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栄区連合町内会令和３年11月定例会報告 
 
                   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 
 
 

１ 区連会11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○印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 第49回衆議院議員総選挙の結果表について（報告） 栄区選挙管理委

員会 

－ － 

【藤澤(ふじさわ)栄区選挙管理委員会書記長から報告】 

①10月31日に執行された衆議院議員総選挙について、地域の皆様の協力により適正

に執行できた。ご協力ありがとうございました。 

②投票率は60.25％（18区中２位）で、前回衆議院選挙比で3.67ポイント上昇した。 

 

 

２ 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】 

①10月中の刑法犯認知件数について栄区内では31件、10月末までの累計では269件

となり、前年と比べ58件の減少となった。 

②特殊詐欺は栄区内認知件数34件、被害金額は4,653万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。年末に向け増加が懸念されるため、

注意をお願いしたい。 

③高齢者が関係する交通事故が多発し、区内発生率は44.8％と非常に高くなってい

る。11月は日没が早くなることから、早めの前照灯の点灯で事故予防をお願いし

たい。 

 

 

３ 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】 

①栄区内の10月の火災発生件数は２件で、10月末までの累計は11件、前年比３件

増加した。 

②10月の救急件数は540件で、10月末までの累計は5,279件、前年比206件増加し

た。 

③寒さが本格化し、ストーブ等の暖房器具を使用する機会が増えることから、火災

予防に努めてほしい。 
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４ 令和４年栄区消防出初式の実施について（情報提

供） 

栄消防署 ○ － 

【栗原(くりはら)栄消防副署長から報告】 

・令和４年栄区消防出初式について、新型コロナウイルス感染拡大防止を踏ま

え、一部防災関係者及び代表者等に限定し、時間を短縮して実施する。 

《実施概要》 

・日時 令和４年１月８日（土）午前10時～11時 

・場所 神奈川県立地球市民かながわプラザ プラザホール 

・参加者 連合町内会、防災関係団体、議員団等、消防功労表彰被表彰者 

・今回もコロナ禍を踏まえ、消防署・消防団による総合演技は中止する 

・栄消防署ホームページにて栄区出初式特別動画の公開を予定 

 

 

５ 中型自動運転バスによる実証実験結果のご報告（報

告） 

神奈川中央交通

株式会社 

○ － 

【富永(とみなが)神奈川中央交通株式会社運輸計画部自動運転推進担当係長から報

告】 

①経済産業省・国土交通省が行う「中型自動運転バスによる実証評価」事業者とし

て、自動運転バスの実用化に向けた実証実験を実施した。 

《実施概要》 

・日時 令和３年２月１日（月）～３月５日（金） 

・運行ルート 桂山公園～庄戸～上郷ネオポリス～桂山公園（約６km） 

・運行本数 102便 

・緊急事態宣言中であったため、走行面での検証に特化したかたちで実施 

②実験結果として、難しい走行環境にもかかわらず走行距離の９割以上を自動走行。 

③今後も神奈川中央交通株式会社として自動運転バスの実用化に向けて取り組んで

いくので、地域の皆様の協力をお願いしたい。 

 

 

 

６ 令和３年度「赤い羽根共同募金」募金実績中間報告

について（報告） 

栄区社会福祉協

議会 

－ － 

【大竹(おおたけ)栄区社会福祉協議会事務局次長から報告】 

・令和３年度「赤い羽根共同募金」募金実績について、11月10日時点で、個別募金が

5,412,255円、合計は5,722,350円となっている。引き続きの協力をお願いしたい。 

 

 

 

 

 

【質問・意見の一部の紹介】 

・今後、実証実験の予定はあるか。本格運用はいつぐらいか。 

 ⇒（回答）今後の計画については現時点でお話しできることはない。国のプロジェクト

によるものであり、公募に選定されれば引き続きかかわっていきたい。将来の実施予

定は国ロードマップによれば道路環境での実現は2026年以降とのこと。 
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７ 「第１回栄区フードパントリー」周知チラシの掲示

