栄区連合町内会令和３年10月定例会報告
日時
場所

令和３年10月20日（水）13時30分～14時30分
栄区役所新館４階８・９号会議室

１ 区連会10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

(資料)
No.

太枠は市連会提出案件

※２

議

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

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】
①６月中の刑法犯認知件数について栄区内では21件、９月末までの累計では238件
となり、前年と比べ55件の減少となった。
②特殊詐欺は栄区内認知件数32件、被害金額は3,899万円と増加傾向にある。還付
金詐欺やオレオレ詐欺が主流となっている。手口を知り、町内での注意喚起を
お願いしたい。

２

栄区内の火災・救急状況（報告）

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９月の火災発生件数は０件で、９月末までの累計は９件、前年比２件
増加した。
②９月の救急件数は546件で、９月末までの累計は4,739件、前年比209件増加し
た。
③11月９日から秋の火災予防運動を実施する。駅前での広報等を実施予定。
３

消防職員と民生委員による防災訪問の実施について
栄消防署
自治会・ －
（情報提供）
町内会長
【栗原(くりはら)栄消防副署長から情報提供】
・消防職員が民生委員と同行し高齢者世帯を訪問し防火診断等を行う、防火訪問
を実施する。
《実施概要》
・実施期間 令和３年11月１日～令和４年３月31日
・原則75歳以上の高齢者世帯で、民生委員の事前訪問で承諾のあった世帯を訪
問。
・消防職員と民生委員が訪問し、玄関先で住宅防火診断を実施。
【質問・意見の一部の紹介】
・火災警報器の点検や交換もしてもらえるのか。
⇒（回答）対象者から室内へ入る承諾があれば消防職員が火災警報器の確認や取付等の
協力を行う。
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４

横浜みどりアップ計画[2019-2023] 2020年度実績
概要版リーフレット作成のご報告について（報告）

環境創造局
自治会・ －
みどりアップ推進課 町内会長
財政局税務課
【関口(せきぐち)環境創造局緑地保全推進課長から報告】
・平成21年度から推進している横浜みどりアップ計画について2020年度の取組の
成果を報告書にまとめたので報告する。
・2020年度実績概要版リーフレットについて回覧は見合わせ、各自治会・町内会長
宛て送付する。
【質問・意見の一部の紹介】
・横浜環状南線の整備にあわせて、桜並木、緑に親しめる場づくりを進めている。計画の
対象になるか、前向きに検討してほしい。
⇒（回答）関係部署と調整し、情報交換させていただきたい。

５

年末年始のごみと資源物の収集日程について（協力
依頼）

資源循環局
栄事務所

－

－

【池田(いけだ) 資源循環局栄事務所長から依頼】
①今年度の年末年始のごみと資源物の収集について、12月31日（金）から１月３
日（月）まで収集をお休みする。また、燃やすごみの収集日が「月・金曜日」
の地域については臨時収集日を12月29日（水）、１月５日（水）に設ける。
②11月下旬に自治会町内会掲示板へのちらし掲載を依頼するほか、12月に各集積
場所に収集日程表を貼付する。
６

新型コロナウイルスワクチン集団接種会場について
（情報提供）

健康福祉局
自治会・ －
健康安全課
町内会長
ﾜｸﾁﾝ接種調整等担当
【中村(なかむら)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情報提供】
①新型コロナウイルスワクチン集団接種会場について、11月からは２回接種でき
る会場は戸塚区など５会場とする。栄区会場は10月31日に終了する。
②集団接種について、当日予約の開始等希望者が接種できるよう進めていく。
【質問・意見の一部の紹介】
・個別接種は今後どうなるのか。栄区は個別接種で接種率があがったと考えている。区の
状況にあわせて体制を検討してほしい。
⇒（回答）個別接種も市内400か所程度に縮小する。接種会場についてはこれまでの反
省も行い、安心して接種を受けられる体制をつくっていく。
・集団接種会場がなくなる13区の今後について、区内個別接種可能医療機関の広報など、
さらに接種率を向上させるよう努めてほしい。
⇒（回答）承知した。
・現在接種率は市内約７割とのことだが、会場縮小するのは目標達成したという認識か。
⇒（回答）横浜市は希望する方すべてに接種を受けられる体制を整えている。国からの
ワクチンの供給が縮小するため、集団接種会場の縮小をする。栄区民の皆様にはご迷
惑をおかけするが、供給量を踏まえると縮小せざるをえない。
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７

