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緑園連合自治会 
会長 成田 俊人 

 あけましておめでとうございます。皆様が健やかに新年を迎えられたことを、心よりお慶び申し上 
げます。 
昨年はコロナ禍において、私たちの生活様式もこれまでとは全く違うスタイルへと転換を余儀なく

されました。連合自治会の諸行事もほとんど中止しました。 
この感染症の一日も早い終息を願うばかりではありますが、現実的には、新型コロナウイルスとの

戦いは長期戦になることを覚悟しなければならないと言われています。ワクチンの接種により多くの

人が免疫を獲得し、感染が沈静化するまでこの戦いは続き、それまでは、３密を避け、マスクを着用
し、手洗い消毒の徹底を続けなければならないと思います。 
このような中で今年は、緑園義務教育学校の第２工区工事が始まり、令和４年４月に開校を迎える

予定です。連合自治会としては、地域代表として保護者等との連携を深め開校準備を応援していきた
いと思います。 
同時に令和４年４月には、緑園西小学校が閉校となる予定で、その後利用も重要な課題と思います。

第１種低層住居専用地域であり、用途は住宅、幼稚園、小・中・高等学校、図書館、診療所、保育園、
老人ホーム、等々に限定されていますが、できるだけ地域の要望に添う形で提案していきたいと考え
ています。皆様には要望等がございましたら、自治会に提案して頂きたいと思います。 
令和４年度下期には相鉄線の新横浜への延伸、東急線への乗り入れも予定されており、これらを契

機として、地域が活性化することを期待しております。そのために連合自治会としては、諸団体と力

を合わせて諸課題に対する取り組みを一層推進して行きたいと思います。 
皆様には引き続きご支援を賜りたく、切にお願いいたします。 
 
 

緑園地区社会福祉協議会 
      会長 菅野 英夫 

皆様、新年あけましておめでとうございます。日頃は、社協の諸活動にご理解、ご協力を賜り厚く
御礼申し上げます。 
さて、昨年は年明けから新型コロナウイルス感染が始まり、令和２年度からは、感染防止緊急事態

宣言に伴い、計画していた事業や諸活動がすべて中止や縮小を余儀なくされ、かつて経験したことの
ない事態に追い込まれました。下期に入ってもまだ継続している状況です。そうした中で、マスクの
着用・検温・三密防止策を行いつつ子育て団体との情報共有や高齢者団体へのマスクの支給等を実施

しました。また、６月より理事役員会を再開し、情報交換を行ってきました。 
現在進行中の「第３期福祉保健計画（Ｈ２８～Ｒ２））」では、交流の場づくり・子育て支援・高齢

者の居場所の充実・新たな食事会のスタート・障がい者支援等に取り組んでまいりました。今年初年
度に当たる「第４期福祉保健計画（Ｒ３年～Ｒ７年）」では、今後、急激な少子高齢化が進展する中で、
新たな取り組みが中心となります。そのキーワードは「つながり」です。①安全で健やかに過ごせる
まち②地域・近隣で人・活動のつながりのあるまち③地域活動への参加が進むまちを目指します。 
特に地域の活動のベースである連合自治会と連携しながら、各種団体と協働し、身近な課題から推

進を図りますので、地域の皆さんのご支援・ご協力をお願い致します。最後に地区社協の活動資金と
なる「賛助会費」には、コロナ禍の中で今年度も多くのご支援をいただき感謝申し上げます。地域の
皆様のための福祉活動に有効に活用させていただきますので、本年もどうぞよろしくお願い致します。 
以上の内容及び活動状況は、日々発信しております「緑園社協ホームページ」や２ヵ月に１回発行

される「地区社協だより緑園」で情報公開していますのでご利用願います。 

 

 
 

