経営基盤を固めるため認可保育所・横浜保
育室の民間経営者に運営させる。
②①により、保育士に変動があった場合に本園
からのバックアップができ、事務処理、検診、
行事等が同時にでき、煩雑とならない。
③①により、定期的に本園から巡察指導を行う
ことができ、諸問題の処理と事故防止が望め
る。
④民家周辺では、気軽さから周辺からの入園
希望者が多く望める。

続いて行われた質疑応答では、「家庭保育福祉員」が受ける研修についての質問があり
ました。

《都市・環境部会》

駅別年間移動台数

区内に 5 路線・13 駅を擁する神奈川区は、駅周
辺の違法駐輪自転車の数も多く、その移動（撤去）
台数も少なくない現状があります。これを少しでも
減少させるために「区民の目線でできること」を目
指して、実態を調査して写真に収めると共に、関連
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行政機関などとも緊密に連絡を取り合ってきまし

都市・環境部会

た。そして、少しずつ減少してきた違法駐輪自転車の移動台数を把握、統廃合の進む市
バス路線の影響や、様々な自転車利用の実態なども検討しながら、空間にゆとりがない
中で何とか駐輪場の確保が望めないか、その実現に向けて、具体的な提言を行いました。

提 言
提
1.

１．

言 （１）

横浜駅西口については、再開発事業とも言える大改造計画（エキサイト
よこはま22）が動き出したことに伴い、大規模な「駐輪場」の設置に着手
する。
①
②

東京メトロ㈱葛西駅に設置された駐輪場（地下式）のような施設の導入を検
討されたい。
既存の「駐車場」の上に「駐輪場」を設置する（駐車場上部の有効利用）等の
ことも視野に入れるようお考えいただきたい。

横浜駅西口については、再開発事業とも言
える大改造計画（エキサイトよこはま 22）
が動き出したことに伴い、大規模な「駐輪
場」の設置に着手する。

① 東京メトロ㈱葛西駅に設置された駐輪場
（地下式）のような施設の導入を検討され
たい。
都市・環境部会

② 既存の「駐車場」の上に「駐輪場」を設置

する（駐車場上部の有効利用）等のことも視野に入れるようお考えいただきたい。
２．

区内の各駅にも、一角を確保して高層型の駐輪場（相模鉄道㈱三ツ境駅）を設置
する。
提

鉄道事業者とその駅を取り巻く自治会
町内会との共同で、設置することを義務

言 （２）

2.

区内の各駅にも、一角を確保して高層型の駐輪場（相模鉄道㈱三ツ境
駅）を設置する。
鉄道事業者とその駅を取り巻く自治会町内会との共同で、設置すること
を義務づける条例を定めるよう検討されたい。
防災の観点からも、長期的視野に立って
都市計画の一端として早急に立案するこ
とが望ましいのではないかと考える。

3.

自転車等の利用者に対して駐輪する意識を高揚させる啓発活動を推進
する。
走行技術の向上を図ることにより歩行者の安全が確保できたり、また、
駐輪のモラル低下で自転車盗が発生、二次犯罪増加の一因となりかね
ない危険性などについても大いに注意を喚起する。

づける条例を定めるよう検討されたい。
防災の観点からも、長期的視野に立って
都市計画の一端として早急に立案する
ことが望ましいのではないかと考える。
3.

自転車等の利用者に対して駐輪する意

識を高揚させる啓発活動を推進する。

都市・環境部会

走行技術の向上を図ることにより歩行者の安全が確保できたり、また、駐輪のモ
ラル低下で自転車盗が発生、二次犯罪増加の一因となりかねない危険性などにつ
いても大いに注意を喚起する。