について（協力依頼） 

栄区社会福祉協

議会 

○ － 

【大竹(おおたけ)栄区社会福祉協議会事務局次長から依頼】 

①栄区社会福祉協議会では７地区社会福祉協議会と共催で「栄区フードパントリー」

を開催する。食料や日用品を無料でお渡しするので、新型コロナウイルス感染症の

影響を受けてお困りの方、子育て中の方、学生さんなど、お気軽にご参加ください。 

《実施概要》 

・日時 令和３年12月18日（土）午前10時～12時 

・会場 栄区社会福祉保健活動拠点（栄区社会福祉協議会） 

②開催にあたり、ちらしの掲示と周知への協力をお願いしたい。 

 

 

８ 委託事業者による漏水調査についての御協力のお願

い（情報提供） 

水道局配水課 ○ － 

【野地(のじ)水道局配水課漏水管理係長から情報提供】 

①栄区全域で委託事業者による漏水調査を実施する。 

《調査概要》 

・調査期間 令和３年12月上旬から令和４年２月下旬までの平日 

・調査時間 午前８時45分から午後５時15分まで 

・委託事業者 一般社団法人 横浜市水友会 

 ※漏水調査員は所定の作業服を着用し、委託事業者であることが背中に記載

されているほか、水道局の身分証明書、バッジを着用 

・調査方法 路面音聴調査、戸別音聴調査による 

②調査により漏水が発見された場合、該当するお客様には直接説明を行う。 

③区内でも水道局と偽る訪問が発生していることから、不審者には十分に気を付けて

ほしい。 

 

９ マイナンバーカード出張申請サポートの実施につい

て（情報提供） 

戸籍課 － ○ 

【齋藤(さいとう)戸籍課長から情報提供】 

・市民局が、イトーヨーカドー桂台店にマイナンバーカードの出張申請サポートブー

スを設置する。 

《実施概要》 

・実施場所 イトーヨーカドー桂台店２階 

・実施日 令和３年11月26日～28日、12月24日～28日 

・受付時間 平日10時45分～18時15分、土日祝９時15分～16時45分 

・内容 マイナンバーカード申請書記入のお手伝い、顔写真の撮影、送付用封

筒のお渡し（郵送料無料） 

※受取は上大岡マイナンバーカード特設センターまたは栄区役所戸籍課 

※マイナンバーカードを初めて申請する方が対象 

 

 

 

 

 

 

【質問・意見の一部の紹介】 

・今後、出張サポートを実施する予定はあるか。 

 ⇒（回答）市民局は市内多くの場所で出張申請サポートを実施する意向がある。栄区と

して次年度以降も他の場所も含めて調整している。 
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10 「栄区節電チャレンジセブン」の取組について（情

