
 
第３期港北区地域福祉保健計画（愛称：ひっとプラン港北）(素案)

に対する区民意見募集の実施結果について 

 
港北区では、第３期港北区地域福祉保健計画の策定にあたり、計画素案を公表し、区民意見募集を実

施しました。区民の皆様から貴重な御意見・御提案等をいただき、誠にありがとうございました。 
このたび、その実施結果といただいた御意見等について、「ひっとプラン港北」策定・推進委員会にお

いて検討いただき、対応についてまとめましたので公表します。 
 
１ 実施概要      

(1) 実施期間 

平成 27 年 12 月 25 日（金）から平成 28 年 1 月 31 日（日） 

(2) 周知方法 

ア 素案の閲覧・配布 

区役所、区社会福祉協議会、区内地域ケアプラザ、区内地区センター・コミュニティーハウス、

港北図書館、港北スポーツセンター、行政サービスコーナー、区地域子育て支援拠点、区内地域

活動ホーム、親と子のつどいのひろば、みんなの居場所、区内小学校・中学校、高校等 
  イ 区ホームページ、広報よこはま区版 1 月号への掲載等 

  ウ 関係団体等への説明 

区連合町内会長会、区民生委員児童委員会長会、区内地区社会福祉協議会長会・事務局長会、

区保健活動推進員会長会、区食生活改善等推進員会、区小学校・中学校長会、区青少年指導員協

議会長会、区スポーツ推進員会長会、区社会福祉協議会各分科会等 
 
２ 実施結果      

(1) 提出者数 

99 人（うち菊名小学校児童 84 人） 
(2) 提出方法 

専用はがき 8 人、ＦＡＸ 4 人、電子メール 3 人、直接持参（菊名小学校児童）84 人 
(3) 提出者区分（菊名小学校児童を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 意見数（延べ） 

  ２０５件 

ア 性別 

男 性 3 人 

女 性 10 人 

不 明 2 人 

合 計 15 人 
  
 
 

イ 年代 

20 歳未満 0 人 50 歳代 2 人 

20 歳代 0 人 60 歳代 4 人 

30 歳代 0 人 70 歳以上 5 人 

40 歳代 0 人 不 明 4 人 

 合 計 15 人 
 
 
 

ウ お住まいの地区 

日吉地区 4 人 菊名地区 2 人 城郷地区 1 人 高田地区 0 人 

綱島地区 0 人 師岡地区 1 人 新羽地区 0 人 不 明 2 人 

大曽根地区 1 人 大倉山地区 1 人 新吉田地区 0 人 合 計 15 人 

樽町地区 0 人 篠原地区 3 人 新吉田あすなろ地区 0 人  
 
 
 



 
３ 意見について 

いただいたご意見等を次のとおり分類いたしました。分類の都合上、ご意見をいただいた99名のう

ち、菊名小学校の児童からの意見を「菊名小」、それ以外を「一般」として標記しています。 

(1) 計画（素案）項目別意見数（総計205件） 

項  目 一般 菊名小 計 

第１章 計画の策定にあたって 1 1 2 

第２章 計画の背景と取組の方向性 0 2 2 

第３章 計画推進の柱と具体的な取組 14 38 52 

第４章 計画の推進 4 
 

4 

第５章 地区計画 8 21 29 

計画全体に関すること 3 
 

3 

計画の広報に関すること 6 
 

6 

行政一般に関することで、計画に含まれないこと 6 101 107 

計 42 163 205 

 

 (2) 提出された意見への対応（総計205件） 

項  目 一般 菊名小 計 

(１) 計画に反映するもの 9 14 23 

(２) 計画に賛同いただいたもの 3 2 5 

(３) 意見の趣旨が計画素案に（一部）含まれている

と考えられるもの 
6 4 10 

(４) 計画推進の参考とさせていただくもの 16 42 58 

(５) 計画に関する質問・感想など 2 
 

2 

(６) 計画の範囲外で所管課、関係機関に伝えるもの 6 101 107 

計 42 163 205 
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第 3期港北区地域福祉保健計画「ひっとプラン港北」素案への意見と対応一覧 

 

１ 一般の方からのご意見 

 

(1) 計画に反映するもの（9件） 

意 見 対 応 

素案に掲載されているデータからは、２期

10年の取り組みにかかわらず、地域におけ

る生活の困難性が強まっていることが伝

わってくる。しかし、概要版ではそのメリ

ハリが伝わってこない。 

区議会のない巨大な港北区において、領域

を超えて最も多くの区民がかかわるこの

計画をもっと大々的に告知すべき。 

計画確定後に作成する概要版では、計画を策定した背

景や具体的な取組を記載し、より多くの区民に伝えて

いきます。 

今、世界そして日本が大きな変革の時期に

あります。それを地域でどうとらえ課題を

行政と人々で解決する道を探る必要があ

ります。 

今の概要版ではこの点が全くわかりませ

ん。 

計画確定後に作成する概要版では、計画策定の背景や

具体的な取組について素案概要版よりも詳細に記載

して作成します。 

地域子育て支援拠点は、日々の事業を通し

て子育て当事者が感じている課題を吸い

上げ、解決に向けた取組を区民と一緒に行

っています。第３期計画にある「住民主体

と協働」では、このように当事者の声を具

体的な取組として実現していくことが大

切です。計画の中でも区や支援機関の取組

として打ち出してほしいと思います。 

また、特に子育てに関わる推進の柱「ひろ

がる-３」の推進には地域子育て支援拠点

としても行政と協働していきたいと思い

ます。 

子育て等の当事者や若い世代に対する地域活動参加

への支援を、重点取組「ひろがる－１」に記載します。 

また、連携して取組を進めていく地域子育て支援拠点

に関する記載を、重点取組「ひろがる-３」に記載し

ます。 

 

