
第１回社会工学科ＯＢ＆ＯＧ懇話会 講演録 
主催：社工会 

日時：2017 年 10 月 25 日(水) 19:00～20:30 
場所：東工大大岡山キャンパス西 8 号館 W833 講義室 

 
テーマ：「横浜市のまちづくりに携わって ～市民とともに創り育てる地域まちづくり～」 
講 師：額田 樹子（ぬかた みきこ）氏 
 

皆さんこんばんは。ただ今ご紹介にあずかりました、

石原研 82 年卒の額田と申します。よろしくお願い致し

ます。今日の趣旨としましては、学生の皆さんに横浜市

役所はどういうところなのか、公務員の仕事はどういう

ものなのかということをより理解していただくことだと

考えておりますので、かなり御年の方もおられますが、

その方たちは無視させていただきまして（笑）、若い方

にターゲットを絞ってお話しさせていただきたいと思い

ます。 
私が学生のときもそうでしたが、公務員の仕事とは、何となく区役所に行きますと窓口

で住民票を出すといったイメージしかありませんでした。本当に役所に入るまで何もわか

らなかったというのが正直なところです。入ってみますと実に幅広い仕事をしておりまし

て、役所の仕事は、ターゲットはお母さんのお腹の中から墓場までということもあります

し、大きなまちづくりの話から小さな、ごみやマナーの話など、色んなことが役所の中に

あります。例えば、昨日クライマックスシリーズで DeNA が勝ち抜きまして、信じられな

い話なのですけれども 19年ぶりに日本シリーズに出ることになりました。野球と市役所っ

てあまり関係ないかと思われるかもしれませんけれども、例えば横浜市の中には市民局と

いうところがありまして、その中にスポーツ振興課があります。横浜の場合は、プロチー

ムが野球ではベイスターズ、サッカーでは 2 チーム、あとバスケもあるのですけれども、

そういったチームへの支援をやっておりまして、試合のときにはバナーを出すなど、影に

日向に色んな応援をしています。 
DeNA は横浜スタジアムを本拠地にしております。横浜スタジアムは 40 年くらい前に

「横浜市に球場を作りましょう」ということで市民の皆さんが運動を起こし、お金を集め

て、市民の力で横浜公園という都市計画公園の中に作ったものなのですね。そしてそれを

横浜市に寄付しまして、運営は民間会社の横浜スタジアムがやり、さらにそれを借り受け

て現在の DeNA が使っているという形になっていますので、練習しているところについて

も横浜市は関わりが強くなっています。最近は、2020 年のオリパラの時に野球とソフトボ

ールの試合を横浜スタジアムでやることになりましたが、座席数が足りないということで
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今増設工事をやりつつあります。しかし、都市計画公園の中で、限られた面積しか建物は

建てられず、どう増設するのかということで、都市公園法の下の横浜市の都市公園条例に

ついて議会にかけて、横浜公園は特別ということで、パーセントを上げて増設できるよう

にした、ということもやっております。そういう意味でも応援をしているわけですけれど

も、色んな関わりを持っていることになります。 

 

さらに言いますと、横浜公園のある関内地区は景観協議地区になっていまして、ベース

が茶色くなっているのですが、新しい建物を建てる際には、ベースは茶色でアクセントカ

ラーは何色にするなど、かなり細かなデザインが決まっています。ただ、横浜スタジアム

は普通の建物とは違っていますし、ベイスターズのチームカラーは青ということで、茶色

とは相性の悪い色で、本来なら許されないのですが、色んな事情を含めて特別な許可を出

しています。そういった許可も含めて市役所の仕事だということです。少し前置きが長か

ったのですが、本題の方に入らせていただきます。 
 

「市民とともに創り育てる地域まちづくり」と

いうタイトルでお話させていただきますが、これ

はここ最近、と言っても10年くらいですが、新し

い概念だと思っていただければいいのかなと思い

ます。これは横浜市の人口推移ですが、昭和30年
から40年にかけて非常に人口が急増しました。東

京への一極集中が進み、そのベッドタウンとして

どっと人が押し寄せてきて、インフラ整備も間に

合わないまま、人が増えていきました。そういう意味で、増えていく住民に対して、イン

フラの水道や下水、道路、学校、公園などを必死になって作っていったというのが、この

時代になります。この時に何をしたかと言いますと、単に後追いで公園を作り、学校を作

りではとてもやっていけないということで、少し戦略を立てましょうということで昭和 40
年から、6 大事業を進めてきました。 
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今やっとこの 6 大事業が終わりに近づいて来た