令和３年度栄区民意識調査の実施について（情報提
区政推進課
供）
【永松(ながまつ)区政推進課長から情報提供】
・２年おきに実施している区民意識調査を実施する。
《調査の概要》
・調査対象 区内居住20歳以上の方3,000人
・調査票を11月中旬に発送、回答期限は12月上旬。
・設問数は36問（多文化共生、広報等に調査項目を追加により増）

－

－

８

横浜市内の新型コロナ陽性患者の発生状況等につい
福祉保健課
自治会・ －
て（報告）
町内会長
【角田(つのだ)福祉保健課長から報告】
①栄区における新型コロナウイルス陽性患者は７月から増加、８月下旬には10万
人あたり100人を超えたが、９月については大きく減少している。
②年代別にみると60歳以上の占める割合は、今年１月には３割程度占めていたと
ころ、ワクチン接種開始後減少し、７月以降は１割程度にとどまっている。

９

第４期さかえ・つながるプラン（栄区地域福祉保健
福祉保健課
－
地区定例会
計画）の策定について（報告）
出席者
【角田(つのだ)福祉保健課長から報告】
①第４期さかえ・つながるプランを10月に策定した。11月の各地区定例会にて計
画冊子・概要版リーフレットを配布する。
②素案に対する区民意見募集結果について意見総数は13件であった。ご協力あり
がとうございました。
③「さかえ・つながるフォーラム」については地区の活動状況等を栄区ウェブペ
ージに掲載する。（11月末を予定）
【質問・意見の一部の紹介】
・第４期開始にあたり前期の反省、目標の達成状況を踏まえているのか。
⇒（回答）計画冊子には各地区で行った振り返りを掲載している。
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民生委員による「地域で見守り」推進事業のお知ら
福祉保健課
自治会・ －
せ及び「さかえ民児協だより（第16号）」の周知に
町内会長
ついて（協力依頼）
【角田(つのだ)福祉保健課長から依頼】
①11月から例年実施している「地域で見守り」推進事業を開始するため、ちらし
による周知に協力いただきたい。
②「さかえ民児協だより（第16号）」を作成した。民生委員児童委員等の活動の
周知に協力いただきたい。
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11

災害時要援護者支援の取組状況等に関するアンケー
ト調査について（協力依頼）

福祉保健課

自治会・
町内会長

－

【角田(つのだ)福祉保健課長から依頼】
・２年に１度実施している災害時要援護支援者の取組状況に関するアンケートに
ついて回答への協力をお願いしたい。
《アンケートの概要》
・回答方法 郵送又はメール
・提出期限 令和３年11月30日（火）
【質問・意見の一部の紹介】
・災害時要援護者支援の取組は自治会・町内会だけでなく地域防災拠点ごとにも行っ
ている。自治会・町内会だけのアンケートでは把握できない取組についても調査す
る必要があるのではないか。
⇒（回答）災害対応という意味では区は一体であるので、検討させていただきたい。
・取組を行う自治会・町内会は毎度同じ回答をすることになる。内容に変更はあるのか。
⇒（回答）実施ができていない自治会・町内会の課題等を把握し支援につなげるための
アンケートであるため、内容はほぼ同じ。
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栄区セーフコミュニティ高齢者安全対策分科会
ヒートショック啓発ポスター及び転倒予防体操動画
ちらしの掲示について（協力依頼）