 

計画 P21 

 重点取組「ひろがる-１」 
〔区役所・区社協・地域ケアプラザの取組〕 

【新規】■地域活動への多様な参加のあり方について

の啓発を進めると同時に、参加のきっかけ

をつくります。 

■様々な世代が感じている地域課題を当事

者同士で共有する場をつくり、課題解決し

ようとする取組を支援します。 

 

計画 P23 

重点取組「ひろがる-３」 背景 

【新規】■地域子育て支援拠点と協働し、子育て家庭

の支援や子育てを支える地域づくりに取

り組んでいます。 
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意 見 対 応 

重点取組「ひろがる-３」、取組目標①に

「子育ち」を追加する。「見守り」「子育

てにやさしい」というのは、大人の取り組

みである。育てることに対応する育つため

には何が必要か、という視点を持つことが

必要。 

重点取組「ひろがる-３」の取組目標①を「子育ち」

の内容を加えて修正します。 

 

計画 P23 

重点取組「ひろがる-３」 取組目標① 

【変更】地域ぐるみで子どもを見守り、子育てにやさ

しいまちづくりを進めます。 

 ↓ 

地域ぐるみで子どもを見守り、子ども自身が

心身ともに成長していく力を育てていける

ような、子育てにやさしいまちづくりを進め

ます。 

港北区は普通に生活していると、子どもの

貧困がわかりづらい区だと思うのです。そ

れはきっと虐待も同じことが言えるので

は・・。区計画にもっと学校が関わる必要

があるのでは、と思います。 

重点取組「ひろがる-３」「とどく-１」の取組として

計画に反映します。 

 

計画 P23 

重点取組「ひろがる-３」 
〔区役所・区社協・地域ケアプラザの取組〕 

【新規】■子どもの虐待や貧困等への対応に、より一

層学校と連携して取り組みます。 

 

計画 P29 

重点取組「とどく-１」 
〔区役所・区社協・地域ケアプラザの取組〕 

【変更】■認知症や障がい等の理解に関する普及啓

発に取組みます。 

    ■近隣同士の緩やかな見守りの仕組みをつ

くり、また、事業者等との連携、啓発に

より、異変への気づきを促します。 

 ↓ 

■ 福祉関連事業者や医療機関、学校と連携

して、認知症や障がい、児童虐待等の理解

に関する普及啓発に取り組み、緩やかな見

守りや異変への気づきにつなげます。 

 

【新規】■ 施設、学校、事業者等と連携し、支援が

必要な方を確実に把握する仕組みをつく

ります。 
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意 見 対 応 

取組「つながる-３」、取組目標①に「外

出の大切さ」を追加する。ハード・ソフト

両面で外出のハードルを低くすることの

大切さを明記する。 

外出を伴う他者との交流や、様々な活動への参加が健

康づくりに重要と考えており、重点取組「つながる-

３」では「つながり」として記載しています。「つな

がり」の具体的な内容を追記します。また、ハード面

の外出のハードルを低くする取組は、重点取組「つな

がる-２」に追記します。 

 

計画 P27 

重点取組「つながる-３」 

〔区役所・区社協・地域ケアプラザの取組〕 

【変更】■「つながり」が健康を保つことへの啓発を

行います。 

       ↓ 

    ■外出や他者との交流などの「つながり」が

健康を保つことへの啓発を行います。 

 

計画 P26 

重点取組「つながる-２」 
〔区役所・区社協・地域ケアプラザの取組〕 

【新規】■バリアフリーの推進に関する啓発に取り

組みます。 

災害時要援護者事業を重点項目として取

り上げてください。 

新たな重点取組「とどく-３」として記載します。（計

画 P31） 

福祉保健活動団体が行う「計画推進に向け

ての取組」について（素案 P27） 

地域で様々な団体が取り組む課題には、計

画に位置づけられていないことや、そこか

ら広がっていくこともあると思います。必

ずしも計画にしばられることのないよう

な柔軟な対応が認められるような体制を

期待します。 

福祉保健活動団体がそれぞれの活動を充実していく

ことが計画の推進につながると考えています。表現を

修正します。 

 

計画 P33 

福祉保健活動団体 計画推進に向けての取組 

【変更】計画に位置づけられた活動に取り組みます。 

 ↓  

それぞれの活動を実施、充実していくことで

計画を推進します。 
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意 見 対 応 

企業が行う「計画推進に向けての取組」に

ついて（素案 P27） 

ここに記載されている地域支援は、具体的

にどのようなことなのでしょうか。 

企業も主体的に地域貢献活動をしている

今日、企業が地域の計画を理解し、推進に

協力するのはもちろんではありますが、企

業や新たな団体などが地域と共によりよ

い地域づくりに向けて活動しようとする

とき、その方々の取り組みが否定されない

ような意識の醸成や配慮が求められると

思います。 

企業の計画推進に向けての取組を具体的に記載しま

す。 

 

計画 P33 

企業 計画推進に向けての取組 

【新規】企業は、社会貢献活動の一つとして、地域活

動の活動場所の提供や地域イベントへの協

力などを行います。 

 