－ 令和４年度開校に向けて － 連載「その１」 
 

緑園義務教育学校は、令和４年（２０２２年）４月開校に向け、緑園東小学校及び隣の中学校建設予
定地に新校舎を建設する工事が進められています。開校まで１年半弱となってきている中で、通学路の
安全対策や、付帯設備などについて、これまで、緑園東小学校・西小学校合同学校運営協議会の場を中
心に協議が進められてきましたが、このほど緑園義務教育学校開校準備委員会が立ち上がり、開校準備
に関する事業などを行うことになりました。併せて、緑園東・西小学校スクールゾーン対策協議会を開
き、通学路の安全対策について協議し、その実現に向けて活動がスタートしました。 
そこで、今号より５回にわたり、開校準備に関するさまざまな情報をお届けしたいと思います。今号

では「その１」として、緑園義務教育学校開校準備委員会及び整備工事の進捗状況中心にご紹介したい
と思います。 

 
緑園義務教育学校開校準備委員会について 
去る１１月１６日（月）、緑園東小学校にて第１回緑園義務教育学校開校準備委員会が開催されまし

た。本会は、学校の開校に向けて、関係校が保護者、地域等との連携を深め、学校の教育活動の振興に
寄与することを目的として設立され、次の事業を行います。（１）学校の開校準備に関する事業（２）新
校舎の内覧会、式典などの記念事業（３）その他、本会の目的を達成するに必要な事業 
本会は、横浜市立緑園東小学校・緑園西小学校合同学校運営協議会を母体として、関係校の保護者代

表、学校関係者及びその他必要な方々を委員として構成します。下表に、委員名簿をお示しします。 
＜本会の役員選出について＞ 
本会の役員として、次の方々が選出されました。 
委員長：成田俊人、副委員長：山口正人、三上大志の各氏です。 

緑園義務教育学校開校準備委員会委員名簿 
 

敬称略  学協委員：緑園東小学校・西小学校合同学校運営協議会委員 

 

緑園連合 News 

◇◇ 会長 年頭のご挨拶 ◇◇ 

◇◇ 緑園地区社会福祉協議会会長 新年の抱負 ◇◇ 

◇◇ 緑園義務教育学校特集 ◇◇ 

Ｎｏ． 　　　所　属　等 　　　氏　　　名 　参　　　　　　　　考 学協委員
1 地域代表 菅野英夫 学校支援ボランティア代表（緑園地区） ○
2 地域代表 三尾和博 学校支援ボランティア代表（名瀬地区） ○
3 地域代表 大場　勲 自治会代表（新橋地区） ○
4 地域代表 酒井浩一郎 自治会代表（岡津地区） ○

5 地域代表 長谷川幹夫 自治会代表（緑園地区） ○

6 地域代表 田中國夫 自治会代表（名瀬地区） ○
7 地域代表 竹中俊子 放課後キッズクラブ主任（緑園東小学校） ○
8 地域代表 石田和雄 学校運営組織委員長（緑園地区） ○
9 地域代表 成田俊人 緑園連合会長 ○

10 保護者代表 高橋佳弘 ＰＴＡ会長（緑園西小学校） ○
11 保護者代表 永樂明弘 ＰＴＡ会長（緑園東小学校） ○
12 保護者代表 安藤陽子 ＰＴＡ会長（名瀬中学校）
13 保護者代表 山口正人 保護者代表（緑園西小学校） ○
14 保護者代表 三上大志 保護者代表（緑園東小学校） ○
15 保護者代表 山口令子 保護者代表（岡津中学校）
16 保護者代表 松浦美穂 保護者代表（岡津中学校）
17 学校運営協議会委員 横川　満 学校・地域コーディネーター ○
18 学校運営協議会委員 松本紀靖 学校支援ボランティア（緑園西小学校） ○
19 学校運営協議会委員 渡邊　肇 学校支援ボランティア（緑園東小学校） ○
20 学校運営協議会委員 石塚　等 大学院　教授（横浜国大教職大学院） ○
21 学校代表 廣渕徹志 岡津中学校校長 ○
22 学校代表 鈴木拓哉 名瀬中学校校長
23 学校代表 立田順一 緑園西小学校校長 ○
24 学校代表 副島江理子 緑園東小学校校長 ○

