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栄区連合町内会令和３年７月定例会報告 
 
                   日時 令和３年７月20日（火）13時30分～15時15分 

                   場所 栄区役所新館４階８・９号会議室 
 
 

１ 区連会７月定例会結果報告 

【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 太枠は市連会提出案件  ※２ 資料配布先に記載がないものは地区連合町内会長にのみ配布 

(資料) 

No. 
議 題 担当部署 

資料配布先 

自治会・

町内会長 

地区定例会 

出席者 

１ 栄区内の犯罪発生状況 栄警察署 － － 

【小川(おがわ)生活安全課長から報告】 

①６月中の刑法犯認知件数について栄区内では27件、５月末までの累計では170件

となり、前年と比べ12件の減少となった。 

②特殊詐欺は栄区内発生件数16件、被害金額は1,968万円と増加した。還付金詐欺

やオレオレ詐欺が主流となっている。留守番電話の設定や周囲への相談をする

ようにしてほしい。 

 

 

２ 栄区内の火災・救急状況 栄消防署 自治会・

町内会長 

－ 

【栗原(くりはら)栄消防副署長から報告】 

①栄区内の６月の火災発生件数は０件で、６月末までの累計は７件、前年比１件

増加した。 

②６月の救急件数は518件で、６月末までの累計は2,975件、前年比35件増加し

た。熱中症等体調管理に注意してほしい。マスク着用により脱水症状にならな

いよう、こまめな水分補給や日ごろからの健康管理を心掛けてほしい。 

 

 

３ 栄消防署ペーパークラフト展について【中止】 栄消防署 自治会・

町内会長 

－ 

栄消防署ペーパークラフト展の開催について、感染拡大防止のため中止するこ

とから議題を削除。 

 

４ 赤い羽根共同募金「さかえ区だより」の全戸配布に

ついて（お願い） 

栄区社会福祉協

議会 

自治会・

町内会長 

－ 

【室井(むろい)事務局長から協力依頼】 

・10月１日からの令和３年度共同募金運動の実施にあたり、赤い羽根共同募金「さか

え区だより」を配布する。全戸への配布をお願いしたい。 
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５ 横浜環状南線公田笠間トンネル工事に関する説明会

について（お知らせ） 

東日本高速道路

株式会社 

横浜工事事務所 

自治会・

町内会長 

－ 

【蝦名(えびな)工務課長から情報提供】 

①平成28年から始まった公田笠間トンネル工事について、10月からシールドマシンの

掘削が開始される。 

②対象地区にあたる区内11町内会について８月以降、工事説明会を予定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 横浜市空家等に係る適切な管理、措置等に関する条

例の施行について（事業説明） 

建築局 

建築指導課 

自治会・

町内会長 

－ 

【足立(あだち)建築指導部長から情報提供】 

①空家等の適切な管理を促進し､管理不全な空家等の防止･解消につなげることを目的

とした横浜市空家等に係る適切な管理、措置に関する条例を８月１日に施行する。 

 《条例のポイント》 

 ・空家等の適切な管理を義務化するなど空家等の所有者の責務を明確化 

・特定空家等に起因する危険への対応として標識設置や所有者がいない場合などに

おける応急的危険回避措置を講じることができる 

②リーフレットは市役所、区役所等で配布するほか、市ホームページにも掲載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

【質問・意見の一部の紹介】 

・条例には立ち退き等の強制力はあるのか。 

 ⇒（回答）ない。所有者に適切な管理をしてもらう仕組みを考えている。 

・所有者に管理の義務化されるとしても、罰則がなければ改善は見込めない。罰則規定も

つけるべき。 

 ⇒（回答）勧告時に標識を設置するなど行政の意思を明確に示すように、状況を見て取

組の改善を図っていく。 

・国等が所有する建物についても十分に管理されていない建物が存在する。適切に管理し

てほしい。 

【質問・意見の一部の紹介】 

・トンネル工事にあたり、道路陥没等がないよう安全対策をお願いしたい。 

 ⇒（回答）東京都で発生した陥没事故の原因等も反映し安全に進める。 

・トンネル上部の整備時期とまちづくり検討の進め方を教えてほしい。 

 ⇒（回答）トンネル工事を先行させ、終了後トンネル上部の整備を進める。上部利用の

検討については工事終了を待たず、市・区・地域と連携して進める。検討の進め方に

ついては相談しながら進めたい。 

・今後も地域への積極的な情報提供をお願いしたい。また安全第一で進めてほしい。脱硝

装置を設置できるよう検討してほしい（区長意見）。 

 ⇒（回答）安全は最優先にしていきたい。脱硝装置については定期的に実施する環境調

査を継続する中で設置の可否についての検討を進めていきたい。 
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７ 「令和３年度 横浜市総合防災訓練」の実施につい

