栄区連合町内会７月定例会報告
日時
場所
１

令和元年７月２２日（月）１３時３０分～１５時３０分
栄区役所本館４階２号会議室

依頼及び連絡・報告事項

（１）栄区内の犯罪発生状況

（栄警察署TEL・FAX894-0110）

お が わ

小川 生活安全課長から、栄区内の犯罪の発生件数・状況等について報告がありまし
た。６月中の栄区内の刑法犯認知件数について栄区内では32件、６月末までの累計では
215件となり、前年と比べ37件の増加となったとの報告がありました。原因としては、振
り込め詐欺やキャッシュカード交付型の特殊詐欺、忍び込みや空き巣が増加しているた
めとの説明がありました。
振り込め詐欺については、６月末までの栄区内の認知件数は31件、被害金額は約5,726
万円となったとの報告があり、留守番電話設定をするとともに、必要な電話以外は受け
ないように、引き続き注意喚起をしてほしいとの説明がありました。
また、年少者に対して車内から声をかけ、連れて行こうとするような不審者情報が増
加しており、各学校にも声掛けを行うなど、引き続き見守り活動を実施するよう依頼し
ておりますが、地域でも注意喚起をしてほしいとの説明があり、了承されました。
◎

各地区連合町内会長まで配布

（２）栄区内の火災・救急状況

（栄消防署TEL・FAX892-0119）

まきの

牧野 予防課長から、栄区内の火災・救急の発生件数・状況について、栄区内の６月の
火災発生件数は０件で、６月末までの火災件数の累計は７件、救急件数は６月に485件
あり、６月末までの累計は3,102件、対前年比で73件増加しているとの報告がありまし
た。
また、梅雨が明けたあとに懸念される熱中症について、注意喚起があり、了承されまし
た。
◎

各自治会・町内会長まで配布

（３）エフエム戸塚番組内での「栄区連合町内会コーナー」新設、出演依頼について
（エフエム戸塚TEL828-0837・FAX829-0837）
よしかわ

吉川 様から、エフエム戸塚の番組内（第４木曜日12時15分ごろ）で「栄区連合町内会」
コーナーを令和元年10月から実施し、月ごとに各連合町内会の方に生出演していただき、
地域の活動や課題等を発信していただくようお願いしたいとの説明があり、了承されまし
た。
◎

各地区連合町内会長まで配布
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（４）国際園芸博覧会の招致について
（政策局国際園芸博覧会招致推進課TEL671-4626/FAX663-4613）
こじま

小島 国際園芸博覧会招致推進課担当課長から、横浜市において旧上瀬谷通信施設（米軍
施設跡地）への国際園芸博覧会の招致を進めていることについて、情報提供があり、了承
されました。
○テーマ：“幸せを創る明日の風景”〜Scenery of The Future for Happiness〜
○開催場所：旧上瀬谷通信施設（横浜市旭区・瀬谷区）
○開催時期：2026年（最速）
○会場規模：80～100ha（想定）
〇入場者規模：1,500万人以上（想定）
◎

各地区連合町内会長まで配布

（５）横浜市上郷・森の家の再オープンについて
（市民局地域施設課TEL671-2327/FAX664-5295）
しもむら

下村 地域施設課長から、横浜市上郷・森の家の改修工事について、平成31年１月７日に
着工、令和元年９月１日に再オープンし、館内宿泊室、野外炊事場にご宿泊いただける
他、多目的ホールやミーティングルーム等の設備についても日帰り利用が可能となりまし
たので、ぜひご利用いただくよう、各自治会・町内会での周知についてお願いがありまし
た。
また、９月１日（日）のオープニングセレモニーについて、招待状を送付することにつ
いて説明があり、了承されました。
◎

各地区連合町内会長まで配布

（６）「神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」による保険義務化等に
関する自治会・町内会班回覧について
（道路局交通安全・自転車政策課TEL671-3644/FAX663-6868）
ふじさき

藤崎 交通安全・自転車政策課担当係長から「神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進
に関する条例」の概要説明があり、令和元年10月１日からの自転車保険等の加入義務化に
ついて、広く周知するための広報チラシ（県・市 各１枚）班回覧の協力依頼があり、了
承されました。
また、各連合町内会長から回覧だけではなく、掲示も実施したいという要望があり、掲
示についても依頼することとなりました。
◎

各自治会・町内会まで配布（班回覧及び掲示）

（７）赤い羽根共同募金「さかえ区だより」の全戸配布について
（栄区社会福祉協議会TEL894-8521/FAX892-8974）
こばやし

小林 事務局長から、令和元年度の赤い羽根共同募金運動の実施に伴い発行する「さかえ
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区だより」の全戸配布依頼があり、了承されました。
○
○
○