【変更】事業所の活動内容を地域に発信し、さらに事

業所としての得意分野を活かした地域支援

を行います。 

     ↓ 

福祉関連事業所は、活動内容を地域に発信

し、さらに事業所としての得意分野を活かし

た地域支援を行います。 

 

(2) 計画に賛同いただいたもの(3 件) 

意 見 対 応 

とても良い取り組みだと思います。 計画を着実に推進していきます。 

「地域福祉保健計画」について 

今ネットで横浜市のサイトを見てざっと読んだだ

けですが、いま日本の直面する高齢化社会の中で

非常に重要な計画と思います。 

計画を着実に推進していきます。 

菊名地区に「『お出かけバス』が地区の方々に広

く利用され、支援するボランティアも増やし、活

動を広げていきます」という文言が入っています。

外出支援の事例として貴重だと思います。 

計画を着実に推進していきます。 

 

(3) 意見の趣旨が計画素案に（一部）含まれていると考えられるもの(6件) 

意 見 対 応 

できていることを区民（地区の人）にお知らせす

るのも大切ですが、できていないことを計画にあ

げるのが大切と思います。 

地域福祉保健計画は、地域の福祉保健課題の

解決に取り組んでいく計画であり、取り組む

べき課題については区計画、地区計画に記載

しています。 

計画推進にあたっても、振り返り等を活用し

て随時地域課題の確認、対応の検討を行って

いきます。 
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意 見 対 応 

取組目標について具体的な内容が記載されている

と理解し易いのではないでしょうか。例えばどの

ような方法で実施する、地域の行事の充実で地域

の人々の集まりを作る、など。 

計画推進の柱ごとに具体的な取組例を、また、

第４章において区役所、区社会福祉協議会の

取組を具体的に記載しています。 

子供向けや高齢者向けが主体で、住人の大半層（35

～50歳）が嬉しく思う情報が皆無である。自ら情

報を入手しようと思わないと、手に入らない。 

・各世代にあわせた効果的な情報発信につい

ては、重点取組「ひろがる-１」の取組として

記載しています。 

・師岡地区計画では、具体的な取組のひとつ

として、町の活動や地域活動の情報発信につ

いて記載しています。 

支援をやりすぎて相手が育ちにくくなることのな

い様にしないといけないのか？と考えるようにな

りました。 

必要な方に適切な支援がとどく仕組みづくり

や、年齢や障がいに関わらず一人一人ができ

るだけ自立した生活を送るための取組につい

ては、重点取組「つながる-２」「とどく-１」

「とどく-２」に記載しています。 

重点取組「とどく-１」で「支援が必要な人を発見

し」とありますが、具体案は？ 

とても難しいように思いますが、本当にとどけた

い方にはとどかない方が多いのでは？ 

幅広い地域住民に対する要支援者の理解や、

支援者のネットワークづくりなどの取組につ

いては、重点取組「とどく-１」「とどく-２」

に記載しています。 

身近な地域で重層的な支援システムをつく

り、あわせて必要とするときに必要な相談、

支援が受けやすい環境を整えることが仕組み

づくりにつながると考えています。 

「区社会福祉協議会の取組」 について（素案 P30） 

 

子育て応援サイト、情報地図「ココマップ」は、

区内で初めて子どもを育てる人のために大切な情

報資源になっていると思います。継続的に実施さ

れることを心から期待しています。 

 

そのために地域住民からも継続的に開かれた情報

提供が制作者にされること、その配布には行政、

地域で子育て支援に関わる人全体の周知、協力が

必須です。 

 

子育て分野に限らず、横断的に暮らしに関わる人

たちが、サイトやマップの存在を知らせていくよ

うに協力していくことが必要だと思います。 

子育て応援サイト、子育て応援情報マップ「コ

コマップ」については、区社会福祉協議会の

主な事業として記載しています。子育て中の

家族にとって貴重な情報源と認識しています

ので、今後も地域子育て支援拠点と連携して

実施します。 
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(4) 計画推進の参考とさせていただくもの(16件) 

意 見 対 応 

重点取組「ひろがる-１」「ひろがる-３」の具体

的な取り組みとして、中学校の部活動を土曜日（ま

たは日曜日どちらか）にやらないことを区内で一

斉に実行する。空いた時間をどう使うかは生徒・

家庭の自主判断になるが「街で出会う」ことは確

実に広がるでしょう。 

多様な地域活動への参加のきっかけづくり

（重点取組「ひろがる-１」）、学校と連携し

た地域活動への理解を深める取組（重点取組

「ひろがる-３」）の推進にあたって、参考と

させていただきます。 

重点目標「ひろがる-３」について 

〔区役所・区社協・地域ケアプラザの取組〕 

「子育て支援に関わる人材や関係機関等のネット

ワークを強め、地域の子育て支援の活性化と人材

の支援・育成を行います。」 について 

 