《防犯・防災部会》

活動のテーマ

私達自身の身に直接的に危害が及ぶ犯罪・
災害から身を守ることを主眼に、各地域にお
ける犯罪発生状況を知ることから始めた今期

（１）各地域における犯罪発生状況を知ろう

の部会活動。各地域の防犯活動を把握するた

（２）各地域の防犯活動を知ろう

めに、区内の全自治会町内会に防犯アンケー

（３）行政及び警察署の防犯活動を知ろう

トの回答をお願いする、という大事業に取り

（４）防犯活動の在り方を地域に発信しよう
（５）提言・実行をしよう

組みました。お蔭をもちまして、157 の自治

会町内会から回答をいただき、これを分析。そ

Ｑ５ 防犯活動形態
防犯マップ
35件, 3%

防犯診断
21件, 2%

防犯パト 昼間
63件, 6%
防犯パト 夜間
90件, 9%
防犯パト 期間
限定
53件, 5%

情報交換
116件, 11%
防犯灯点検
131件, 12%

登下校見守り
100件, 10%

情報掲示
116件, 11%
情報回覧
118件, 11%

防犯グッｽﾞ
22件, 2%

こから見えてきた課題として、行政と警察署の
防犯活動を知ると共に、地域における防犯活動
のあり方についても検討しました。こうした中
から、各地域が関連機関、近隣地域等と緊密に
連絡連携を取ることの必要性を訴え、各地域に

防犯ゼミナー
70件, 7%

向け、アンケートご協力のお礼と共に、防犯に

啓発チラシ
118件, 11%

必須の具体的提言を行いました。

提 言
①

区内での犯罪発生件数で大半を占
めている自転車及びバイク盗を減

提言・実行をしよう

少させるために、適正なる駐輪場
の設置を促進すること。
②

当部会でまとめた犯罪発生状況及
び「防犯アンケートの結果」を有
効活用し、各地域における犯罪に
対するきめ細やかな防犯活動を行

① 区内での犯罪発生件数で大半を占めている
自転車及びバイク盗を減少させるために、
適正なる駐輪場の設置を促進すること
② 当部会でまとめた犯罪発生状況及び
「防犯アンケートの結果」を有効活用し、
各地域における犯罪に対するきめ細やかな
防犯活動を行うこと

うこと。
まとめとして
地域の犯罪発生状況や防犯アンケートの集計・分析作業などから、地域での活動の苦

労を感じました。防犯活動は日常の生活に密着しています。隣近所の日ごろからの繋が
りが強い力になります。防犯への地道な活動を、地域にあって共に考えていきたいと思
います。
また、続いて行われた質疑応答では、警察署から各連合町内会に向けて送付されてく
る地域犯罪情報の活用や、駅周辺などにある交番や警察連絡所と地域防犯活動の連携に
ついて質問がありました。

《福祉部会》
活動方針
1.

「介護支援ボランティア・ポイント制度」の実現

2.

災害時要援護者対策

第 14 期からの提言を受けて、
「介護支援ボラ
ンティア活動のポイント制」導入に向けての取
組み、という継続的テーマを持って活動してき
た部会は、横浜市内の他区民会議に働きかけな
がら、合同での検討に入りました。行政と共に

3.

区北部地域に「地域ケアプラザ」新設の推進

4.