ところになっています。ある意味これは華やかな、

大きなことをやってきたことになります。これが

収束してきて、人口の方もまだ微増していますが、

ほぼ横ばいになってきつつあります。もうすぐ人

口が減ってくるかと思います。人口が急増してい

た時と最近では、かなり戦略的に違うところがあ

ると思います。人口急増期に一生懸命ハードを作

ってきて、それらが揃ってきたその先にあるところが、この後お話します「市民とともに

創り育てる地域まちづくり」だと思います。 
そこに至るまでの 6 大事業ですけれども、初めにどんどん人口が急増し始めて、乱開発、

ミニ開発で宅地ができてしまいました。それでは綺麗な街ができないということで、計画

的にかなりの面積で区画整理を行いまして、良い住宅地を作っていきましょうというのが

今の「港北ニュータウン」です。ここは主に住宅なのですが、東京のベッドタウンだけで

は税収は伸びませんし、やっていけないということで、横浜市の魅力を、特に業務系の核

を作っていきましょうというのが「都心部強化事業」です。今で言う「みなとみらい」の

ところです。商業の中心だった横浜駅周辺と市役所や県庁がある関内との間にあった三菱

重工の造船所を移転し、埋め立てし、そこにオフィス街を作っていきましょうということ

で、みなとみらいがほとんど出来ております。そういった面的な整備に加え、「金沢地先

の埋め立て」というのは、昔ながらの中小の工場や企業が内陸部にあり、あまり下水処理

もしないままに操業していたのですが、そうした住宅地の中にある工場を、金沢の一号地、

二号地、三号地とかなり広大に埋め立てて移転し、同じ業種の企業は同じところにまとめ、

下水の処理等も集中させましょう、最先端の工業団地を作りましょう、というのが「金沢

地先の埋め立て」です。このような面的な整備に加え、ネットワークとして「高速道路の

整備」もやり、「ベイブリッジ」というシンボル的なものも作り、「鉄道建設」として市営

地下鉄、鉄道も作りましょうというのが、6 大事業です。これがほぼ終わりに近づきつつ

あります。 
例えば高速道路ですと、横浜環状北線が今年の 3 月にオープンし、北西線もオリンピッ

クまでには出来ますし、南線がオリンピックに少し遅れて出来るということで、ほぼでき

ております。 
結局高度成長人口急増期にはこのような基幹的なプロジェクトとして 6 大事業をやりつ

つ、最低限の土地利用のコントロール、たぶんここにいる方たちは中井先生などに教わっ

ているかと思いますが、用途地域を決めて、住宅系、商業系、工業系や建築協定などもあ

りますが、最低限のコントロールをしてきました。さらにプラスαで言えば、先駆的な都

市デザインとして、特にみなとみらいや関内のエリアで、デザインのコントロールもして

きました。 
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ここで「土地利用のコントロールを用途地域で