区内の保育園には、小規模保育事業や認可外もた

くさんあり、日々の保育の多忙により、現場職員

の方々がネットワークの取組に参加することは大

変なご苦労があろうかと思います。そのような状

況のもと、区内の保育園の合同イベントが各地区

で開催されたことや、全区合同で年 1 回開催され

たことは、職員同士のネットワークづくりにとて

もよい取組だと思います。 

ネットワークに参加するかどうかは、各園、各施

設に任せられていることだとは思いますが、地域

の子どもたちを受け入れる側が一丸となっている

ことが何より「子育てにやさしいまちづくり」に

つながると思うので、事業の種別や形態にとらわ

れないネットワークになることを期待します。 

保育園、幼稚園以外にも、区内には市民レベルの

多様な子育て支援の活動があり、その実践者がた

くさんいます。その方々とも、身近な範囲の保育

園の先生方とのつながりができたり、学び合いの

場が活発化するように関係機関一丸となって取組

が広がってほしいです。 

計画推進の参考とさせていただきます。 

重点取組「つながる-２」の取組目標③として「地

域の障がい者施設などが、地域に開かれた場とし

て機能を強めるために、スタッフ体制・自主的な

活動の支援を強める」を加える。 

計画推進の参考とさせていただきます。 

地域の障がい者施設などが地域に開かれた場

としての機能を強めていくことは重要と考え

ています。 
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意 見 対 応 

町内会の回覧物はすべてワンウェイで、こちらか

らの要望等を吸い上げる事がない。ツーウェイ方

向にできる方法を考えるべき。 

・師岡地区のホームページは相互発信ができ

るようになっていますが、その他の取組の推

進にあたり、参考とさせていただきます。 

・区全体計画については、計画の折り返し時

点である３年を目処に、区民アンケートや福

祉保健活動団体へのヒアリングなどを行う予

定です。 

公園にシルバー用遊具の設置を希望します（中国

の公園で高齢者が利用しているように）。 

・いつも誰もがいる公園に 

・シルバーは節約が好き 

・シルバーには時間がたくさんあります 

・シルバーは、子どもを育て、社会の荒波をクリ

アしています。 

他にもたくさんありますが、そんな人たちが体を

維持し、ストレスを解消し、陽だまりでおしゃべ

りやお茶を飲みながら、他人の子どもたちをわが

子のように見守れます。近所の子どもたちが高齢

者を知ることもできます。 

遊具を設置するだけでは利用しません。遊具を誰

か（ボランティア）が利用していれば、人が集ま

ると思います。 

・重点取組「つながる-３」の取組である「健

康づくりへの関心、意欲を高める仕掛けづく

り」推進の参考とさせていただきます。 

・関係部署と共有します。 

地域のご高齢の方から「港北区ではエンディング

ノートを作っていないのですか？」と聞かれまし

た。調べたところ、磯子区、瀬谷区、栄区などで

は区独自のものを作成して無料で区役所やケアプ

ラザで希望者に配布しているようです。ぜひ港北

区版の作成の検討をお願い致します。ご高齢の方

の安心につながると思います。 

計画推進の参考とさせていただきます。 

今後とも、高齢になっても身近な地域で安心

して暮らしていけるような取組を、地域包括

支援センターと連携して進めていきます。 

私が今学んでいる＜リラプレカリア＞と関連があ

ると思い、意見を申し上げます。 

＜リラプレカリア＞とは、＜祈りのハープ＞という

意味のラテン語です。～（略）～主な活動は、ホス

ピスの終末期の患者さんを始め、老人ホームやホ

ームレスの施設、病院などで心と体を痛めている

方々にハープと歌で癒しを届ける奉仕です。～

（略）～ 

私自身は、今年の 3 月の研修終了後、奉仕ができ

ると思っています。ご関心があればホームページ

でご覧になることをお勧めいたします。ご連絡は

メールか携帯でお願いいたします。 

計画推進の参考とさせていただきます。 

地域の福祉活動等でニーズがあれば、情報提

供させていただきます。 
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意 見 対 応 

地域にある他の福祉保健活動団体と既存の団体、

組織が連携するためには、お互いについて理解す

ることが必要です。連携の場面において、利用・

参加の有料・無料など、端的なことに対して一方

的な判断で理解が阻害されないように、相互の調

整役となる立場の人の手助けもあるといいと思い

ます。 

計画推進の参考とさせていただきます。 

地域活動のコーディネートを期待される人材

を配置している地域ケアプラザ、地域子育て

支援拠点、障害者地域活動ホーム等と連携し

て取り組んでいきます。 

〈区全体への提案〉 

・広報印刷物だけでなく広報車を使用 

・各地区の「ひっとプラン基地」での広報 

・定期的に各地区（各基地センター）を移動し、

午前・午後に分け、留まって広報活動する。 

・各地区の「基地（センター）」での広報は区担

当者と地区基地責任者委任 

以上、広報活動の拡充を提案します。 

 

