栄区連合町内会令和４年11月定例会報告
日時
場所
１

令和４年11月21日（月）13：30～15：30
栄区役所新館４階８・９号会議室

区連会11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.
１

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
－
－

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】
・10月中の刑法犯認知件数について栄区内では18件、10月末までの累計では269件
となり、前年と比べ９件の減少となった。
・特殊詐欺については、10月末までに30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。
息子を騙るオレオレ詐欺等の被害が増加している。
【質問・意見の一部紹介】
・道路の表示や白線が消えていることが多いので、対応検討してほしい。
⇒（回答）所管課を含め関係者で共有させていただく。

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10月の火災発生件数は４件で、令和４年累計では19件となり、前年に比
べ８件増となっている。
・救急件数は657件で、１～９月累計で6,352件、昨年と比べ1,073件増加している旨
説明があった。

３

令和５年栄区消防出初式の実施について（告知）
栄消防署
【栗原(くりはら)栄消防副署長から告知】
・令和５年消防出初式実施について説明があった。

○

－

〇日時及び場所
日時：令和５年１月７日（土）午前10時から11時15分まで
場所：神奈川県立地球市民かながわプラザ（栄区小菅ケ谷１-２-１）
※新型コロナウイルス感染拡大防止を踏まえ、一部の式典は、関係者のみで実施。
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４

相武隧道補修・補強工事について（情報提供）
道路局橋梁課
○
－
【橋本(はしもと) 道路局橋梁課担当係長から情報提供】
・老朽化に伴う損傷等があるため相武隧道補修・補強工事を実施する旨、情報提供が
あった。
令和４年12月から着工し、全体の工期として概ね４年間実施する予定。
工事期間は、安全性を最優先し、誘導を行う旨、説明があった
【質問・意見の一部紹介】
・工事期間の 4 年間、夜間の交通規制をするのか。
⇒（回答）全日ではないが、基本的には、工事期間は交通規制を行う。
・工事の進捗によって遅れた場合に交通規制の時間の変更等はないか。
⇒（回答）基本的には予定どおり工事を実施するため交通規制の変更等は、予定していない。

５

新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行に備えた広報 健康福祉局健康
○
－
について（依頼）
安全課
【鈴木(すずき)健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長から依頼】
・新型コロナウイルス感染症及びインフルエンザの同時流行に備え、広報ちらしを自
治会・町内会の掲示板へ掲出するよう依頼した。
【質問・意見の一部紹介】
・コロナの検査キットの無料配布の件について検討しているか。
⇒（回答）現在は一般販売されており、各自で用意していただくようお願いしている。個数
は十分に確保されていると聞いており、１個 1,500～2,000 円程度で販売されて
いる。
・研究用の検査キットでは、陽性者登録できないのか。
⇒（回答）研究用は、国が承認しておらず陽性者登録窓口に登録することができない。
・上郷などの PCR 検査所や医院での検査は有効か。
⇒（回答）そうした形での検査でも可能であるが、検査キットが手元にあれば速やかな対応
が可能となる。

６

電力・ガス・食料品等高騰緊急支援給付金について
総務課
○
－
（情報提供）
※健康福祉局総務課
【天住(あまずみ)総務課担当係長から情報提供】
・本件にかかる給付金について情報提供があった。
対象は住民税非課税世帯。対象となる世帯には、横浜市からご案内を送付する。
なお、世帯状況により、申請方法が異なる旨、説明があった。
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７

８

「栄区節電チャレンジセブン」の取組について
区政推進課
（情報提供）
【山口(やまぐち)区政推進課担当係長から情報提供】
・節電チャレンジに実施に関して情報提供があった。
○対象及び期間
対象：栄区内在住の世帯
期間：令和４年12月１日（木）～令和５年１月31日（火）
※ホームページや郵送で応募可能。
「専門家による住まいの終いかた相談会」の実施について
区政推進課
（情報提供）
【今仁(いまに)副区長から情報提供】
・栄区独自の空家に関する相談会を実施する旨、説明があった。

－

○

－

－

〇日時及び場所
日時：令和５年１月29日（日）13時から
場所：SAKAESTA３階 大会議室・会議室１・２・地域ケアルーム
対象：区内に戸建て住宅を所有する方及びその関係者、空家問題に関心のある方。
※事前申し込み制の内容あり。
９

市内における新型コロナウイルス感染症患者の確認
福祉保健課
－
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】
・市内における新型コロナの感染状況について情報提供があった。
区内でも感染者が増加していることから周囲への注意喚起をお願いした。
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－