て（情報提供） 

総務局 

緊急対策課 

自治会・

町内会長 

－ 

【飯野(いいの)緊急対策課担当係長から情報提供】 

①令和３年度の横浜市総合防災訓練は、九都県市合同防災訓練の中央会場として、西

区みなとみらいの耐震バースを中心に実施する。 

②新型コロナウイルス感染対策として、一般見学者席は事前募集（抽選）とする。 

 

 

８ 新型コロナワクチンの接種にかかる在宅高齢者等へ

の支援について（協力依頼） 

健康福祉局 

健康安全課 

ﾜｸﾁﾝ接種調整等担当 

自治会・

町内会長 

－ 

【伏見(ふしみ)総務課長から協力依頼】 

・日頃の見守り活動の中でワクチン接種を希望される方のうち、支援が特に必要

と考えられる方には、区高齢・障害支援課や地域ケアプラザ等、その方が日常

的にご相談されている先へおつなぎいただくなどの協力をお願いしたい。 

 

 

 

９ 栄区避難場所マップ（風水害編）を全戸配布します 総務課 自治会・

町内会長 

－ 

【伏見(ふしみ)総務課長から情報提供】 

①栄区では境川水系の河川の氾濫が予想される場合や実際に氾濫した場合、また

大雨による土砂災害の危険性が高まった場合に、想定区域の皆さまが速やかに

避難できるように「栄区避難場所マップ（風水害編）」を作成している。 

②今回、内容を更新して、全戸に配布する（９月予定）。 

 《主な更新内容》 

 ・内水ハザードマップを想定最大規模降雨量153㎜/hに対応するものに改訂 

 ・避難場所について、気象特別警報発令時の避難場所を記載 

 ・災害対策基本法改正に伴う警戒レベル（避難情報）の名称変更 

 

 

 

10 今後のセーフコミュニティ推進事業の進め方につい

て 

区政推進課 － 地区定例会 

出席者 

【永松(ながまつ)区政推進課長から報告】 

①７月14日（水）に開催されたセーフコミュニティ推進協議会において、今後の

セーフコミュニティ推進事業の進め方について決定した。 

《今後の進め方》 

・今後は再々認証取得を目指さず、これまでのセーフコミュニティ推進事業の

成果を大切にしながら、より発展的な形になるよう進めていく。 

②具体的な内容や事業形態については、令和３～４年度にかけて、推進協議会や

分科会の皆様を中心とした関係者に御意見をうかがいながら検討する。 
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11 令和３年度栄区みんなが主役のまちづくり協働推進

事業補助金 ２次募集について（ご案内） 

区政推進課 自治会・

町内会長 

－ 

【永松(ながまつ)区政推進課長から情報提供】 

・栄区みんなが主役のまちづくり協働推進事業補助金（４月区連会にて案内）に

ついて２次募集の受付を行う。 

 《補助制度の概要》 

①対象事業 区民が団体・グループを構成して行う主体的な活動 

②補助率 事業費の３分の２ 

③上限額 ベーシックコース５万円、サロン・居場所づくりコース２万円 

④募集期限 ８月31日 

 

 

12 「栄区地産地消キャンペーン」について（ご案内） 区政推進課 自治会・

町内会長 

－ 

【永松(ながまつ)区政推進課長から情報提供】 

・さかえの食と農を育む実行委員会において、栄区産の農産物・栄区産の農産物

を使用した食品を、栄区内で購入した方に抽選でタッチーくんグッズをプレゼ

ントする「栄区地産地消キャンペーン」を行う。 

 《キャンペーンの概要》 

 ①期間 ８月１日～令和４年１月31日 

 ②賞品 Ａ賞（野菜鮮度保持袋、保冷温バッグ、ミニタオルのセット）ほか 

 

 

13 バス停留所上屋設置補助事業について 区政推進課 － － 

【永松(ながまつ)区政推進課長から情報提供】 

・平成27年度まで実施したバス停留所上屋設置補助事業について、利用者の範囲

が広域的なバス停留所を想定した上屋設置補助を実施する（１か所予定）。 

 《補助制度の概要》 

 ①要件 複数連合町内会の連名による要望であること、など 

 ②応募期限 ８月31日 

 