横浜市教育委員会 野口弘之 事務局学校教育企画部
教育課程推進室首席指導主事

久保寺信行 事務局学校教育企画部
教育課程推進室小中一貫校推進担当係長
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＜標準服等検討部会の設置について＞ 
１２月に標準服等検討部会を設置し、標準服等についての検討を始めます。 

部会は、準備委員会の保護者、学校代表等で構成し、児童生徒とともに検討を開始します。 
 
緑園義務教育学校整備工事の進捗状況について 
横浜市教育委員会事務局によれば、学校整備工事は順調に進んできているようです。校舎増築工事 

及び渡り廊下新設等の第１工区工事は、本年３月完成に向け工事が進められており、プール棟工事は 
昨年１２月に完成をみております。災害時用はまっこトイレ土木工事も完成し、本年２月からは第２ 
工区工事（アリーナ、武道場、地域交流室等の新設や緑園東小学校の現校舎の改装工事等）が始まり 
ます。 
  
 
１２月５日（土）１０：００より、横浜市・相鉄グループ（相鉄いずみ野線沿線 次代のまちづく 

り）主催、緑園地区活性化委員会後援、街カフェ実行委員会 地元有志協力の「緑園街マルシェオン 

ライン」が開催されました。今回は、新型コロナウイルス感染予防の観点から、３密を避けるため、 
従来の緑園都市ライフ前広場を会場としての集会方式からオンライン方式に代えての開催となりまし 
た。その構成は、①オンライン・リアルワークショップ②緑園の街ってどんなまち？（講演動画）③ 
オンライン発表会です。 
＜オンライン・リアルワークショップ＞ 
いずみ野線沿線にゆかりのある皆さまによる、オンライン（生配信）リアル（参加型）ワークショ 

ップで、ＣｈｉｏｒｉＫｏｂｏ，ははのす、ＦＬＯＲＡの３グループによるアート製作指導が行われ 
ました。 
＜緑園の街ってどんなまち？（視聴型動画公開）＞ 
フェリス女学院大学非常勤講師 大塚宏氏による「緑園おススメＭＡＰ２０２０」，相模鉄道緑園都 

市駅漆畑駅長による「おやこで楽しむいずみ野線」、泉区の雲じぃじ中丸定昭氏による「空から見たい 
ずみ野線沿線の歴史」、コト株式会社高橋智子氏による「姿勢から始めるフレイル予防」と題する講演 

の様子が配信されました。 
＜オンライン発表会（視聴型動画公開）＞ 
ＦＣＰサイトにて緑園なえば保育園、によるダンス・歌、緑園東小学校・緑園西小学校児童による 

 太鼓の合同演奏、横浜緑園高校吹奏楽部による演奏、駅員さんによる紙芝居などの発表会の模様がオ 

 ンライン配信されました。 
 
   

 
 
１１月２９日（日）、泉消防署の協力のもと、一丁目自治会主催 

防災訓練を実施しました。４３名という多くの方々の参加で、ス 
タンドパイプ式の新消火ホースの訓練を行いました。 

 消防車に乗るチャンスで、お子さんも多く参加されましたが、 
消防車が緊急出動となり、皆びっくりしました。乗ることは出来 
ませんでしたが、出動現場を見る良い経験となりました。 
（小松会長より寄稿いただきました） 
 
  
１０月１８日（日）、二丁目自治会（公園愛護会）主催の月例公 

園清掃が行われました。落葉のシーズンを迎え、参加者は、東田 
谷公園の外周道路や公園内の落ち葉を集めたり、清掃しました。 
集められた落葉は木箱に入れ、腐葉土を造るための作業に取り組 
みました。公園内の側溝に溜まった土砂を搔い出す作業も行われ 
ました。（長谷川さん取材） 

 
－ 緑園活性化最前線 － 

 
 