10

令和５・６年度横浜市環境事業推進委員の推薦について
（依頼）

資源循環局栄事務所
※資源循環局街
の美化推進課

○

－

【近堂(こんどう)地域振興課長から依頼】
・委嘱委員 の推薦について自治会・町内会へ依頼する旨と依頼内容について説明があ
った。
主な活動として、自治会・町内会と連携したごみの減量による脱炭素化に向けた
３R行動の推進を図る等が挙げられた。
【質問・意見の一部紹介】（議題 10～15 についての共通質問）
・地域が委嘱委員の必要性について再度認知する必要がある。地域と行政との関連性につい
て委嘱委員の活動の何に結び付きがあるのかを理解してもらうために伝えることが大切
である。
⇒（回答）委嘱委員の皆様の関わりについてきちんと示していきたい。また、どのような活
動を実施するのかご理解いただくよう努めたい。
・委嘱委員によっては、定例会が夜から実施しているが、やむを得ないのか。
⇒（回答）日中お勤めの方が多い委嘱委員の定例会を集合開催でする場合は、難しいが、今
後、オンラインでの参加等、実施手法についても検討していく。
・年齢要件や、行事への従事依頼、行政からの依頼事項が多い等負担があるので担い手が減
っている。
・自治会町内会長でも一年任期のところがある。自治会町内会の活動の理解を得るため連合
で研修会を実施する等、工夫している。また、連合としても委嘱委員への支援について検
討している。
⇒（回答）行政は、地域の現状を把握していく必要があり、地域ごとの現状に応じた取組等
を実施していかなければならない。市全体でも変えなければならないので、引き
続きご協力をお願いしたい。（区長）
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栄区明るい選挙推進協議会推進員（第19期）の推薦依頼に 総務課
○
－
ついて（依頼）
【近堂(こんどう)地域振興課長から依頼】
・委嘱委員の推薦について自治会・町内会へ依頼する旨と依頼内容について説明があ
った。
主な活動として、広く市民の間に明るい選挙を醸成し、自主的な明るい選挙運動へ
の協力を展開する等が挙げられた。

12

横浜市保健活動推進員の改選に伴う推薦について
福祉保健課
○
－
（依頼）
【近堂(こんどう)地域振興課長から依頼】
・委嘱委員の推薦について自治会・町内会へ依頼する旨と依頼内容について説明があ
った。
主な活動として、研修等を通して、家族や知人に健康づくりに関して働きかける等
が挙げられた。
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13

第34期横浜市スポーツ推進委員候補者の推薦について
地域振興課
○
－
（依頼）
【近堂(こんどう)地域振興課長から依頼】
・委嘱委員の推薦について自治会・町内会へ依頼する旨と依頼内容について説明があ
った。
主な活動として、地区運動会・レクリエーション大会の企画実施等が挙げられた。

14

令和５・６年度横浜市消費生活推進員候補者の推薦につ
地域振興課
○
－
いて（依頼）
【近堂(こんどう)地域振興課長から依頼】
・委委嘱員の推薦について自治会・町内会へ依頼する旨と依頼内容について説明があ
った。
主な活動として、消費者被害未然防止・拡大防止に関する啓発講座等の開催等が挙
げられた。

15

令和４年民生委員・児童委員及び主任児童委員の一斉改選審査 福祉保健課
－
－
結果について（報告）
【齋藤(さいとう)福祉保健課長から報告】
・一斉改選の審査結果についてお礼の報告があった。
各自治会・町内会からご推薦いただいた方は、12月１日付で委嘱される予定である
旨、説明があった。

16

「自治会町内会に対する依頼の見直しに向けたアン
地域振興課
○
－
ケート」の実施について（依頼）
【近堂(こんどう)地域振興課長から情報提供】
・自治会・町内会の状況把握や地域ニーズに寄り添うべくアンケートの実施について
協力依頼があった。
【質問・意見の一部紹介】
・委嘱員の活動内容等の詳細について自治会・町内会で把握しているところは、少ないと
考えられる。
⇒（回答）改めて自治会・町内会に対し、情報提供を適切に行っていく。所管局への情報提
供も行う。
・民生委員の活動が多岐にわたることから、担い手が少なくなっている。
⇒（回答）民生委員の活動については、行政からもきちんと説明、周知をさせていただきた
い。依頼方法の見直し等についても検討する必要があると考える。
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17