 

14 横浜ＩＲ（統合型リゾート）について（情報提供） 都市整備局 

IR推進課 

－ － 

【永松(ながまつ)区政推進課長から情報提供】 

・横浜ＩＲを考える有識者対談を横浜市公式YouTubeチャンネルで配信する。 

《配信内容》ギャンブル等依存症を考える（前編） 

 

 

15 「地域づくり大学校」修了生の活動事例の発信につ

いて（情報提供） 

市民局 

地域活動支援課 

自治会・

町内会長 

－ 

【永松(ながまつ)区政推進課長から報告】 

・６月30日に「地域づくり大学校」修了生の活動事例を横浜市ホームページ 

で発信した。 
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16 横浜市内の新型コロナ陽性患者の発生状況等につい

て 

福祉保健課 － 地区定例会 

出席者 

【角田(つのだ)福祉保健課長から報告】 

①栄区内の新型コロナ陽性患者はゴールデンウィーク後減少傾向だったが、７月に

入り再び増加している。最新の状況はホームページ等で確認してほしい。 

②引き続き、基本的な感染予防対策（マスク着用、人との距離確保、こまめな消

毒・換気など）をお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17 地域包括支援センター担当圏域の変更について 福祉保健課 自治会・

町内会長 

－ 

【角田(つのだ)福祉保健課長から情報提供】 

①本年 12 月１日の「横浜市本郷台駅前地域ケアプラザ」開所に伴い、地域包括支援

センター担当圏域※を変更する。 
※担当圏域 福祉保健（介護保険サービス等）について地域包括支援センターが相談・支援を行う

範囲 

《栄区内地域包括支援センター担当圏域（変更箇所のみ） 新旧対照表》 

地域包括 
支援センター 

担当圏域 

旧（～令和３年 11 月 30 日） 新（令和３年 12 月１日～） 

横浜市桂台 
地域ケアプラザ 

公田町、桂台北、桂台中、桂台西
一～二丁目、桂台東、桂台南一～
二丁目 

公田町の一部 （公田町団地自治
会、桂台自治会、グリーンテラス
本郷台自治会）、桂台北、桂台
中、桂台西一～二丁目、桂台東、
桂台南一～二丁目 

横浜市小菅ケ谷 
地域ケアプラザ 

小菅ケ谷一～四丁目、小菅ケ谷
町、小山台一～二丁目、柏陽、桂
町、鍛冶ケ谷町（中野町隣接を除
く） 

小菅ケ谷一丁目 １～３番 、小菅ケ
谷二丁目 １～11 番 、小菅ケ谷三
～四丁目、小山台一～二丁目、柏
陽、鍛冶ケ谷町（中野町隣接を除
く）、小菅ケ谷町 （鍛冶ケ谷町隣
接） 

横浜市本郷台駅前 
地域ケアプラザ 

なし 

桂町、公田町の一部（公田町団地
自治会、桂台自治会、グリーンテ
ラス本郷台自治会を除く）、小菅
ケ谷一丁目４～31 番、小菅ケ谷二
丁目 12～44 番、小菅ケ谷町（小菅
ケ谷二丁目隣接） 

※ 下線部分は、変更となった点を示しています。 

 ※ 上記の担当圏域は、「町名・番地」及び「自治会・町内会のエリア」で表しています。 

②９月の横浜市地域包括支援センター運営協議会で承認いただき、11 月に地域包括

支援センター設置の告示を行う。 

 

 

【主な質問・意見の一部の紹介】 

・地域でのサロンについて開催の判断基準を示してほしい。 

 ⇒（回答）区主催イベントの中止にも明確な基準はない。区イベントの実施状況などを

参考にするのは一つの方法と思う。 

・地域でのサロンについてコロナ禍でも開催できるよう工夫することが重要。 

 ⇒（回答）開催するための対策・工夫については相談してほしい。 

・区別の発生状況は発生者数だけでなく、人口に対する発生者数（％）も示すべき。 

 ⇒（回答）示し方について検討する。 
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18 敬老お祝いカードの納品について（報告） 高齢・障害支援

課 

－ － 

【小田(おだ)高齢・障害支援課長から報告】 

・３月に実施したアンケートをもとに、各自治会・町内会の皆様に敬老お祝いカード

を納品する。 

 

 

19 東京2020オリンピック・パラリンピック「横浜版ウ

ェルカムガイドブック」の発行について（情報提供) 