緑園青少年居場所作り協議会代表 
松井広志 

緑園青少年居場所作り協議会の活動は、今年度１５年目を迎えております。テーマは、泉区が推進す
る地域の子どもと大人の「顔の見える関係づくり」です。活動メンバーは、青少年指導員・スポーツ推
進委員・主任児童委員のほか緑園シニアクラブ連合、緑園東・西小学校の先生方・ＰＴＡ、緑園なえば
保育園の先生方など多くの方々に協力いただいております。行事の開催は、毎月第４土曜日の午前です。 
今年は、新型コロナウイルス感染防止策に伴い、３月から６月までは活動を中止致しましたが、７月

からは再開致しました。運営に当たっては緑園地域交流センターの定める感染防止対策ガイドラインに
基づき、検温・消毒・マスクの着用・換気の各対策を実施しました。 
＜年間計画（Ｒ２年度）＞ 

－ ハロウィンまちあるき － 
１０月２４日（土）朝９時半、緑園地域交流センターに地域の多くの子どもたちが集合しました。そ

して４班に分かれて、次の順路を歩きました。 
（集合）緑園地域交流センター→三井リハウス→西の街管理事務所→サンモール商店街→緑園地域交

流センター（解散） 
今年は緑園都市パーキング加盟店も加わり、思い思いの仮装でくり歩きました。当日は天気に恵まれ、

子どもたちはお菓子をいっぱいもらって大喜びでした。コロナ禍の中、久々に緑園の街は仮装をした元
気な子どもたちで活気に溢れていました。 

 
 
 
 
本年度の連合恒例行事の多くが、新型コロナウイルス感染防止対策のために大変残念ですが、やむを

得ず中止することになりました。                 （１２月以降の行事について） 
 

 
 
 
 
 
※恒例の駅西口に集合しての開会式は行わず、１２月１３日（日）を「緑園地区年末一斉清掃日」と

して、各自治会単位で、自分たちの自治会エリアを清掃する。 

◇◇ 「緑園街マルシェオンライン」が開催されました ◇◇ 

緑園一丁目 

今号より緑園義務教育学校特集の掲載を開始しました。令和４年度開校に向けて、地域一

丸となって支援していきましょう。コロナ禍の中、さまざまな工夫した活動で緑園地域を

盛り上げていきましょう。次号は４月 15 日発行予定です。 

◇◇ 令和２年度 緑園連合自治会行事予定について ◇◇ 

編 集 後 記 

【編集委員】貝沼貞夫、長谷川幹夫、田谷善宏、鈴木英範、森田伸一、飯塚智明 

◇◇ １５年目を迎えた緑園青少年居場所作り協議会活動 ◇◇ 

◇◇ 各自治会の行事報告 ◇◇ 

子どもたちも参加 
して放水訓練 

説明を受ける参加者 

編 集 後 記 

緑園二丁目 

側溝の清掃作業 腐葉土の製造作業 

　４月　端午の節句・昔遊び　中止　 １０月　ハロウィンまちあるき　実施済
　５月　みんなでゲーム（ペタング・スポーツ吹き矢）　中止 １１月　間伐材でキーホールダー作り・かみひこーきとばし　実施済
　６月　　味噌作り体験・七夕飾り　中止 １２月　クリスマスビンゴ大会　実施済
　７月　ペットボトルロケット作り　実施済 　１月　凧作り　実施予定
　８月　ペタンク遊び　実施済 　２月　お雛さま作り・昔あそび　実施予定
　９月　ペットボトルボーリング　実施済 　３月　レクレーション大会　実施予定

　　実　施　日 、 　　区分 　　　会　　　場 　備　考
１２月１３日（日） 緑園一斉清掃 共催 緑園地区全域 変更※
１２月１５日（火） 緑園年末防犯総決起大会、 主催 緑園地区全域 中止

パトロール
１月９日（土） 緑園地区新年祝賀会 主催 緑園地域交流センター 中止
２月６日（土） 新春マラソン大会 主催 東小・５丁目周辺 中止

仮装したかわいい子供たちが街を練り歩きました 「トリック or トリート！」 