配 布 時 期：令和元年８月下旬（広報よこはま栄区版９月号と同時期）
体
裁：Ａ４版（両面）１枚
配布手数料：一部につき２円（手数料は、各地区連合町内会に振込み）

◎

各自治会・町内会まで配布（全戸配布）
（各自治会町内会の広報配布責任者あてに「広報よこはま栄区版９月号」と同時期
に業者が配送（８月下旬））

（８）栄区防災講演会の開催について

（総務課TEL894-8311/FAX895-2260）

いのうえ

井上 総務課長から、災害による被害や混乱を少しでも抑えるために、「自分、そして
家族を守ろう！死なないための防災対策」についてソナエルワークス代表の高荷 智也
さんをお招きし、実践的なアドバイス等をお話いただく講演会の案内がありました。多
くの皆様にご参加いただきたいとの説明があり、了承されました。
○日時：９月26日（木）14時00分から15時30分（開場 13時30分）
○場所：栄公会堂（たっちーらんど） 栄区桂町279－29
○定員：先着500名
○入場料：無料
◎

各自治会・町内会まで配布（班回覧）

（９）横浜市地域サポート事業について

（区政推進課TEL894-8161/FAX894-9127）

ながまつ

永松 区政推進課長から、横浜市では、地域の主体的な取組による移動手段の確保や持
続可能な運行がスムーズに進むように、地域に対して様々な支援を行っており、実現の
基本的な考え方、主な支援内容などについて説明がありました。
特に今年度、拡充されたワゴン型車両による本格運用に係る費用に対する助成につい
て、説明があり、了承されました。

◎

各地区定例会まで配布

（10）本郷台アオソラマルシェについて

（区政推進課TEL894-8161/FAX894-9127）

ながまつ

永松 区政推進課長から、７月13日（土）に開催された本郷台アオソラマルシェについ
て、ご協力いただいたことへのお礼と、曇天ではありましたが、多くの来場者に栄区の食
と農の魅力にふれていただき、野菜の直売についても完売し、無事に開催されたことの報
告がありました。
◎

各地区連合町内会長まで配布
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（11）さかえセーフコミュニティフォーラムの開催について
（区政推進課TEL894-8936/FAX894-9127）
ながまつ

永松 区政推進課長から、日頃地域で活動されている区民の皆様へ感謝の気持ちをお伝え
し、幅広い世代の方にセーフコミュニティを知っていただく機会を設けることを目的に
「さかえセーフコミュニティフォーラム」を開催するとの説明がありました。
多くの区民の皆さまにご参加いただきたく、自治会・町内会関係者の皆様や日頃セーフ
コミュニティの活動に携わってくださっている皆様のご出席と、参加者を広く募るための
広報についてお願いしたいとの依頼があり、了承されました。
○日 時：令和元年10月５日（土）13時から15時（12時30分開場）
○場 所：栄公会堂（たっちーらんど）講堂
○参加費：無料
○申 込：申込の必要はありません。
◎

各自治会・町内会まで配布（班回覧及び掲示）

（12）講演会 「聞いてなるほど！健康長寿
ついて知ろう～」のチラシ掲出について

～大切な３要素「運動・栄養・社会参加」に
（福祉保健課TEL894-6924/FAX895-1759）

はやし

林 福祉保健課長から、健康寿命の延伸のために大切な３つの要素である「運動・栄

養・社会参加」について専門家をお呼びし、講演会を開催するので、チラシの掲示にご協
力いただきたいとの依頼があり、了承されました。
○日 時：令和元年10月２日（水）14時～15時30分
〇場 所：栄公会堂（たっちーらんど）講堂
○参加費：無料
○申 込：申込の必要はありません。
◎

各自治会・町内会まで配布（掲示）

（13）敬老の集いにて配布する敬老お祝いカードの納品について
（高齢・障害支援課TEL894-8539/FAX893-3083）
つのだ

角田 高齢・障害支援課長から、多年にわたり社会に貢献してこられた高齢者の方々に敬
意を表し御長寿を祝うため、敬老行事参加者に敬老お祝いカードをお贈りするとともに、
敬老の集い等で配布を希望される自治会・町内会の皆様にも、ご希望の配送方法でお渡し
しますとの説明があり、了承されました。
○ 配付枚数：平成31年３月に実施したアンケートでご回答いただいた枚数
※自治会・町内会ごとに枚数が異なります。
○ 配送方法：ア 各地区定例会への配送
イ 高齢・障害支援課（区役所本館２階）へのお立ち寄り
※自治会・町内会ごとに希望した配送方法となります。
◎