〈各地区への提案〉 

・各地区での「基地（センター）」募集 

例：広いスペース所有の個人宅や自治会町内会

の公的施設 

・応募が少ない場合、選択して「基地（センター）」

設営の交渉をし、決定 

・各地区の「基地（センター）」は基本的に各地

区 1か所（理想形） 

・代案として各 1 か所困難な場合、３～５地区に

１ヶ所の選択 

※区の広報車の受入および広報活動のサポートを

主眼とする。 

計画推進の参考とさせていただきます。 

より多くの区民に計画を理解してもらうため

に、計画概要版の内容検討、各世代にあわせ

た広報媒体の利用、地域でのこまめな周知な

どに取り組んでいきます。 

計画としてはよろしいと思うが、普段区役所や地

区センター等に行かない人も多いと思われるので

回覧等で PR してほしい。 

計画内容について素案よりも詳細に記載した

概要版を作成し、回覧、配布等を実施予定で

す。また、区役所ホームページにて閲覧が可

能です。 

「ひろがる・つながる・とどく」が３本の柱にな

っているのに、意見募集期間ギリギリにしか情報

が届かないのは大きな問題だと思います。 

回覧板で以前来たのを見落としていたかもしれま

せんが、情報システム自体に対しての問題意識を

持つ必要があると思います。 

計画策定作業の遅れにより、意見募集の期間

を十分にとることができませんでした。今後

計画の周知は丁寧に行っていきます。 
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意 見 対 応 

日吉地区は、全体の計画を防災とし、どこの町内

も力を入れていますが、防災訓練に参加しても、

消防署のアンケート結果を見ても、個人個人（家

庭）の防災の意識が薄いように感じます。何かあ

ったら町内が助けてくれる・・それもありなのか

もしれませんが、もっと「自助」を意識づける取

り組みが必要だと思います。 

計画推進の参考とさせていただきます。 

この計画を人々に知らせることが大切だと思いま

す。（大曽根地区へのご意見） 
地区計画推進の参考とさせていただきます。 

各駅までの道筋に、木製の腰掛がありますが、 

100ｍおきくらいに置いてくださると助かります。

（菊名地区へのご意見） 

地区計画推進の参考とさせていただきます。 

今までも工夫を凝らした訓練がなされてきたが、

防災力を高めるためには地元の中学生・高校生が

地域の防災訓練参加を企画する。（菊名地区への

ご意見） 

地区計画推進の参考とさせていただきます。 

3 地区がそれぞれの特性を生かしながら「共通イ

ベント情報」（紙版とウェブ版）を発行するなど、

情報の共有を図る。（菊名地区へのご意見） 

地区計画推進の参考とさせていただきます。 

 

(5) 計画に関する質問・感想など(2 件) 

意 見 対 応 

・ 「 ひっとプラン港北(概要版）」は ネットで

見つかりましたが詳細版は？ 

・平成 18年３月発行の地域社会福祉保健計画はネ

ットで見つけましたが （平成 18年度〜22年度）

より新しいものはどこにあるのでしょうか？ 

港北区役所ホームページ「ひっとプラン港北」

のページでご覧いただけます。  

・素案 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/fuk

uho/dai3kikeikakusakutei.html 

・第 2期港北区地域福祉保健計画 全文版・概

要版 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/fuk

uho/fukuhokeikaku.html 

相鉄線の乗り入れ、大型マンション建設、小学校

新設で日吉は大きく変わります。新しい波に負け

ないようにしないと・・・ 

ご意見ありがとうございました。 

  

http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/fukuho/dai3kikeikakusakutei.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/fukuho/dai3kikeikakusakutei.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/fukuho/fukuhokeikaku.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/fukuho/fukuhokeikaku.html
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(6) 計画の範囲外で所管課、関係機関に伝えるもの(6 件) 

意 見 対 応 

危険箇所の調査は私有地だからＮＧ！の話を聞き

ますが、行政が強制的に出ても良いのでは！ 
関係部署と共有します。 

トレッサが出来たことによる改善案と要望 

①歩行者優先となっている歩道ですが、買い物等

では自転車が大半（道幅が狭くて大変危険！）。

通行量が増えたことにより、顕著になりました。 

②周辺道路での店舗陳列品の道路へのはみ出しが

目立つようになりました。これは禁止すべき。 

関係部署と共有します。 

（このプランの内容と少し外れると思いますが、

ついでに聞いてほしい事として）環状 2 号線の坂

の中途に信号機が設置されており自転車は止まれ

ない。道路補修と併せて改善必要。 

関係部署と共有します。 

私達の住む場所は病院、スーパー、バス停、全て

菊名、新横浜に集中しています。運転免許を返上

してわかりました。投票所も坂道が多いです。 

関係部署と共有します。 

日吉地区は歴史遺産の残っている場所でもあり戦

争を知らない世代への理解を深めてもらう事を継

承する町としてアピールできたら良いと考えま

す。 

関係部署と共有します。 

地区の構成等 諸般の事情でいまのような形にな

ったのだと思いますが不思議です、歴史的な経緯

を説明する資料が欲しいです。 

どのような経緯で現在の地区になったのか、明

確なことはわかりませんが、地区の歴史につい

ては「港北区史」等で確認することができます。

図書館や区役所4階区民活動支援センターで閲

覧が可能です。 
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２ 菊名小学校児童からのご意見 

 
(1) 計画に反映するもの（14件） 

意 見 対 応 

高齢者や障がい者が運動したり遊んだりできる公

園。高齢者には安全で、障がいの人たちの対応が

できている公園、しかも孫とも遊べてとても楽し

く交流が深められる公園をつくってほしい。 

バリアフリーの推進を、具体的な取組として

重点取組「つながる-２」に追加します。 

 

計画案 P26 

重点取組「つながる-２」 

〔区役所・区社協・地域ケアプラザの取組〕 

【新規】■公的施設などの整備にあたっては、

高齢者、障がい者、子どもなど、

誰もが利用しやすい福祉のまちづ

くりの視点を持って取り組みま

す。 

音の出る信号をもっと増やすといいと思う。 

障害者の人のために横断歩道と歩道の段差をなく

してほしい。 

菊名の町は坂道やデコボコな道が多い。ベビーカ

ーが動けなくなってしまったり、転んでしまった

りすることがあるので、溝をなくしてほしい。 

ベビーカーの人のために道を広くする。 

急な階段で危険な場所がいくつかあります（手す

りがない、段差がバラバラなど）。買い物帰りの荷

物を持っている人や杖をついた方も通るので、な

おしてください。 

高齢者や妊婦さんや障害者のために、駅などにエ

レベーターやエスカレーターをつける。電車とホ

ームの間の幅を狭くし、乗りやすくする。 

「ひろがる・つながる・とどく」が深まる区にな

るように、地区センターなどをバリアフリーにし

たり、地域が「一つの輪」になれるように、楽し

く仲を深めるイベントを開催したりする。 

バリアフリーの推進を、具体的な取組として

重点取組「つながる-２」に追加します。 

 

