
今日は副市長の荒木田さんのところにインタビューに伺いました。

よろしくお願いします。以前に一度荒木田さんには応援メッセージを寄

せていただいていますが、石巻にも行かれたことがあるということで

以前はその時の様子を書いていただきました。

さて、先日副市長になられてお忙しいと思いますが、今はどのような

お仕事をされているのですか？

これまでは副市長は 3名体制だったのですが、私が就任して4名体制に

なっています。私はソフト分野のこども・青少年、健康福祉、医療、教育、

文化観光、５つの分野を担当しています。私自身ソフト系の仕事をして

きたので、この分野を一挙に担当できてありがたいことだと思っています。

林市長はこども・若者を大切に考え教育にもとても力を入れています。次
世代支援を大切にする市長を一番近くで支える事ができるのは幸せなこと
です。まず、担当するソフト系の分野に横串を刺して一緒に事業をしたり、
情報を共有したりできたらより良い仕事ができると思っています。それとも
う一つは、現場で起きている事を肌で感じてNPOの皆さんなど活動して
いる人達と生の意見交換をしていきたいですね。それが今まで皆さんと仕
事をしてきた私が副市長になる意味なのかなと思っています。

Ｋ２との出会いについて教えてください。

平成 17 年にこども青少年局を立ち上げる仕事を担当していました。その

当時は「ニート」とか「引きこもり」という事が少し話題になり始めた時期

でした。新しい局を立ち上げるにあたり、既に実践をしている民間団体で
の取り組みを色々調べた中で、Ｋ２さんにたどり着いたのですね。
当時の行政にはノウハウがなかったですので、Ｋ２さんと一緒に作ってきた
というのが横浜の子ども・青少年局での青少年行政じゃないかと思ってい
ます。「なぜ引きこもりやニートになるのかを調べるよりも、今その人達に
何ができるかを考えるのが先です」と言って頂いたのを覚えています。
行政はすぐに原因追及をして課題を明らかにして解決しようとしますが、

「まずできることをやってみて予防策を考える」という青少年行政の仕事

の組み立て方につながっているのだと思います。

うんめぇもん市についてはいかがですか？

人は、「必要とされている」、「自分が誰かの役に立つ」という経験が生き

る力になると思います。さかのぼると阪神淡路大震災の時にも多くの若

者がボランティアで現地に入り活躍しましたが、現地の助けになるだけ

でなく、活動した若者自身も元気になって、またそれが次につながっていっ

たように思います。うんめぇもん市の活動はそれをもっと深く丁寧に、そして
横浜で悩んでいる若者の支援に、そして現地での雇用にも繋げているとい
うのが、とてもユニークで、またじっくり地元に根付かせているのが大切だし、
すごいなと思います。必要としている人や地域課題と若者の力をマッチング
するという一つの形が「うんめぇもん市」だと思うので、震災に限らず、限
界集落の問題なども含めて色々なバリエーションが出てくるのかなと期待し
ています。困難を抱える若者というだけでなく、都会でセカセカと働く生
活が合わないとか、自分のペースでじっくり働きたい若者にとっての基地

にもなったらいいなと思っています。

ありがとうございます。実際に石巻は地元のおじいちゃんやおばあちゃん

たちが元気になって若者達を支えようという動きが出ているんですよ。

お好きなお弁当・物産とかはありますか？

まず、わかめはずっと「うんめぇもん市」で買っています。こしがあってお
いしいです。スイーツは「味噌プリン」、それと「のり弁」はお得ですよね。
お腹いっぱいになるし！お麩もよく買って丼などにしています。

私は荒木田さんというと「小さめうんめぇ弁当」を作ってほしいとリクエス
トしてくださったのをよく覚えています。

そうですね。ごはんが少な目でおかずが沢山入っているのがいいですね。

では最後に読者の方へのメッセージをお願いします。

震災支援という事で始まったとうんめぇもん市ですが、先日は大阪の地震

もあり、もし横浜で震災が起きたらと考えると行政はできる事がものすご

く限られてしまうと思います。特に最初の何日間は行き届かない事も出て

くると思います。ですので、是非皆さんも自助・共助を心がける事をお願
いしたいですね。幸い「うんめぇもん市」は各区で 1か月に一回ぐらいのペー
スで開催していますから、ローリングできる乾物や缶詰などを買って、少し
ずつ食べて一か月毎に買い替えてもらえたらいいですよね。

うんめぇもん応援団突撃インタビュー！
横浜市役所   副市長　荒木田 百合 さん
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今回は、横浜市役所 
副市長の荒木田 百合
さんにインタビュー
させて頂きます。