事前にお聞きしたご希望に応じて、各地区定例会まで配付
援課でお受け取り
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または

高齢・障害支

（14）栄区在宅医療相談室

市民向け講演会について
（栄区在宅医療相談室TEL893-6200/FAX893-6201）

つのだ

角田 高齢・障害支援課長から、在宅医療の普及啓発事業の一環として、経験してみない
となかなかわからない介護の実情を、わかりやすく楽しみながら学んでもらえるよう、落
語家及び介護体験者をお呼びして、市民向け講演会を開催するので、チラシの掲示にご協
力いただきたいとの依頼があり、了承されました。
○日 時：令和元年９月28日（土）13時30分～15時30分（13時開場）
〇場 所：栄公会堂（たっちーらんど）講堂
○参加費：無料
○申 込：申込の必要はありません。
◎

各自治会・町内会まで配布（掲示）

（15）横浜音祭り２０１９開催周知に係るポスター掲出依頼について
（地域振興課TEL894-8391/FAX894-3099）
ねもと

根本 地域振興課長から、９月15日（日）～11月15日（金）に行われる日本最大級の音楽
フェスティバル「横浜音祭り２０１９」を開催するにあたり、多くの市民の皆様にご来場
いただくため、各自治会・町内会においてポスターの掲示にご協力いただきたいとの依頼
がありました。
また、「横浜音祭り２０１９」の一環として開催される「横浜18区コンサート」につい
ても、各自治会・町内会においてポスターの掲示にご協力いただきたいとの依頼があり、
了承されました。
〇「横浜音祭り２０１９」
・開催期間：令和元年９月15日（日）～11月15日（金）（62日間）
・会
場：横浜市内全域
〇「横浜18区コンサート」（栄区）
・開催日時：令和元年10月11日（金）14時～15時（13時30分開場）
・会
場：栄公会堂
・演 奏 者：山根一仁（ヴァイオリン）、島田彩乃（ピアノ）
・チケット：2,500円（税込）
・申込先：横浜音祭りチケットセンター（045-453-5080）

◎

各自治会・町内会まで配布（掲示）

（16）ラグビーワールドカップ2019™開催に向けたファンゾーン告知ポスターの掲出依頼に
ついて
（地域振興課TEL894-8391/FAX894-3099）
ねもと

根本 地域振興課長から、９月20日から開催されるラグビーワールドカップ2019におい
て、チケットをお持ちでない方にも楽しんでいただくため、「ラグビーワールドカップ
（次頁あり）
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2019™ファンゾーン in 神奈川・横浜」を開催し、ファンゾーンでは、32試合を生中継し、
パブリックビューイングを実施するほか、飲食や、ステージイベント、ラグビー体験等を
行い、子どもから大人まで楽しんでいただけるイベントとしていく予定との説明がありま
した。
各自治会・町内会においてポスターの掲示にご協力いただきたいとの依頼があり、了承
されました。
○日時：令和元年９月20日（金）～11月２日（土）
〇会場：臨港パーク
○参加費：入場無料
◎

各自治会・町内会まで配布（掲示）

（17）自治会町内会のための講習会の開催について
（地域振興課TEL894-8391/FAX894-3099）
ねもと

根本 地域振興課長から、市民局地域活動推進課主催の自治会町内会のための講習会の
開催についての説明がありました。誰でも参加できる講演会ですので、各自治会・町内
会で参加の可否を決めてお申込みくださいとの説明があり、了承されました。
【講演会・事例発表会】
○日時・会場：第１回 令和元年８月31日（土）10:00～12:00（9:30開場）
南区役所 ７階会議室
第２回 令和元年９月８日（日）10:00～12:00（9:30開場）
泉区役所 ４階４ABC会議室
第３回 令和元年９月14日（土）10:00～12:00（9:30開場）
港北区役所 ４階１・２会議室
○内容：ア 講演（１～３回共通）
「開かれた自治会町内会の運営について」
講師：水津 陽子氏（合同会社フォーティＲ＆Ｃ代表）
イ 事例発表（各回１つ）
自治会町内会・連合自治会による活動事例発表
（会を盛り上げる活動や、担い手や加入者を増やす工夫など）
【会報紙作成講習会（同時開催：会報紙展示会）】
○日時・会場：令和元年９月21日（土）14:30～16：00（14:00開場）
神奈川県立かながわ労働プラザ ３階ホール
○内容：「新聞記者が教える！会報紙の作り方」
講師：菱倉 昌二氏（神奈川新聞社編集局 編集委員）
○参加対象者：どなたでも参加できます。
○申込締切：８月16日（金）まで
○申込方法：申込書に記入し、栄区地域振興課へ持参またはＦＡＸ
◎