市民局ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ

ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進課 

自治会・

町内会長 

－ 

【近堂(こんどう)地域振興課長から情報提供】 

①７月23日から、東京2020オリンピックが開幕し、横浜では野球・ソフトボール、

サッカー競技が開催される。 

②横浜市ゆかりの選手等を掲載した「横浜版ウェルカムガイドブック」を自治会・

町内会に１部送付する。 

 

 

20 秋の全国交通安全運動について 地域振興課 － 地区定例会 

出席者 

【近堂(こんどう)地域振興課長から情報提供】 

・令和３年度「秋の全国交通安全運動」を９月21日～９月30日で実施する。 

 

 

 

【区連会審議案件】 なし 

 

【区連会事務局からの依頼・連絡・報告】 

（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

事項 
No. 配布物名 団体名 

掲 

示 

１ 令和３年度栄区みんなが主役のまちづくり協働推進事業

補助金 ２次募集について    【再掲・資料No.11】 

区政推進課 

２ 「ミニ・キエーロ」説明会のお知らせ 地域振興課資源化推

進担当 

３ 笠間地域ケアプラザ共催親子ヨガちらし 

※ 笠間連合・金井町内会・田谷町内会・長尾台町内会

にのみ配布 

栄区地域子育て支援

拠点にこりんく 

４ 「横浜子育てサポートシステム出張入会説明会in中野地

域ケアプラザ」ちらし 

※ 本郷第三連合にのみ配布 

横浜子育てサポート

システム栄区支部 

５ 「横浜子育てサポートシステム出張入会説明会in豊田地

域ケアプラザ」ちらし 

※ 豊田連合にのみ配布 

横浜子育てサポート

システム栄区支部 
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掲 

示 

６ 「横浜子育てサポートシステム出張入会説明会in小菅ケ

谷地域ケアプラザ」ちらし 

※ 小菅ヶ谷連合にのみ配布 

横浜子育てサポート

システム栄区支部 

７ 桂山プレイパーク開催ちらし 

※ 本郷中央連合・本郷第三連合・上郷東連合・上郷西

連合にのみ配布 

桂山プレイパークの

会 

８ 「生なるアート展」ポスター あーすぷらざ 

回 

覧 

９ 更生バザー中止のお知らせ 栄区社会福祉協議会 

10 「栄保護司会だより」 栄区社会福祉協議会 

11 「ぷらっと通信（８・９月合併号）」 さかえ区民活動センター 

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・上郷東連合にのみ配布 

上郷矢沢コミュニテ

ィハウス 

13 野七里地域ケアプラザ「ほっこりだより」 

※ 上郷西連合・上郷東連合にのみ配布 

野七里地域ケアプラザ 

14 栄公会堂出張教室９～10月開講の参加者募集について 横浜市栄公会堂 

15 栄区民文化センターリリス 催し物案内 栄区民文化センター

リリス 

16 あーすぷらざ イベントスケジュール（８月） あーすぷらざ 

全
戸
配
布 

17 赤い羽根共同募金「さかえ区だより」【再掲・資料No.4】 

※ 栄区社会福祉協議会から区連会資料とは別便で送

付します。 

栄区社会福祉協議会 

 

（２）自治会・町内会長宛て配布物について（資料なし） 

議題にはありませんが、各自治会・町内会長宛てに次の資料を配送します。 

No. 配布物名 団体名 

18 栄区緊急時情報伝達システム登録の更新期間延長につい

て（再依頼・５月区連会依頼済み） 

※ 未登録の自治会・町内会のみ配布 

総務課 

19 栄区社会福祉協議会令和２年度事業報告・決算、令和３

年度事業計画・予算 

栄区社会福祉協議会 

 

２ その他 

（１）各地区定例会の日程について 

豊 田 地 区 ３１日（土） ９時３０分 会議会場（オンライン開催） 

笠 間 地 区 ３１日（土） １０時００分 会議会場（笠間田立会館） 

小菅ケ谷地区 ２５日（日） １０時００分 会議会場（小菅ヶ谷公園スポーツ広場球技棟） 

本郷中央地区 ２４日（土） １３時００分 会議会場（本郷地区センター） 

本郷第三地区 ３１日（土） １３時３０分 会議会場（本郷小学校コミュニティハウス） 

上郷西地 区 ７ 月 休 会  

 次回８月２２日（日） １０時００分 会議会場（連合犬山会館） 

上郷東地 区 ２５日（日） １０時００分 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３年９月21日（火） 13時30分～14時30分 

場 所   栄区役所 新館４階８・９号会議室 