湯通し
塩蔵わかめ
７３０円

石巻のり弁当
５００円



◯ 作り方
１）人参をみじん切りにして、ひじきと一緒に沸騰した湯で茹でる。
２）じゃが芋の皮を剥き、小さく切ってレンジで加熱し、柔らかくなったら
　　つぶして片栗粉と混ぜる。
３）１）と２）を粉っぽさが無くなるまで混ぜて、小さくまとめる。
４）熱したフライパンにサラダ油をひき、３）を両面に少し焦げ目が
　　つくくらいまで焼く。焼けたら一旦お皿に取り出しておく。
５）フライパンの余計な油を拭き取り、醤油･酒･砂糖を入れて熱し、
　　サラダに取り出した餅をフライパンに戻し入れ、タレをからめて完成。

【ひじき入り芋餅】
[材料]
乾燥ひじき：5g　人参：1/2本
きぬさや：4枚　   じゃが芋：大２個
片栗粉：大さじ４ サラダ油：大さじ３
調味料【醤油：酒：砂糖[1:1:2]】

ひじき入り芋餅
みえこガガの石巻直伝レシピ ( ガガは石巻弁でお母さんという意味です。)

～Ｋ２石巻だより～

Ｋ２メンバーも地域の一員として

皆さんと一緒に側溝掃除を行いました。

掃除の後、ご近所さんとお茶っこしました！

うんめぇもん市スタッフ紹介コーナー
～スタッフとして  親として  Ｋ２と共に暮らす～

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

各市役所・区役所の
うんめぇもん市開催
スケジュールです。

※予定は変更される事があります。

詳しくは事務局までお問い合わせ下さい。

※磯子区・南区・都筑区は
　　　　　　　　～16:00 まで。
　旭区・鶴見区は～15:00 まで。
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８月うんめぇもん市 開催スケジュール

色々とあった息子ですが、本当に少しずつですが変わっていきました。入寮して６年になりますが、現在はパン屋さんで就労させて頂いています。
今もですが、これから先もサポートが必要な息子です。また母である私もスタッフの方に『Ｋ２で働いてみない？』と声を掛けて頂いたことがきっ
かけで、４年前からＫ２で働いています。息子以外のお子さんとの関わりで色々なことを感じたり、考えたり、元気をもらうこともたくさんあります。
Ｋ２で働かせて頂くことは私にとっても大きな転機となりました。Ｋ２のやり方ですが、自分の子どもとは関わらない。息子は他のスタッフさん

に見てもらい、私は入寮している他のお子さんと関わっています。あの時、Ｋ２に電話して相談して本当に良かったと思います。

JOB CAMP in 石 巻 活 動 報 告

①Ｋ２と関わったきっかけは？
現在２５歳の息子が１９歳の時に電話相談した事がきっかけとなりました。息子は３歳の頃からお友達と関わる事が苦手で、保育園、小中高

と対人関係はトラブル続きでした。勉強も嫌いで、勉強はしませんでした。学校の体操服、教科書、鉛筆、全部なくしたり、宿題も全くしないので、

先生からも問題児扱い。学校や周りからは『お母さん、もっとお子さんの事を見てあげてください』、『育て方が悪い』とずっと言われていました。
私も息子の行動が納得いかず、何年も色々な相談機関に電話を掛け相談しましたが、結局解決には至らずでした。ちょうど息子が 18 歳の時

に諦めかけていた頃、知人がラジオでＫ２の事を知り私に教えてくれました。すぐに連絡をして息子の事を話しました。その電話の時に『発
達障害ではないか』と言われました。その後スタッフの方と面談し、２か月後に息子は入寮する事になりました。それがＫ２との関わりの始まりでした。

②Ｋ２と関わってから変わったことは？
何年も対人関係でトラブルを起こし、人から理解されず否定されてきた息子でしたので、入寮した時には精神的にとても荒れていました。 そ

の後も色 と々問題などありましたが、スタッフの皆さんが息子の事を理解し、サポートしてくれたお陰で、本当に少しずつですが落ち着いてき

ました。スタッフの方には色 と々相談にのってもらったり、息子の状況を教えてもらったり、医療にも繋げてもらいました。私は息子と離れた

事で息子との関係も良くなりました。親は子どもに一番近い存在だから、感情的になってしまう。見て見ぬふりできないのが親であり・・・。

あのまま一緒にいたらお互いに潰れてしまっていたと思います。

名前   安田 光子
年齢   ４７歳
趣味   ウォーキング
特技   アクセサリー作り

プロフィール
③現在の状況は？

梨木畑プロジェクト。地域の方々と
一緒に夏野菜の定植のための土壌整備。

牡鹿半島 狐崎浜での漁業就労体験。

牡蠣剥きを行いました。
　石巻ジョブキャンプスケジュール
　 2018 年６月１８日 ( 月 ) ～　　事前学習
　２０日 ( 水 ) ～２７日 ( 水 )
　　　　　　　　　　  宮城県石巻市合宿

　２８日 ( 木 ) ～２９日 ( 金 )
　　　　　　　 ファーム体験・事後面談

祝田二区集会場にて交流会。
養蜂見学も行い、楽しい会となりました。

被災地見学、梨木畑プロジェクト（農業就労体験）、

避難所体験プログラム、漁業就労体験・ボランティア、

梨木畑地域交流会など
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