高齢・障害支援
課

自治会・
町内会長

－

【小田(おだ) 高齢・障害支援課長から依頼】
①栄区セーフコミュニティ高齢者安全対策分科会でヒートショック対策の啓発を
進めている。掲示板へのポスター掲示をお願いしたい。
②あわせて栄区転倒予防体操動画ちらしについても掲示をお願いしたい。
【質問・意見の一部の紹介】
・転倒予防体操についてかつて行っていたような保健活動推進員を通じた指導も必要
ではないか。
⇒（回答）保健活動推進員にも案内をしている。動画を含め様々なチャンネルを活用し
普及を進めていきたい。

13

SAKAEヤングフェスティバル2022及び令和３年度中学
校対校駅伝大会の開催中止について（報告）

SAKAEﾔﾝｸﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
実行委員会事務局・
栄区中学校対校駅伝
大会実行委員会事務局
（地域振興課）

－

地区定例会
出席者

【近堂(こんどう)地域振興課長から報告】
・令和４年３月に予定していたSAKAEヤングフェスティバル2022及び令和３年度中
学校対校駅伝大会について、中止を決定した。

【区連会審議案件】

なし
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【区連会事務局からの依頼・連絡・報告】
（１）情報提供等
資料配布先
(資料)
議 題
No.
自治会・町内会長 地区定例会出席者
14 「自治会・町内会への加入促進グッズ（ちらし・クリアファ
自治会・町内会長
－
イル）」等の配布について（情報提供）
【近堂(こんどう)区連会事務局長から報告】
・自治会・町内会への加入促進グッズとして、新たに加入促進ちらし・クリアフ
ァイルを作成した。すでにご案内したウェットティッシュ・除菌アルコールス
プレーセットおよび回覧板とともに、転入者や未加入世帯へのPR等に活用いた
だきたい。（先着順、電話・FAXまたはEメールで事務局に連絡）
《配布物品》
・加入促進ちらし・クリアファイル２種（各25部を上限）
・ウェットティッシュ・除菌アルコールスプレーセット（30セットを上限）
・回覧板（班数を上限）

（２）自治会・町内会配布物について
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

団体名

掲
示

２
３

ヒートショック啓発ポスター
栄区転倒予防体操動画ちらし
栄区地産地消キャンペーンちらし
「さかえ消サポだより」No.73

４
５

令和３年度「障害者週間」ポスター
ロッキーだより

６
７

ひきこもりセミナーちらし
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
連合のみ配布
シンポジウム「共生社会と多様性を考える」ポスター

８
９
回
覧

配布物名
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11

高齢・障害支援課
【再掲・資料No.11】
区政推進課
栄区消費生活推進員
の会
栄区社会福祉協議会
さかえ区民活動支援
協会
南部ユースプラザ
桂山プレイパークの
会
あーすぷらざ

横浜市「地域で見守り」推進事業 実施のお知らせ
「さかえ民児協だより第16号」 【再掲・資料No.９】
「ぷらっと通信（11月号）」

福祉保健課

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

5

さかえ区民活動セン
ター

栄公会堂・スポーツセンター出張教室参加者募集ちらし

13
14

区内施設連携事業「折り紙教室」案内ちらし
栄区民文化センターリリス 催し物案内

15

あーすぷらざ イベントスケジュール（11月）

回

12
覧

横浜市栄公会堂・
栄スポーツセンター
横浜市栄公会堂
栄区民文化センター
リリス
あーすぷらざ

（３）自治会・町内会長宛て配布物について
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。
※なお、緊急に配布する資料があれば、追加してお送りする場合があります。

No.
16

配布物名
木下大サーカス湘南鎌倉公演のご案内

２ その他
（１）各地区定例会の日程について
豊 田 地 区
３０日（土）
笠 間 地 区
３０日（土）
小菅ケ谷地区 ２４日（日）
本郷中央地区 ２３日（土）
本郷第三地区 ３０日（土）
上郷西地区
11月６日（土）
上郷東地区
３１日（日）

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

団体名
木下大サーカス湘南
鎌倉公演事務局

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（小菅ヶ谷公園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（本郷富士見ヶ丘自治会館）
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
日 時
令和３年11月22日（月） 13時30分～14時30分
場 所
栄区役所 新館４階８・９号会議室
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