計画案 P26 

重点取組「つながる-２」 

〔区役所・区社協・地域ケアプラザの取組〕 

【新規】■バリアフリーの推進に関する啓発

に取り組みます。 

目の不自由な人のために点字を増やした方がいい

と思う。 

ＪＲ（菊名）の駅にエレベーターをつけてほしい

です。車いすの人や松葉づえの人やお年寄りの人

が階段をのぼるのがつらそうだし、車いすを載せ

る機械があるけど時間がかかるし、駅の人の仕事

が多くなるからです。 

＊他、同様の意見３件 

現在、菊名駅のバリアフリー化事業を進めて

おり、平成 29年度に使用開始を予定していま

す。 

なお、駅に限らず、障がい者や高齢者等の外

出に関わる困難を解消していくことは、社会

参加につながる大切な取組と考えています。

具体的な取組として重点取組「つながる-２」

に追加します。 
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意 見 対 応 

災害が起きた時のための訓練をたくさん行う。 

災害が起きた時に支援を必要とする方を適切

に支援できるよう、訓練を含めた地域の防災

活動の支援に区として取り組んでいきます。 

重要な取組として新たに重点取組「とどく-

３」として記載します。 

 

(2) 計画に賛同いただいたもの（2 件） 

 意 見 対 応 

一体的になることはいいことだと思う。 

ありがとうございます。区と区社会福祉協議

会が連携して計画推進に取り組んでいきま

す。 

住民が主体になればいろいろな意見などが出てく

るのでいいことだと思う。地区の課題はその地区

に住んでいる人の意見が強いから。 

ありがとうございます。計画では「住民主体

と協働」を重要なテーマに、計画を推進して

いきます。 

 

(3) 意見の趣旨が計画素案に（一部）含まれていると考えられるもの（4件） 

 意 見 対 応 

基本理念を「誰もが安全で元気に安心して暮らせ

るまち港北」に変えた方がいいと思う。 

安全は「安心」に含まれる概念、元気は「健

やかに」に含まれる概念と考えています。基

本理念の変更はいたしませんがともに大切な

テーマとして推進していきます。 

「つながる」という計画にある、年齢や障害の有

無にかかわらず、誰もが参加できる場づくりに対

して、お祭りなどの計画を立てて高齢者や障がい

者に招待状や案内を出して参加してもらい、地域

の一体感を感じてもらう、という活動をしたらい

いと思う。 

重点取組「つながる-２」の地域での取組例「地

域行事への参加呼びかけと、配慮が必要な方

への対応の検討」として記載しています。 

高齢者の方も障害がある人も、みんなが参加しや

すい行事を開催すれば、みんながつながることが

できると思う。例えば高齢者が昔遊びなどを地区

センターなどで教えてくれるような場などを作っ

たらいいと思う。 

重点取組「つながる-２」の区役所・区社協・

地域ケアプラザの取組「年齢や障がいにかか

わらず主体的に参加できる地域活動の実施に

向けて、働きかけを行います。」として記載

しています。 

障害の方や高齢の方、母子家庭の方などが、今何

が必要なのかを知り、それなりの対処をする。 

重点取組「とどく-１」に記載しています。 

支援が必要な方を把握し、確実に支援につな

げていく取組を進めていきます。 
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(4) 計画推進の参考とさせていただくもの（42件） 