する」と申しましたが、それでは画一的な街が出

来てしまいます。最低限の規制の中で同じような

街が出来ていくという問題が出てきたと思います。

そういう中で、人口増加も落ち着いてきて、まず

は市民意識の変化が生じてきています。身近な生

活環境に関心を持ち始め、横浜に定住して 10 年

20 年が経ち愛着も湧いて、自分たちの住んでいる

ところを他とは違う、もっと優れたところにしていきたいという意識の変化もあると思い

ます。それから、市民活動の拡大ですが、やはり皆さん時間的な余裕ができた方も一部出

てきましたが、住環境を自分たちの手で守っていこうという取り組みや、公園についても

横浜市が管理すると、同じような公園ができ、同じようなレベルで管理されて、マニュア

ル的なものができてしまいますが、「自分たちの公園は自分たちで関わっていきたい」と

いう動きも出てきました。そういうことで、都市の骨格形成を引き続き進めつつも、まだ

まだ高速道路も全部出来ていませんし、一般道路はまだ整備率が 50％に達していないとこ

ろもありますので、まだやることはやるのですが、それだけでは魅力的な街はできないの

で、盛り上がった市民の力を活かして身近な地域に着目したまちづくりを進めていきたい

と横浜市も考えました。その結果、「地域まちづくり推進条例」というものを平成 17 年に

作りました。 
 

「地域まちづくり」とはどのようなものなのか

と言うと、具体的なイメージとしては、非常に密

集した木造住宅が建ち並んでいたり、道が狭かっ

たりして地震や火災が起きたら焼け野原になって

しまいそうな場所で「安心・安全な街を作ってい

く」ことに関して住民も主体的に動いていこう、

ということが一番目にあります。それから、前々

から行われていたことですけれども、「自分たち

の街は通常の規制よりもいいものにしていこう」、例えば「塀は緑化していきましょう」

「屋根の形を揃えましょう」「建築協定や地区計画など、プラス α の縛りを入れて良い住

環境を作っていきましょう」という話や、非常にソフト的な話ですけれども、商店街もた

だお店の人に任せてしまうと、チェーン店だけになってしまったり、夜だけ開いていたり、

と寂しい状況になってしまうため、商店街の人も周辺の人も一緒になって、「ここの 1 階部

分は夜だけ開いている飲食店ではなくて、もっと長い時間開いている形態にしましょう」

とか、「ここは 1m くらいセットバックして人が溜まれるようにしましょう」とか、色んな
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ルールを盛り込んで商店街を作っていくことも地域まちづくりの一つだと思っています。 
あとは、水や緑や歴史、こういう魅力的なものが横浜にはたくさんありますので、それ

を積極的に活かしていきます。ただ、活かすのも市役所がやればいいということですとな

かなか活きてきませんので、「住民も周りの人も汗をかいて、色んな形で主体的に活動し

ていきましょう」というのが自然環境などを活かした地域まちづくりだと思います。 
「そういう地域まちづくりをやりましょうね」という条例を定めても、もちろんすぐに

動いてくれる方もいますが、なかなかそうはいきません。それをどういう形で役所として

フォローしていくかが重要なのですが、まずはいろんなステージに応じた活動支援の仕組

みを作ってまいりました。 
 

一番初めにグループ化というのがあります。ま

ちづくりは何でも 1 人ではなかなか出来ないので

すが、最低 5 人くらいのグループを作ってもらっ

て、「自分たちの街にはこんな資源があるからこ

れを活かしてこんなまちづくりをしたい」という

意思表明があったら、その人たちにグループとし

て登録してもらいます。グループで登録してもら

いますと、都市整備局の職員か区役所の区政推進

課の職員が行って、話し合いのお手伝いをさせて

いただいたり、次はどのような形で運動を広げていけばいいかアドバイスをさせていただ

いたりします。 

 
段々軌道に乗りますと人数が増えていきまして、

グループで活動をしていく訳ですが、コーディネ

ーターとして、民間のコンサルタントさんを勉強

会などに派遣するお金を横浜市で出します。その

コンサルタントさんが色んなアドバイスをしつつ、

「やりたいことは何なのか」「そのためには何が

必要なのか」を明確にして、それに向けて実際の

作業をします。それはある意味、まちづくりのプ

ランであったり、ルールづくりであったりするのですが、その中で色んなお金が必要にな

ります。例えば、「ここでこういうプランを作りたいのですが、皆さんどう思いますか？」

というアンケートを取るとなると、印刷代や郵便切手代、作業のための材料費、集会のた

めの会場費など必要になりますが、そのような活動に対して、年間上限 30万円まで出しま

す。これはただ、30 万円をあげるということではなくて、助成率は 80％なので、例えば

10万円の事業費の場合、「2万円は自分たちで出して下さい、残りの 8万円は横浜市でお出
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しします」というスキームになっています。まちづくりのことを考える時に持ち出しでお

