栄区連合町内会令和４年10月定例会報告
日時
場所
１

令和４年10月20日（木）13時30分～15時00分
栄区役所新館４階８・９号会議室

区連会10月定例会結果報告
全ての議題について、了承されました。

【行政機関等からの依頼及び連絡・報告】
各議題について担当部署への問合せを希望される場合、区連会事務局（地域振興課TEL894-8391）まで
ご連絡ください
※１

(資料)
No.

太枠は市連会提出案件

※２

議

資料配布先に○印がないものは地区連合町内会長にのみ配布

題

担当部署

資料配布先
自治会・ 地区定例会
町内会長
出席者
－
－

１

栄区内の犯罪発生状況（報告）
栄警察署
【永山(ながやま)生活安全課長から報告】
・９月中の刑法犯認知件数について栄区内では10件、９月末までの累計では242件
となり、前年と比べ４件の増加となった。
・特殊詐欺については、９月末までに27件発生しているため、引き続き周囲への注
意喚起等をお願いした。

２

栄区内の火災・救急状況（報告）
栄消防署
○
－
【栗原(くりはら)栄消防副署長から報告】
・栄区内の９月の火災発生件数は１件で、令和４年累計では15件となり、前年に比
べ６件増となっている。
・令和４年上半期で住宅火災の原因は、こんろからの出火が最多となっている。
・救急件数は565件で、１～８月累計で5,695件、昨年と比べ956件増加している旨説
明があった。
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３

「（仮称）よこはま防災パーク」の創設に向けた市民意見募集 栄消防署
○
の実施について（情報提供）
※消防局
【栗原(くりはら)栄消防副署長から情報提供】
・11月中旬から約１か月間、市民意見募集を行う旨説明があった。
・ウェブサイト上から防災に必要な知識を学ぶことができる。
防火防災指導に係る既存事業の今後の取組についても見直しを行う予定。

－

【質問・意見の一部紹介】
・ウェブでの研修で受講証明は、もらえるのか。
また、AED の使い方等の実技の研修は、行わないのか。
⇒（回答）終了証の発行は、検討している。また、実技の件は、ご要望をいただけ
ればサポートする。
・横浜市の防災アプリとの連動はあるか。
⇒（回答）現状はないが、御意見を関係機関と情報共有する。
・高齢者の火災が多い。地域の防災意識の向上のために PR してほしい。
⇒（回答）防災意識の向上を図るべく、取り組む。

４

防火・防災フェアの開催について（情報提供）

栄消防署

○

－

【栗原(くりはら)栄消防副署長から情報提供】
・秋の火災予防運動に伴い、防火・防災フェアを開催する旨説明があった。
（日時及び場所）
日時：令和４年11月12日（土）10時～12時
場所：JR本郷台駅前広場

５

「栄区フードパントリー」第３回報告及び第４回の
栄区社会福祉協
○
－
周知について（協力依頼）
議会
【室井(むろい)栄区社会福祉協議会事務局から協力依頼】
・７月に開催した第３回フードパントリーへの協力のお礼と12月に開催する第４回フ
ードパントリーの開催について説明があった。
・定員90世帯で事前申込制となっている。
（日時及び場所）
日時：令和４年12月３日（土）10時～12時
場所：栄区福祉保健活動拠点（栄区社会福祉協議会）
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６

「年末たすけあい助成金」実施のお知らせ（情報提供）

栄区社会福祉協
議会
【室井(むろい)栄区社会福祉協議会事務局から協力依頼】
・「年末のたすけあい助成金」の実施について情報提供があった。

７

バッテリーの取り外せない充電式小型家電の出し方につい 資源循環局栄事務所 〇
－
て（情報提供）
※資源循環局業務課
【内田(うちだ)資源循環局栄事務所長から情報提供】
・充電式小型家電のバッテリーを原因とした収集車の火災が増加していることから処
分の方法について情報提供があった。
・燃やすごみの日に出す際は、バッテリーを取り外し処分する。
バッテリーが取り外せない小型家電は、燃やすごみとは、別の袋に入れて処分する
ようにお願いした。