福祉マップの検討

検討の機会を重ねた後、この制度は、「ヨコハ
マいきいきポイント」を柱とする制度として実
現を見た訳ですが、その後も制度の検証のため
施設

まとめと提言

にボランティア体験に出向くなど、制度改善

1 「介護支援ボランティア・ポイント制度」の実現

を視野に入れた提案をするべく、活動を継続

① ボランティアの活動範囲や条件等を拡大する

してきたことを報告しました。この他、火急

② 登録者が活動しやすい環境を整える

に望まれる「災害ボランティアネットワーク」

③ 行政は財政面で援助

の立ち上げについてなど、一人暮らしのみな
らず高齢者世帯の増加に合わせた具体的提言

④ 施設側はボランティアを受け入れるために十分な
研修体制を確立することが急務

を行いました。

⑤ 「在宅介護」「給食センター」も対象に

提 言
１．「介護支援ボランティア・ポイント制度」の実現
①

ボランティアの活動範囲や条件等を拡大する

②

登録者が活動しやすい環境を整える

③

行政は財政面で援助を

2 「災害時要援護者対策」

④

施設側はボランティアを受け入れるために充

① 「災害ボランティアネットワーク」の早期立ち上げを

分な研修制度を確立することが急務
⑤

「在宅介護」「休職センター」も対象に

まとめと提言

横浜市18区の内15区が設立済み
神奈川区にも早急に立ち上げを！！

２．「災害時要支援者対策」
①

「災害ボランティアネットワーク」の早期立ち上げを
・ 横浜市 18 区の内 15 区が設立済み
・ 神奈川区も早急に立ち上げを！！

この後、行われた質疑応答では、災害時の要支援者に対する具体策について、質問が
ありました。
各部会長による活動の発表は大変充実したものとなり、会場の皆さまにはとても真剣
に聞いていただき、ありがたく思いました。
続いて 10 分間の休憩を挟み、代表委員により「活動の新たな方向性と
テーマの設定について」の説明がされました。この中で代表委員は、第 15
期の区民協が、1 年以上にわたり、今までの活動を検証し、その課題を洗
い出し、新たに「神奈川区民協議会運営要綱」を定め、「神奈川区民協議
会運営取扱要領」を改めるに至った経緯につい

第16期の活動のテーマ

て述べました。特に、「地域のつどい」の運営

①

の仕方を改訂し、「地域のつどい」の中から、

②

次期の活動のテーマを見つけることにより、地

③
④

域に密接につながりを持ち、地域の課題の改善
に向けて自主的に活動する団体として、地域か
らも区役所など行政側からも頼りにされるこ

⑤

機能を十分果たせる、安全安心な防災拠点等の整備
について
要援護者や支援可能者を、緊急時のために、プライバ
シーに配慮して地域ぐるみで把握することについて
救急医療の現状と緊急患者の搬送について
区境における防犯・学区・避難場所等について
その他地域の課題
(＊地域でさまざまな活動をする人材の
発掘について、
＊中学生・高校生を地域につなげるしくみ
づくりについて、ほか）

とを目指したい旨説明をし、第 16 期の委員募
集に応じていただくよう、お願いをしました。
この後会場舞台には、昨年に引き
続き、区内で活躍されているコーラ
スグループに歌声を披露していただ
こう、との企画に快く応えていただ
きました白幡小学校の特別合唱クラ
ブの可愛い児童達が勢揃い。
「つばさ
をください」「ありがとう」「cosmos」の 3 曲を歌っていただきました。TBS こども音
楽コンクールへの出演経験もある総勢 60 名近い子ども達の歌声は、厚みがありながら
透き通って凛として会場中に響き渡り、場内はうっとりと聞き浸っているようでした。

さて、次に舞台上は、白いジャケット姿が印象
的なコール・ダンヘル男声合唱団の 30 余名の皆さ
ん。平均年齢 70 数歳とは思えない若々しい歌声と、
ユーモラスな曲紹介に、場内は暖かな拍手と笑い
声に包まれました。市内の男性ヘルパー会有志に
より結成されて 10 年余。
「知床旅情」
「ミヨちゃん」
「港町 13 番地」など素晴らしい歌声を聞かせてい
ただき、大変楽しいひと時を過ごすことができました。
こうしてあっという間に時間は過ぎ、二つのグループに惜しみない拍手が送られる中、
17 時過ぎ、閉会となりました。なお、場外ホワイエでは、部会活動の紹介などの展示を、
また、公会堂外では、ご協力いただいた農家の方による野菜の販売も完了。区民のつど
い開催中、お買い上げいただいた野菜の一時預かりを実施したこともあって、大変好評
を博しました。
加えてお帰りの際は、意見票をご記入、ご提出いただきますようお願いをし、多数
のご意見をいただきました。また、最後までご静聴い
ただきました皆さまには、花鉢をお持ち帰りいただき、
区内の緑化に笑顔でご協力いただくことができまし
た。
お忙しい中、「区民のつどい」にご参加いただきま
した皆さま、そして、2 年にわたる第 15 期神奈川区民
協議会の活動を支えていただきました多くの区民の
皆さま、どうもありがとうございました。
第 15 期活動の詳細は、
「活動のあゆみ」PDF を
ご覧下さい。