金を出すのはなかなか難しいのですが、大概このレベルに来ると町内会を巻き込むことに

なるので、持ち出しの数万円については町内会が会費で出すことになり、アンケートを取

る時には、回覧板などのツールを使ってアンケート用紙を配り、回収するという形になり

ます。そしてきちんとした計画が出来てくると、その次には、例えばやりたいことが明確

になって事業計画ができ、それが実現可能なものであるということになれば、事業費助成

ということで最大 500 万円までのお金が出せるという制度になっています。 
こういう活動をやる方々のきっかけは、一番多

いのが「住環境の改善」で、「建築協定をかけた

い」という声が挙がったり、「交通事情が不便な

ので、バスをどうにか導入できないか」という話

が挙がったりします。あとは、阪神淡路大震災の

ように震災を心配される方も多いため、「災害に

強いまちづくりをするには、どうしたらいいのか」

ということもあります。 
いくつか例を挙げます。これは横浜市の一番南の

方の金沢区、海の公園をご存知の方もいるかもし

れませんが、ここは昔ながらの古い街です。老朽

化していて、震災があったら倒れてしまいそうな

ブロック塀があって、かつこのブロック塀が非常

に狭い道に接していたり、「どうしてこのような

道を車が通れるでしょう？」という状況があった

りするような地域です。空き家問題はまた別にあ

るのですが、老朽化した建物や、行き止まりの道など、老朽住宅が多くて密集しているた

め、災害時の大きな被害が懸念される地域であります。本来は危険でどうしようもない地

区があれば、住民の皆さんからは「行政が主体となって区画整理をするなり密集系の事業

をしてクリアランスして、安全にしてくれ」というお話があります。 
過去に横浜市でも密集系の事業を鶴見等でやったこともあります。しかしはっきり言っ

て、ここはそこまでの危険度は、横浜市の中では資金的にも人的にも余裕はありませんし、

実際にやっていくとなるとここでは多くの方が生活している訳ですけれども、その方々か

ら事業をやるということの同意を取り付けて、土地を買い上げて事業を進めるということ

になり、とてもそのような賛同をいただけるほどの危険な地区ではありません。 
そのような中で少しでもこの地区を安全にしていくには、住民の方々が主体的に「何か

をやっていこう」と思っていただいて、行政がお手伝いしていくという形で市民とともに

やっていくしかないのではないかということで、ご理解いただいて協議会をつくり、街の

改善をやっていこうということになりました。 
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こちらで協議会を作るまでは紆余曲折がありま

して、協議会を作ったところで街が安全になるわ

けではないし、自分たちに何かができるわけでは

ないし、無理なのではないかということで、一度

勉強会段階で中止にもなりました。そのような中

で「皆さんのご協力があるとこのようなこともで

きるのですよ」ということで、一本狭隘道路の整

備を行いました。家を建てるときは道路の中心線

から 2m セットバックしなければならず、両側で最低限 4m の道路ができる訳ですが、ず

っと建て替えをしない古い家があると 2m セットバックをしていなかったり、建て替えを

したけれどその前に塀を作ってしまったりして、道路が 4m に満たないところがありまし

た。しかし、子供たちが通学したり、避難したりするには重要な道がありまして、そこで

地権者の方に協力いただいて、横浜市は用地買収を全くしなかったのですが、地権者のご

協力の下、建て替え時にセットバックしてもらい、違法に出ていた塀を壊してもらい、4m
を確保しました。それを契機に、細々でもやっていくと良い街ができるのかなということ

で協議会ができました。 
ここには町内会が 3 つほどありまして対象者が多かったのですが、協議会設立に当たっ

ては町内会の方々が中心になって精力的に動いて下さり、アンケートをやったり、計画を

立てたり、その計画を周知し意見をいただいて、オーソライズしていきました。住民の
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方々が地区内を点検し、「この道は重要だけどブロック塀が危険だね」「これはブロック塀

を安全なものに変えてもらうように地権者に相談してみようか」「その際には横浜市の助

成金を使えるよ」といった小さな話から積み上げて、計画にして行っていただきました。

協議会は月に 1、2回、夜に集まってやっていただきました。その中で先進地区の磯子区滝

頭にも見学に行きましたし、市内にも色んな地区があり見学に行きましたし、地区内の方

への周知のために地元の方がニュースを作って月に 1 回発行するなど、地道な活動をしま

した。 
 

  

  