 意 見 対 応 

住民誰でもが使える「ニコニコ掲示板」を設置し

たらいいと思います。イベントの情報や住民の声

などを発信して、問題を改善したり、興味を持っ

てくれる人が増えれば、地域活動やその地域への

理解も深まると思うからです（不審者の情報の共

有なども）。 

重点取組「ひろがる-１」の取組目標①の具体

的な取組例として、計画推進の参考とさせて

いただきます。 

小学生が学年ごとに老人ホームに行く。老人ホー

ムに行くことによっておじいさんおばあさんと話

したりして多くの人と交流を深める。もしかした

ら新しい夢が増えるかも。 

＊他、同様の意見２件 

・地区計画推進の参考とさせていただきます。 

・重点取組「ひろがる-３」「つながる-１」

の具体的な取組例として、区としても計画推

進の参考とさせていただきます。 

小さい子どものために無料でベビーカーをレンタ

ルできたり、授乳したりできる施設をコンビニみ

たいにたくさん作る。そして妊婦の人が相談でき

る施設も一緒に作る。 

重点取組「ひろがる-３」の取組目標①、重点

取組「とどく-２」の取組目標②の具体的な取

組例として、計画推進の参考とさせていただ

きます。 

つながるの「人と人とのつながりづくり」という

案を見て、区のいろいろなところに「支えあいを

大切にしましょう」などのことを書いたポスター

を設置するのはどうか。そうすればふとした時に

気付くことができる。そんな支え合いがすぐでき

るように、日頃から仲良くなれるような集会など

も開いたらいい。 

重点取組「つながる-１」取組目標①の具体的

な例として、計画推進の参考とさせていただ

きます。 

誰でも来られるような公共の場をつくる。 

１F はカフェと子どもが遊べるスペース。子ども

が遊んでいる間、親はすぐ近くのカフェにいるこ

とができる。お年寄りもゆっくりした時間が過ご

せる。席側はガラス張りで景色が見える。 

２F は図書館、勉強・読書スペース。学生も来ら

れるように、勉強する場所もつくる。みんなが気

軽に来られるように、オシャレであたたかい雰囲

気の建物にする。 

たくさんの人がこられたら、地域の人とのつなが

りも増えると思う。また、人と人とのつながりを

深めるために花見や豆まきなどの年間行事を通し

て地域の人たちが気軽に集まれる機会を増やす。 

計画推進の参考とさせていただきます。 

身近な場所で気軽に集える場所を増やしてい

くことは、計画の大切な取組と考えています。

施設をつくることも含め多様な方策を検討

し、進めていきます。 

高齢者と子どもがふれあえるホームセンターをつ

くる。 

異世代交流などのきっかけをつくる取組（重

点取組「つながる-１」）として、計画推進の

参考とさせていただきます。 
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 意 見 対 応 

イベントを増やしてほしい（お祭りも）。 

＊他、同様の意見２件 
計画推進の参考とさせていただきます。 

花を育て 町を明るく 犯罪防止 

人と人とが交流するきっかけづくりや、安全

なまちづくりへの具体的な取組例として参考

とさせていただきます。 

桜の並木道、プランターの設置 

お花見を近くで体験 → 地域の深まり 

・関係部署と共有します。 

・住民交流の多様なきっかけづくりの取組と

して、参考とさせていただきます。 

イベントなどを町全体でやる。地元の人参加型ゲ

ームをイベントでやる。（菊名地区へのご意見） 

＊同様の意見１件 

・地区計画推進の参考とさせていただきます。 

・重点取組「つながる-１」の具体的な取組例

として、区としても推進の参考とさせていた

だきます。 

高齢者が安心して暮らせるまちを作るには、週や

月に１回ほど「ゆたかな会」などの名前をつけて、

その週や月にあったことや悩みなどについて話し

合いを行った方がいいと思う。話し合いをして地

域とのかかわりを増やし、輪を広げていくことで

困っている人を探し出せるのではないのか。 

（菊名地区へのご意見） 

高齢者や障害者がたくさん集まって団らんできる

いこいの場をつくる。（菊名地区へのご意見） 

重点取組「つながる‐１」について 

お年寄りの方に生活必需品を届けるサービスをし

たらいいと思う。それによってつながりが増え、

地域が活性化するのではないかと思ったからだ。

また、区内の小学校で、１ヶ月に１回お年寄りと

ふれあう機会を設けた方がいいと思う。地域のつ

ながりを誰もが感じることができるからだ。 

重点取組「つながる-１」の取組目標②、重点

取組「とどく-２」の取組目標②の具体的な取

組として、計画推進の参考とさせていただき

ます。 

身体の負担の有無の関係なく参加できる行事（金

魚すくい大会、暗算大会、お絵かき大会など）を

増やしたら、体の負担がある人でも楽しく暮らせ

る区になると思う。 

重点取組「つながる-２」の取組目標②の具体

的な取組として、計画推進の参考とさせてい

ただきます。 

どこかに体育館的なものを作ってそこに貸し出

し、車いすを置いておけば足の不自由な人でも老

人でもスポーツ（遊び）ができる。 

重点取組「つながる-２」の取組目標②の具体

的な取組として、計画推進の参考とさせてい

ただきます。 
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 意 見 対 応 

坂が多いから、坂の途中にベンチを置く。（ベン

チは横に荷物を置ける台も設置し、木の暖かい感

じを出す。）（休憩所） 

重点取組「つながる-２」推進の参考とさせて

いただきます。 

点字ブロックの上に自転車などを置かないで！と

いうポスターを貼る。 

重点取組「つながる-２」推進の参考とさせて

いただきます。 

障がいのある方への住民の理解を深めること

は、区としても重要な取組と考えています。 

よく高齢者が少しの段差に座っているところを見

かけるから、まちの中にベンチを設置したり、く

つろげる場所を作った方がいいと思う。 

・地区計画推進の参考とさせていただきます。 

・重点取組「つながる-２」の具体的な取組例

として、区としても計画推進の参考とさせて

いただきます。 

坂を失くすのは難しいから、区全体の健康寿命を