８

年末年始のごみと資源物の収集日程について（情報提供）

資源循環局栄事務所
※資源循環局業務課

－

〇

－

－

【内田(うちだ)資源循環局栄事務所長から情報提供】
・年末年始のごみと資源の収集日程について情報提供があった。
（収集日程について）
・12月31日（土）から１月３日（火）まで収集は、お休み
・「燃やすごみ」の収集日が、「火・土曜日」の地域は、臨時収集を行う。
臨時収集日：12月29日（木）、１月５日（木）
【質問・意見】
・プラスチック製容器包装の収集日が土曜日のところがかなりあると思う。この
収集日程だとかなりの間収集がされず、大量に家庭にたまるため、プラスチック
製容器包装についても臨時収集をお願いしたい。
⇒（回答）後ほど各地区連合会長に可能な対応等について連絡する。
９

横浜みどりアップ計画（2019～2023）
環境創造局みどり
○
－
３か年（2019（令和元）～2021（令和３）年度）実績概
アップ推進課
要リーフレット作成のご報告等について（情報提供）
【関口（せきぐち)環境創造局緑地保全推進課長から情報提供】
・横浜みどりアップ計画（2019-2021年度）の実績概要リーフレットの作成について情
報提供があった。
【質問・意見の一部紹介】
・栄区のみどりを生かしてまちづくりを再生する等の取組を進めてほしい。
⇒（回答）各関係機関と連携しながら、検討していく。
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令和５年度横浜市予算についての要望（議題検討）

区政推進課

【石塚(いしづか)区政推進課担当係長から議題検討】
・令和５年度横浜市予算についての要望に関して報告があった。
【質問・意見の一部紹介】
・地域でも道路が狭い等課題があり、危険である。
また、渋滞が多い場所等の対応をお願いしたい。
⇒（回答）しっかり受け止めて、対応策を考えたい。（区長）
3

－

－

11

12

13

14

15

「栄区地産地消キャンペーン第２弾」について（情報提供）
区政推進課
－
【鶴岡(つるおか)区政推進課担当係長から情報提供】
・「栄区地産地消キャンペーン第２弾」の開催について情報提供があった。

○

（期間）
令和４年11月１日（火）～令和５年１月31日（火）
（応募締切）
令和５年２月７日（火）
市内及び区内における新型コロナウイルス感染症患
福祉保健課
－
－
者の確認について（情報提供）
【齋藤(さいとう)福祉保健課長から情報提供】
・市内及び区内の新型コロナウイルス感染症患者数について情報提供があった。
令和４年民生委員・児童委員及び主任児童委員の一斉改
福祉保健課
－
○
選推薦結果について（報告）
【齋藤(さいとう)福祉保健課長から情報提供】
・一斉改選の推薦結果の報告と推薦のお礼があった。
・一斉改選で欠員が生じている地区について、次回委嘱日程に合わせ、別途依頼を
する旨の説明があった。
「横浜市栄区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会」へ
福祉保健課
－
－
の委員選出について（依頼）
【齋藤(さいとう)福祉保健課長から情報提供】
・標記の委員会への委員選出について推薦依頼があった。
令和４年度生活のしづらさなどに関する調査（全国在宅
高齢・障害支援課
－
－
障害児・者等実態調査）の実施について（情報提供）
【松原(まつばら)高齢・障害支援課長から情報提供】
・厚生労働省の抽出した調査対象地区に居住する在宅の障害児・者等が対象となる
旨の情報提供があった。
（調査基準日）
令和４年12月１日（木）
【質問・意見の一部紹介】
・調査員とは、どういった方なのか。
⇒（回答）横浜市が統計調査員として任命している者が調査に伺う。
・調査結果はいつごろになるか。
⇒（回答）前回の調査を参考にすると、１年半後になるのではと想定している。

16

栄区児童生徒スポーツ・文化表彰受賞者一覧及び表彰式
こども家庭支援課
－
－
の開催について（情報提供）
【富田(とみた)こども家庭支援課長から情報提供】
・令和４年度栄区児童生徒スポーツ・文化表彰受賞者について情報提供があった。
受賞者は、区民まつりで表彰式を実施する予定。
【質問・意見の一部紹介】
・表彰者の基準はなにか。
⇒（回答）関東大会３位以内及び全国大会に出場した個人・団体。
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17