  
そのような中で計画図を作ったのですが、「地区内で重要な道路はどれなのか」等を明

確にして、その沿道にお住まいの方々には集中的にお話をしていこうとか、行政でできる

こととして交差点の改善や防火水槽の整備等を計画図としてまとめ、整備しているところ

です。 
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道路の話で、特に改善の必要のある道路では水路が入っていると横浜市も地権者になり

ますので、検討を進めてきましたし、ブロック塀はすぐにでも対応をということで、地権

者の方に働きかけを行ってきました。また、ハードだけでなく、火事になった時にいかに

早く消火するかということで、防災活動を積極的に行うということも盛り込んでいます。 
 

今までの話は密集住宅系の話ですが、もう一つ

大きな話として「地域交通サポート」があります。

横浜は山・坂が非常に多いところです。若い頃に

土地を買われた方ですと「丘の上の方が、見晴ら

しが良い」ので、駅から山を登って 10分くらいの

ところに家を建てた方が多かったのですが、それ

から 20 年、30 年経つと、買い物の荷物は重いし、

坂を上るのは大変だし、「ぜひバスが来てくれない

か」と思うのですが、バス会社は採算の取れない

ところにはなかなかバスを回してくれません。で

はどうすればいいのか、ということで、「市民とと

もに創り育てる地域まちづくり」の一つのスキー

ムとして「地域交通サポート」事業を始めていま

す。このコンセプトは、交通系の話ではいろんな

メニューがありますが、まずはボランティアによ

るものは安全性の面からも外して、「プロの事業者

にどうにかお願いできないかと」いうことを検討しましょう、それから単に不便だからバ

スを通してくれと市役所に言うのではなくて「地域が主体的に取り組んでいきましょう」、

ということになっています。 

 

  
よくある話では、「採算が厳しくて毎年赤字が 100万円出るから、それを赤字補填してく

れ」ということになりますが、そうではなく、「財政支援に頼らずに運行できないかとい

うことをこの事業でまず試しましょう」というスキームで行いました。まずは、地元の中
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で色んな悩みがあってバスが欲しいということになると、地元の組織の方ではニーズの把

握をアンケート調査で取ります。「駅に行きたい人が一日に必ず○人います。地域でもし

バスが走るのであれば、皆で応援して乗っていきますし、色んなことをやっていきますよ」

という話し合いをします。一方でそういうところならば色々と計算して、「1 時間に 1 本な

ら通せるか」などと計算してくれるような事業者を探します。そしてその話し合いの中で、

一定の解決策が横浜市の中でも見込めてきたら、実証運行をします。実証運行は赤字にな

る可能性が高いのですが、そうなりますと事業者側ももちろんやりたがりませんし、地元

も何百万円もの赤字を自分たちで負担する自信はないわけですが、一定のレベルであれば

数ヶ月間、数百万円までなら赤字補填をするよという条件の下で、実証運行の赤字補填を

行います。そして実際にやってみて、初めは赤字でも段々と赤字を脱せそうな雰囲気が出

てくると、事業者もやる気を出して「やりましょう」という気になり、地元の方でも「さ

らに皆で盛り上げていきましょう」ということになって、新しい乗り物が入ってきます。 
ステップは事前相談から、地元で色々と組織を設立して検討しアンケートをし、横浜市

も応援し、事業者も徐々に参加していくという形になっています。事業者も様々でして、

初めは A 社に声をかけて、ダメになったら次に B 社に、C 社にと大体何社か巡るようにな

りますが、その中でもどうにか成功例をつくっていこうということになります。 

  
今までに横浜市の中の 22地区で取り組みをしまして、本格運行に至ったのが 8地区あり

ます。打率が良いのか悪いのかはわかりませんが、全くダメというわけではなく、事業者

ともお話ができ、既存の路線が少しだけ良くなったということもありますので、取り組ん

だ皆さんは取り組んだことに対して後悔していないと私は思っております。 
 
その中でいくつかお話しします。旭区の四季美台というところがあります。相鉄線の駅

から 1、2km で、かつ丘の上にあります。2 つの駅がありますが、どちらからも離れてい

ます。ここもバス会社に断られ、結果的にはタクシー会社が乗り合いの免許を取って、ハ

イエースで運行することになりました。 
 

社工会ＯＢ＆ＯＧ懇話会 
第１回（2017/10/25）

- 10 -



  