延ばす。そのために各地区でみんなが集まり、運

動できたりする公共施設をつくり、年に数回みん

なで運動したりする（料理教室もできるようにし

て、住民が栄養バランスを整えられるようにす

る）。 

＊他、同様の意見３件 

健康寿命を延ばす取組は、計画の重要な推進

の柱と位置付けています（重点取組「つなが

る-３」）。具体的な取組例として参考とさせ

ていただきます。 

健康寿命を延ばす取り組みで、朝に体操をして体

をやわらかくし、筋肉もつけて転ぶなどの事故を

無くす計画。高齢者が安心して暮らせる地域にす

る。 

＊他、同様の意見１件 

・地区計画推進の参考とさせていただきます。 

・重点取組「つながる-３」の具体的な取組例

として、区としても計画推進の参考とさせて

いただきます。 

支援が必要な人を発見するために区も動くべきだ

と思う。 

「例」街のパトロールで困っている人を探す。 

計画推進の参考とさせていただきます。 

地域では、住民の方が中心になって行うパト

ロール活動の他、民生委員等の見守り活動、

ご近所や事業者による異変の気づきなどによ

って支援が必要な方が把握されています。区

は、このような活動を支援し、把握された方

を確実に支援者につなげていく仕組みづくり

を進めていきます。 

一人暮らしの高齢者の家にナースコールボタンを

設置する（まちがえた時のために取り消しボタン

もつける）。それで急変したり調子が悪いときに

押す。お金は色々なところに募金箱を設置したり

呼びかけたりして集める。 

・地区計画推進の参考とさせていただきます。 

・重点取組「とどく-１」の具体的な取組例と

して、区としても計画推進の参考とさせてい

ただきます。 
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 意 見 対 応 

老人ホームを増やす。 

計画推進の参考とさせていただきます。 

老人ホームの設置は、市の計画に沿って進め

ていきます。施設の整備を進めることとあわ

せて、身近な地域で住み続けていける環境を

整えていきます（重点取組「とどく-２」）。 

菊名のまちが明るい輪でつながり、安全な町にな

るように、高齢者が元気に暮らしているか、家に

訪問して健康な暮らしのアドバイスをしたり、病

気になっていないか検査などもして、町でこども

たちが安全かパトロールをしたりして、菊名の町

の誰もが安心して暮らせるまちづくり。 

地区計画推進の参考とさせていただきます。 

みんなが笑顔であふれる「菊名」 

「だいじょうぶ」その一言が言える菊名 
地区計画推進の参考とさせていただきます。 

困っている人がいたら、近くのに人が助ける町。 地区計画推進の参考とさせていただきます。 

・菊名北町 大豆戸 篠原北の全ての案を取り入

れる。 

・ふれあう週間を増やす。 

・ラジオ体操を増やし、より健康な体へ。 

地区計画推進の参考とさせていただきます。 

菊名駅前をきれいにして、スロープや案内板（「菊

名のいいところマップ」（商店街）)をつける。 

ガムを地面に捨てることを禁止する。 

地区計画推進の参考とさせていただきます。 

地域で高齢者が困ったときに気軽に相談できる企

業をステッカーだけでなく、掲示板などにポスタ

ーを貼ったりした方が分かりやすいと思う。 

地区計画推進の参考とさせていただきます。 

高齢者１１０番を増やして、安心できるより良い

菊名地区にする。年齢・障がいに関わらず参加で

きるイベントなどを増やしたい。 

＊他、同様の意見２件 

地区計画推進の参考とさせていただきます。 

高齢者１１０番のデザインの提案 地区計画推進の参考とさせていただきます。 
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５ 計画の範囲外で所管課、関係機関に伝えるもの（101件） 

・ 街灯を増やして明るい町にしてほしい。（6件） 

・ 区のところどころに「あったかエリア」みたいなものをつくって、寒いときにそこの近く

に行けば体が温まる、そして夏には冷たくできるようにして涼しいエリアにもなる！ 

・ 町中に緑を増やしてほしい。(6 件) 

・ サッカーコートや野球コートなどスポーツ施設がほしい。 

・ 誰でも行って遊べる場所がほしい。マンションの屋上に広場を作ってほしい。など 

（計 3件） 

・ 公園をもっと増やしてほしい。（10件） 

・ 子どもにやさしい公園をつくる。まわりに柵をつけて見晴らしを良くする。出入口を２つ

にして地域の人とこどもがふれあえるようにする。 

・ 公園の入り口にドアか柵がほしい。 

・ 公園にトイレがない。 

・ 公園や急な坂、階段などの補修を行う。公園ではベンチやブランコなどの遊具をけがなど

しないようにする。(2件) 

・ 歩道を走っている自転車が危険だから、柵などでわけてほしい。（2件） 

・ 歩道橋の柵の高さをもっと高くしたらいいと思います。高齢の方でも小さな子どもを持つ

親でも安心できるように、バリアフリーの１つにいれてはどうかと思います。 

・ 菊名駅周辺の歩道を広くした方が良い。（17件） 

・ 菊名小の正門側の坂に階段をつくってほしい。 

・ 小学校の周りに歩道を増やしてほしい。(2 件) 

・ 信号、横断歩道をつくってほしい。青信号の時間を長くしてほしい。ミラーをつけてほし

い。交通標識をつけてほしい。（12 件） 

・ 駐車場を増やしてほしい。 

・ 菊名駅の工事を早く終わらせるために、菊名駅の一駅前からシャトルバスで菊名駅に行く。

(5 件) 

・ 学校を自由に選べるようにしてほしい。 

・ 小学校をきれいにしてほしい。校庭を広くしてほしい。（6件） 

・ 図書館の本を増やしてほしい。(2件) 

・ タバコの吸い殻入れをつくり、町をキレイにしてほしい。（5件） 

・ お店を増やしてほしい。お店が増えると人が集まって地域が明るくなるから。 

・ トレッサに映画館をつくってほしい。（6件） 

・ 駐輪場の土地を使って商業施設を建てる。（2 件） 

・ 菊名駅近くに和食の店を増やしたほうがいい。（4件） 

・ 錦が丘には何もないから、スーパーや映画館など遊べるところを作ってほしい。室内の遊

べるところを増やしてほしい。 
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