各自治会・町内会長まで配布
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（18）2019年度

秋の交通事故防止運動について
（地域振興課TEL894-8391/FAX894-3099）

ねもと

根本 地域振興課長から、秋の全国交通安全運動について、「安全は 心と時間の ゆとり
から 」「高齢者 模範を示そう 交通マナー」というスローガンで、すべての市民を交通
事故から守るために、市民一人ひとりが交通事故について考え、交通ルールの遵守と交通
マナーの向上に取り組むことを通じて交通事故の防止を図るとの説明があり、了承されま
した。

２

◎

各地区定例会まで配布

議

題

なし
３

その他

（１）各地区定例会の日程について
豊 田 地 区
２７日（土）
笠 間 地 区
２７日（土）
小菅ケ谷地区 ２８日（日）
本郷中央地区 ２７日（土）
本郷第三地区 ２７日（土）
上郷西地区
２８日（日）
上郷東地区
２８日（日）

９時３０分
９時００分
１０時００分
１３時００分
１３時３０分
１０時００分
１０時００分

会議会場（豊田地区センター）
会議会場（笠間田立町内会館）
会議会場（小菅ヶ谷スポーツ広場球技棟）
会議会場（本郷地区センター）
会議会場（本郷小学校コミュニティハウス）
会議会場（連合犬山会館）
会議会場（庄戸中学校コミュニティハウス）

（２）次回定例会の日程について（８月は休会です）
日 時
令和元年９月20日（金） 13時30分～15時30分
場 所
栄区役所 本館４階２号会議室

（３）定期的な回覧・配布チラシについて（資料なし）
ア

「ぷらっと通信８・９月号」の回覧
◎

イ

ウ

各自治会・町内会まで配布

栄区民文化センターリリス
◎

（さかえ区民活動センター）

催し物案内の回覧

（栄区民文化センターリリス）

各自治会・町内会まで配布

「庄戸中学校コミュニティハウス便り97号」の回覧
（庄戸中学校コミュニティハウス）
◎ 上郷東地区、上郷西地区の一部の各自治会・町内会まで配布
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エ

「平成30年度事業報告並びに収支決算書」、「平成31年（令和元年）度事業計画並
びに収支予算書」の配布
（栄区社会福祉協議会）
◎

オ

「更生バザーのお知らせ」の回覧
◎

カ

（中野地域ケアプラザ）

本郷第三、上郷東及び上郷西地区の一部の各自治会・町内会まで配布
（野七里地域ケアプラザ）

上郷西、上郷東地区の各自治会・町内会まで配布

「消費生活情報 よこはまくらしナビ７月号」チラシの掲示
（横浜市消費生活総合センター）
◎

ケ

各自治会・町内会まで配布

「野七里地域ケアプラザＮＥＷＳ」の回覧
◎

ク

（栄区更生保護女性会）

「杜からの風」の回覧
◎

キ

各自治会・町内会長まで配布

各自治会・町内会まで配布

市民公開講座「気になる病気と健康を考える」チラシの掲示
◎

（栄区医師会）

各自治会・町内会まで配布

コ

「ステーションまつり」ポスターの回覧
（次世代交流ステーション社会福祉法人地域サポート）
◎ 各自治会・町内会まで配布

サ

「出張入会説明会」チラシの回覧
◎

シ

ス

あーすぷらざ８・９月号」の回覧

全196か国おうちで作れる世界のレシピ」チラシの掲示
（あーすぷらざ）

各自治会・町内会まで配布

「桂山プレイパーク」ポスターの掲示
◎

（あーすぷらざ）

各自治会・町内会まで配布

「写真展

◎
セ

本郷中央地区の各自治会・町内会まで配布

「イベントスケジュール
◎

（横浜子育てサポートシステム栄支部）

（桂山プレイパークの会）

本郷中央、本郷第三、上郷西及び上郷東地区の各自治会・町内会まで配布
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ソ

「お話で遊ぼう」ポスターの掲示
◎

タ

各自治会・町内会まで配布
（文化観光局）

各自治会・町内会まで配布

「第７回いたち川まつり」の掲示
◎

テ

（栄区シニアクラブ連合会）

「横浜18区コンサート」の掲示
◎

ツ

本郷中央、上郷西及び上郷東地区の各自治会・町内会まで配布

「かがやきクラブ栄いでたち」の回覧
◎

チ

（OYAKOCLUBチューリップおやこのひろば）

（栄区いたち川まつり実行委員会）

各自治会・町内会まで配布

「上郷矢沢コミュニティハウス８月、９月号」の回覧（上郷矢沢コミュニティハウス）
◎

本郷中央、上郷西及び上郷東地区の各自治会・町内会まで配布
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