  
 

実証実験は、初めは「（１日の利用者が）100 人

いればいいかな」と言っていたものの厳しく、皆

で 5月、6月、7月と努力して、今では採算ライン

をはるか上回っています。ここは道幅が狭く、大

型のバスは通れず、バス停も置けないので、フェ

ンスに時刻表を貼っています。ここは事業者さん

も本当に良い方で、地元の方々も頑張って横浜市

も応援して、信頼関係を構築して、知恵を出し合

ってやってきました。 
 
次はバス路線型で、日野が丘というところです。ここも鎌倉街道から坂を登って行かな

ければならず、不便なところなのですが、こちらの方は神奈川中央交通というバス会社に

お願いしました。初めは「市営交通でやれないか」ということで交通局に話しましたがダ

メで、民間のバス会社にお願いしました。横浜市交通局は、民間バス会社よりも運転手の

給料が若干高いため、採算ラインが高くなります。そこで、かなり道が狭いところは土木

事務所で改善するなどして、神奈中の中型バスを入れました。 
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ここでは、割と初めから平日は多くの人が乗り

ました。ここも町内会長さんが積極的な方で、関

連するところに全てご自分で行かれるなど、かな

り頭が下がる思いです。角切りをしてバスがギリ

ギリで回っているところもあります。土木事務所

もカーブミラーを付けたり、地元の方の努力で時

刻表を配ったりもしました。初めの地点は小学生

の通学もありますので、バスが曲がる時に地元の

方々が安全性の確認等もしました。この地域がうまくいったのは、地域の方々の活発な活

動があったからだと思っています。 
 

最後にもう一つ、「市民まち普請事業」をお話

させていただきます。似たようなものなのですが、

もっと自由に色々な提案をしていただいて、その

中で非常に優れたものについては、年間大体 3 件

くらいなのですが、選んで年間最高 500 万円の整

備助成金を出します。この 500 万円については、

今までのものは自己負担が少しあったのですが、

自己負担なしで使うことができます。 
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ただ、選ばれるまでが非常に厳しくなっていまして、提案グループの一次コンテストや

二次コンテストがあるのですが、通常大体 10件前後のグループが一次コンテストに申し出

られて、その中で貢献度や実現性など色んな視点で評価されて、二次へと選ばれます。投

票者は大学の先生など民間の方にお願いしておりまして、公開投票で選考していきます。 

  

  

  
一次コンテストを通ったところには 30 万円を助成し、専門家の方に付いていただくな

ど、色んな支援をします。そして二次コンテストでまたプレゼンがあり、評価されて最終

的に 3 件ほどが選ばれます。「小学校の校庭にせせらぎをつくって子供たちが遊べるように

しよう」といった提案や、「バス停の前の空間を地域のシンボル的なエリアにしよう」「商

店街の活性化のために道具を用意し色んなイベントをやっていきましょう」といった提案

がありました。実際に小学校の校庭にビオトープをつくっています。 
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左はみなとみらいの高島中央公園で、本当に何もない公園でしたが、自分たちの手作り

で子供たちが遊べるようにし、管理やイベントも自分たちで仕掛けていこうというもので

す。右は空き家店舗を活用した居場所づくりですが、「さくら茶屋」、いわゆるコミュニテ

ィカフェを作り、本当に素晴らしい活動をして、ボランティアの方々が色んな方の居場所

づくりをしています。 
 

  
「市民まち普請事業」でこのようなことをやることで、地域のコミュニティがより一層

活性化されているのではないかと思っております。今年度も一次が終わって、二次に向け

て皆さん、準備を進めているところです。 
 
■高齢者が安心して暮らすため、2025 年に向けて行政及び地域で取り組んでいくこと 
一応、第一弾としてのスライドはお話ししたのですが、若干時間がありますので、区役