報提供） 

区政推進課 － ○ 

【永松(ながまつ)区政推進課長から情報提供】 

・昨年、一昨年と行ってきた節電チャレンジを、今年度は方法を変えて実施する。

12月～令和４年１月の２か月間、20の節電チャレンジ項目のうち７つ以上に取り

組んだ家庭に抽選でタッチーくんグッズをプレゼントする。

《実施概要》

・応募方法 チャレンジした項目（７つ以上）のほか記載事項を記載し、ホー

ムページまたは郵送で応募

・応募締切 令和４年２月７日

・賞品 ミニブランケット（100世帯）、保冷温バッグ（100世帯）、ミニタオ

ル（Ｗチャンス、200世帯）

11 栄公会堂及び栄スポーツセンターの天井工事に伴う

敷地内通行止めについて（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】 

①栄公会堂及び栄スポーツセンターの天井改修工事に伴い、令和４年１月頃から

区役所入口側から環状４号線側までの施設敷地内通路が通行止めとなる。

②１月定例会において、工事スケジュールと合わせて詳細をお知らせする。

12 第28期青少年指導員候補者の推薦について（協力依

頼） 

地域振興課 ○ － 

【近堂(こんどう)地域振興課長から依頼】 

・第28期青少年指導員（令和４・５年度）候補者の推薦をお願いしたい。

《推薦概要》

・任期 令和４年４月１日から令和６年３月31日

・推薦書提出期限 令和４年２月４日（金）

13 年末の交通事故防止運動および飲酒運転根絶強化月

間について（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】 

・令和３年度「年末の交通事故防止運動」を12月11日～12月20日で実施する。また、

令和３年度「飲酒運転根絶強化月間」を12月１日～12月31日で実施する。

【質問・意見の一部の紹介】 

・方法を変更したが、節電効果は見込めるのか。

⇒（回答）節電チャレンジ項目を通じて、節電効果がある取組を知ってもらう意識醸成

もねらいであるため、前年度よりもハードルを低くしている。 

【質問・意見の一部の紹介】 

・高齢化率が高く、年齢要件（原則18歳以上65歳未満）を満たす候補者を探すのは困難。 

⇒（回答）年齢要件は市一律で地域の実情をとらえきれておらず、申し訳ない。要件に

ついては原則であるため、区に事前相談の上、推薦いただければかまわない。 
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14 令和３年度 自治会町内会長永年在職者表彰につい

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】 

・例年行っている自治会町内会長永年在職者表彰式典について、新型コロナウイルス

感染拡大防止の観点から内容を変更して実施する。 

 在職10年、15年表彰の皆様については、各区自治会町内会長感謝会において表彰式

を実施し、区長より表彰状をお渡しする。 

 

15 令和３年度 栄区自治会・町内会長感謝会の開催方

法について（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】 

・例年行っている栄区自治会・町内会長感謝会について、新型コロナウイルスの影響

が続き、集団での飲食等を控えるべき現状に鑑み、永年在職表彰式のみ実施する。 

 《実施概要》 

・日時 令和４年３月14日（月）午後２時から午後２時45分まで 

・会場 栄区役所 新館４階 ８・９号会議室 

・出席者 永年在職被表彰者及び各地区連合町内会長 

・永年在職被表彰者 

表彰区分 自治会・町内会 お名前 

市長表彰 

（在職15年） 

小菅ヶ谷連合町内会自治会 田中 健次 会長 

富士見台自治会 浅沼 伴自 会長 

飯島団地自治会 中村 久和 会長 

上之町内会 新保 孝雄 会長 

市長表彰 

（在職10年） 

エコヒルズ横浜自治会 井尾 博文 会長 

笠間福住町内会 福岡 雅和 会長 

市営小菅ヶ谷住宅自治会 岩﨑 博子 会長 

公田町団地自治会 佐藤 美知子 会長 

桂公田町会 原 恒雄 会長 

若竹町内会 綿引 一男 会長 

  ※出席者の皆様への御案内状は、１月の発送を予定 

 

 

 

【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）情報提供等 
 

(資料) 

No. 
議 題 

資料配布先 

自治会・町内会長 地区定例会出席者 

16 令和３年度栄区連合町内会後援行事について（報告） － － 

【近堂(こんどう)栄区連合町内会事務局長から報告】 

・栄区連合町内会は、11月までに２件の行事に対して後援を行った。 
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（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

事項 
No. 配布物名 団体名 

掲 

示 

１ 「第１回栄区フードパントリー」周知チラシ 

【再掲・資料No.7】 

栄区社会福祉協議会 

２ 年末年始のごみと資源物の収集日程 資源循環局栄事務所 

３ 令和４年度採用スタッフ募集 さかえ区民活動支援

協会 

４ 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 

桂山プレイパークの

会 

５ あーすぷらざ貸出施設案内 あーすぷらざ 

回 

覧 

６ 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 

野七里地域ケアプラザ 

７ 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 

８ あーすぷらざ イベントスケジュール（12月） あーすぷらざ 
 
 

（３）各地区連合定例会宛て配布物について 

議題にはありませんが、各地区連合定例会宛てに次の資料を配送します。 

No. 配布物名 団体名 

９ 栄区版地域ケアプラザ紹介 福祉保健課 

 

 

２ その他 

（１）各地区定例会の日程について 

豊 田 地 区 ２７日（土） ９時３０分 会議会場（豊田地区センター） 

笠 間 地 区 ２７日（土） １０時００分 会議会場（笠間田立会館） 

小菅ケ谷地区 ２８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 12月４日（土） １３時００分 会議会場（SAKAESTA） 

本郷第三地区 ２７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 ２８日（日） １０時００分 会議会場（連合犬山会館） 

上郷東地 区 ２８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 

日 時  令和４年１月20日（木） 

 13時30分～14時30分（当初の御案内から変更になります） 

     ※今年度の新年懇談会は実施見送りとなりました。 

場 所   栄区役所 新館４階８・９号会議室 