コロナ禍における地域活動推進費の活用事例の再周
地域振興課
○
－
知について（情報提供）
【近堂(こんどう)地域振興課長から情報提供】
・自治会・町内会へ補助金を交付している本補助金についてコロナ禍における活用事
例の情報提供があった。

18

第33回栄区民ロードレース大会開催に伴う交通規制（車
地域振興課
○
－
両通行止め）について（依頼）
【近堂(こんどう)地域振興課長から情報提供】
・本件の開催に伴い、交通規制についての周知及びお願いをした。
本件周辺の地区には、班回覧、その他の地区については、掲示板への掲出を依頼
した。
〇日時及び場所
日時：令和５年１月14日（土）８時～12時 ※雨天決行、荒天中止
場所：埋蔵文化財センター（野七里小学校）及び周辺

19

区民利用施設の工事に伴う一部利用休止について
地域振興課
○
－
（情報提供）
【近堂(こんどう)地域振興課長から情報提供】
・豊田地区センター及び栄区民文化センターリリスの一部の部屋について設備更新
工事を実施する旨、情報提供があった。

20

令和４年度栄区自治会・町内会長感謝会の開催について
地域振興課
○
－
（情報提供）
【近堂(こんどう)地域振興課長から情報提供】
・ご尽力いただいている自治会・町内会長の皆様に感謝の意を表すため感謝会を実施
する旨、情報提供があった。
開催の詳細の案内と被表彰者への招待状の送付等、1月に行う旨の説明があった。
○日時及び場所
日時：令和５年３月９日（木）15時～17時15分まで
場所：栄スポーツセンター

21

年末の交通事故防止運動及び飲酒運転根絶強化月間につ
地域振興課
いて（情報提供）
【近堂(こんどう)地域振興課長から情報提供】
・本件の運動について目的や実施期間について情報提供があった。

－

○期間
・年末の交通事故防止運動 令和４年12月11日（日）～令和４年12月20日（火）
・飲酒運転根絶強化月間
令和４年12月１日（木）～令和４年12月31日（土）
6

○

（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

配布物名

団体名

１

令和５年栄区消防出初式の実施について
【再掲：資料No.３】

栄消防署

２

新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行に備えた広報について

健康福祉局健康安全課

３

掲示

４
５

【再掲：資料No.５】
第33回栄区民ロードレース大会開催に伴う交通規制（車両通
行止め）について
【再掲：資料№18】
※豊田連合・笠間連合・小菅ヶ谷連合・本郷第三連合のみ配布
令和５年度採用スタッフ募集ちらし

地域振興課

さかえ区民活動支援
協会
桂山プレイパークの会

６

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
第56回神奈川県中学校美術展

７

よこはまくらしナビ12月号

消費生活総合センター

８

年末のごみと資源物の収集日程について
※10月区連会での説明・依頼案件

資源循環局栄事務所
※資源循環局業務課

９

相武隧道補修・補強工事について
※上郷西連合・上郷東連合のみ配布
【再掲：資料No.４】
第33回栄区民ロードレース大会開催に伴う交通規制（車両通
行止め）について
【再掲：資料№18】
※本郷中央連合・上郷西連合・上郷東連合のみ配布
栄区民文化センターリリス 催事物案内ちらし

道路局橋梁課

野七里地域ケアプラザ ほっこりだより
※上郷西連合・上郷東連合のみ配布
中野地域ケアプラザ 杜からの風 116号
※本郷第三連合・尾月自治会・亀井町自治会・上郷町内会・
東上郷青葉ヶ丘自治会・上郷台共同住宅自治会・みどりが丘
自治会のみ配布
あーすぷらざ イベントスケジュール12月

野七里地域ケアプラザ
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回覧

11
12
13

14

（２）自治会・町内会長宛て配布物について（資料なし）
なし
7

あーすぷらざ

地域振興課

栄区民文化センターリリス

中野地域ケアプラザ

あーすぷらざ

（１）各地区定例会の日程について
豊 田 地 区
26日（土）９時30分
笠 間 地 区
26日（土）10時00分
小菅ケ谷地区
27日（日）10時00分
本郷中央地区
26日（土）13時20分
本郷第三地区
26日（土）13時30分
上郷西地区
27日（日）10時00分
上郷東地区
27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５年１月20日（金） 13時30分～15時00分（※12月休会）
場 所
栄区役所 新館４階８・９号会議室
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