所的なお話を少ししたいと思います。 
 
ここにいらっしゃる方は、2025 年問題や高齢化などのお話はご存知かと思いますが、こ

こで泉区の例を出します。多少の違いはあるものの、全国でこの傾向は同じだと思ってい

ただいていいと思います。2015 年から 2025 年までの 10 年間で、75 歳以上の高齢者は

60%も増えていきます。一方で 15 歳から 74 歳までの人口は 10%も減っていくということ

は、皆さんも良くご存知かと思います。年少人口は減り、生産人口も減り、高齢者は増え

ます。75 歳以上の高齢者は、2015 年は 5.6 人で～よくお神輿型とか肩車型とか言います 
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けれども～支えています。2025 年には 15 歳から 74 歳は 3.4 人で 75 歳以上の人を支えな

ければなりません。そのうちの 0.6 人は 65 歳以上の方です。このような状態で 1 人の 75
歳以上を支えなければなりません。

年を取るだけであればいいのですが～もちろん 75 や 80 を過ぎても元気な方は私がお付

き合いしている方にもいらっしゃいますが～、問題になっているのは要介護や認知症とい

ったことです。この 10 年で要介護認定者数は 1.95 倍、つまり約 2 倍に増えます。また、

要介護認定者の中で認知症の人も 1.64 倍に増えます。認知症の問題は、地域の方々とお話

ししていると、身近で切実なお話だと感じます。

今までの話を集約しますと、支援の必要な方が

どんどん増えていき、保険料も増加していくとい

うことになるということです。2015 年には 5,990
円なのですが、2025 年には 8,900 円払わなければ

なりません。月額です。健康づくりや介護・養護

の取り組みを続けることで、支援が必要になる方

の増加を少しでも減らすことが非常に大事なこと

になってきます。それから、支援する人が減って

いくということで、15 歳から 74 歳までの人も減

っていくのですが、これは単に金銭的な面で介護

保険料を払う人が減るということだけでなく、介

護の専門職も減りますし、多様な専門まではいか

なくても色んなところで支えていく人も減ってい

ってしまうことになります。専門の人が減ってし

まうため、一般の人がサポートしていく必要があ

るかと思います。ついでに言いますと、病院の数

もベッドの数も不足していきます。新聞でも書か

れていますが、病院で死ぬという選択肢が選べな

くなってしまうという可能性も出てきます。 
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今、「地域ケア包括システム」を一生懸命進めておりますが、地域で住まい、医療、介

護予防、生活支援を一体的にうまくコントロールしていって、少し体を壊して入院してず

っとその病院にいるということではない。病気になったら病院に行くのですが、良くなっ

たらおうちに戻って在宅員の方に見てもらいつつ、地域に支えられて生活し、介護が必要

になったら老人ホームもありますが、在宅系のサービスを使いながら地域で生活をしてい

く。それから、ご高齢でお一人で住まわれている方もいますが、介護が必要になる一歩手

前で元気にご自宅で暮らせるように居場所を作って歩いて行っていただいて、皆さんでお

しゃべりをしてご飯を食べて、健康に暮らしていっていただきたいと考えています。住民

の方々に対してはその部分のお手伝いを、例えば老人クラブや自治会、ボランティア、

NPO など、そのような一人暮らしの高齢者の方々が元気に暮らせるように生活支援をして、

介護予防をして、なるべく介護が必要にならないようにしていきたいと思っています。こ

こまでのことは、ここにいらっしゃる少しご高齢の方々にぜひ地域活動をしていただきた

いということですので、よろしくお願いします。

少し時間を過ぎてしまいましたが、横浜市の PR です。北西線現場見学会と女性職員交

流会ということで、女子学生のための、つまり女子限定なのですが、このような取り組み

もしております。今、市役所も人材難で応募してくださる方が少ないので、ぜひ男子にも

来ていただきたいのですが、女子にも来ていただきたいと思っております。なぜ、今これ

をここで配らせていただいたかと言いますと、このような取り組みをやろうと言い始めた

のが、道路局の北西線担当の女性の何人かがアイデアを出し、企画をし、道路局も進めた

ということで、まさに職員手づくりの企画ですし、各大学で広めていっているからという

ことです。職員でもかなり自由に意見を言えるし、それが身を結ぶということもあります

ので、かなりやりがいのある職場だと思っていただければと思いまして、配らせていただ

きました。

色々と雑多ではありましたが、時間となりましたので、これで終わりとさせていただき

ます。ご清聴ありがとうございました。

（了）
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