自治会町内会加入促進用動画について（情報提供）

地域振興課
※市民局地域活
動推進課

○

－

【近堂(こんどう)地域振興課長から情報提供】
・自治会町内会加入促進動画を作成した旨情報提供があった。
・ユーチューブで視聴が可能となっており、各自治会町内会のホームページにリン
クを貼れるので、是非加入促進に活用いただきたい。
【質問・意見の一部紹介】
・栄区連合町内会のホームページには、アップされないのか。
⇒（回答）アップに向けて、作業を進めている。
18

「栄区商店街キャンペーン」について（情報提供）

地域振興課

－

○

【近堂(こんどう)地域振興課長から情報提供】
・栄区の商店街のキャンペーンを実施する旨説明があった。
・区役所や区内地区センター等の関係機関にもリーフレットを配架している。
（期間）
令和４年10月24日（月）～11月30日（水）
（１）自治会・町内会配布物について（資料なし）
各自治会・町内会に次の資料を配送します。地域での掲示・回覧をお願いします。
なお、区域を限定して配送する資料は※にて記載しています。
依頼
No.
事項
１

配布物名

団体名

「栄区フードパントリー」第３回報告及び第４回の周知について

栄区社会福祉協議会

【再掲：資料No.５】
２

バッテリーの取り外せない充電式小型家電の出し方について

【再掲：資料No.７】

資源循環局栄事務所
※資源循環局業務課
資源循環局栄事務所
※資源循環局業務課
消費生活推進員の会

掲示

３

年末年始のごみと資源物の収集日程について

４

※11月の配送でお送りする予定です。
さかえ消サポだより№75

５

障害者キャンペーンポスター

栄区社会福祉協議会

６

第22回カナガワビエンナーレ国際児童画展作品募集ちらし

あーすぷらざ

７

第19回栄区民スポーツフェスティバルちらし

栄区スポーツ協会

８

よこはまくらしナビ11月号

消費生活総合センター

９

桂山プレイパークの会 開催ちらし
※本郷第三連合・本郷中央連合・上郷西連合・上郷東連合のみ配布

桂山プレイパークの会

【再掲：資料No.８】

5

回覧

10

栄区スポーツ協会広報誌「はつらつ67号」

栄区スポーツ協会

11
12

上郷矢沢コミュニティハウス ふれあいだより
※本郷中央連合・上郷西連合・上郷東連合のみ配布
さかえ区民活動支援協会 ロッキーだより

13

スポーツ推進委員だより

14

栄区青少年指導員だより65号

15

あーすぷらざ

上郷矢沢コミュニティ
ハウス
さかえ区民活動支援
協会
スポーツ推進委員連絡協
議会
栄区青少年指導員連絡協
議会
あーすぷらざ

16

栄公会堂

17

栄区フードドライブ実施周知ちらし

栄区社会福祉協議会

18

栄区民文化センターリリス

栄区民文化センターリリス

イベントスケジュール11月

出張教室ちらし

栄公会堂

催事物案内ちらし

（２）自治会・町内会長宛て配布物について（資料なし）
第23回栄区民まつり開催ちらし
19
20

栄区民まつり実行委員

用途地域等の見直し都市計画市素案（案）の縦覧（閲覧） 建築局都市計画課
及び意見募集についてリーフレット

３ その他
（１）各地区定例会の日程について
豊 田 地 区
29日（土）９時30分
笠 間 地 区
29日（土）10時00分
小菅ケ谷地区
30日（日）10時00分
本郷中央地区
29日（土）13時20分
本郷第三地区
29日（土）14時00分
上郷西地区
30日（日）10時00分
上郷東地区
30日（日）10時00分

会議会場（豊田地区センター）
会議会場（笠間田立会館）
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（庄戸中コミュニティハウス）

（２）次回定例会の日程について
日 時
令和４年11月21日（月） 13時30分～15時00分
場 所
栄区役所 新館４階８・９号会議室
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