栄区連合町内会令和４年１月定例会報告
日時
場所

令和４年１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

１ 区連会１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○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】
①12月中の刑法犯認知件数について栄区内では82件、12月末までの累計では385件
となり、前年と比べ12件の増加となった。増加は知能犯、特に詐欺件数の増加に
よるもの。
②特殊詐欺は栄区内認知件数44件、被害金額は5,769万円で、前年と比べ10件の増加
となった。オレオレ詐欺と還付金詐欺がとりわけ増加していることから、引き続
き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ている。早朝の事故が多いので、注意してほ
しい。

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12月の火災発生件数は３件で、令和３年累計では16件となり、前年に比
べ４件増加となった。
②12月の救急件数は588件で、令和３年累計では6,279件となり、前年に比べ209件
増加となった。
③住宅火災での逃げ遅れを防ぐため、住宅用火災警報器の設置・点検をお願いした
い。

４

令和４年栄区消防出初式の実施結果について（報
栄消防署
○
－
告）
【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した。実施に協力い
ただいた関係者の皆様に心より御礼申し上げます。
《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111名 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
・栄消防署ホームページにて栄区出初式特別動画を公開している。
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４

「戸塚税務署からのお知らせ」回覧のお願い（協力
戸塚税務署
○
－
依頼）
【仙葉(せんば)戸塚税務署連絡調整官から依頼】
・確定申告についての情報を区民の皆様に広く知っていただくことを目的に、「戸塚
税務署からのお知らせ」を作成したため、自治会・町内会での回覧をお願いした
い。
《お知らせの内容》
・e-Taxを利用し、自宅から確定申告が可能。令和３年度からスマートフォンで
申告できる対象範囲が拡大。またカメラ機能を用いて源泉徴収票を撮影するこ
とで、自動入力が可能。
・申告書作成会場を１月24日（月）から３月15日（日）と前倒しで開設。混雑回
避のため入場整理券を配布する。

５

「第２回栄区フードパントリー」周知チラシの掲示
栄区社会福祉協
○
－
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長から依頼】
①12月18日に開催した「第１回栄区フードパントリー」に好評の声も多く（81組参加）、
「第２回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４年２月19日（土）午前10時30分～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前回のフードパントリーでは、掲示板を見て参加した方が多かったことから、今回
もちらしの掲示と周知への協力をお願いしたい。

６

「第23回ようこそ・であい広場」周知チラシの掲示
栄区社会福祉協
○
－
について（協力依頼）【中止】
議会
「第23回ようこそ・であい広場」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。

７

各種会費・募金のゆうちょ銀行を利用した現金での
栄区社会福祉協
○
－
払込みに係る加算料金について（情報提供）
議会
【室井(むろい)栄区社会福祉協議会事務局長から情報提供】
①令和４年１月17日（月）から、ゆうちょ銀行で現金で払い込む場合に手数料がかか
るようになった。
《手数料の詳細》
・払込料金の加算 窓口やATMにおいて現金で払い込む場合１件110円加算
・硬貨取扱料金 窓口に硬貨を持ち込む場合、枚数に応じた料金がかかる
②各種会費・募金の払込み等にかかる手数料の取扱いについては、今後、社会福祉協
議会総会にて説明を行う。
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８

「さかえ区社協だより第55号」の全戸配布について
栄区社会福祉協
○
－
（協力依頼）
議会
【室井(むろい)栄区社会福祉協議会事務局長から依頼】
・「さかえ区社協だより第55号」を発行にあたり、全戸への配布をお願いしたい。１
月下旬に配送業者から各自治会町内会広報配布責任者様宛に直接送付する。

９

「はまっ子どうし The Water」事業終了について
水道局公民連携
○
－
（情報提供）
推進課
【澤井(さわい)水道局事業推進部担当課長から情報提供】
・環境問題への社会的関心を受けてペットボトルで水源林保全の大切さをPRすること
が時代にそぐわないこと等により、「はまっ子どうし The Water」事業を終了する
こととした。在庫分終了までは引き続き販売する。

10

内港地区の将来像と山下ふ頭の再開発に係る意見募
港湾局山下ふ頭
○
－
集への協力について（情報提供）
再開発調整課
【氏家(うじいえ) 港湾局山下ふ頭再開発調整課担当課長から情報提供】
・令和３年12月23日から、内港地区の将来像と山下ふ頭の再開発に係る意見募集を実
施しているので、応募の協力をお願いしたい。
《意見募集概要》
・ベイブリッジ内側の「内港地区の将来像の検討」と「山下ふ頭再開発の新たな
事業計画策定」に向けて実施。
・募集期間 令和３年12月23日～令和４年６月30日
・応募方法 リーフレット付属はがき、インターネット入力フォーム
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新型コロナウイルスワクチンの３回目接種について
（情報提供）

健康福祉局
○
－
健康安全課
ﾜｸﾁﾝ接種調整等担当
【植村(うえむら) 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高齢者施設入所者以外の高齢者（65歳以上）の３回目接種について２回目接種から
６か月以上に前倒しをして接種可能とすることとした（１月20日に決定）。
これを受けて１月28日、30日には接種券を発送開始予定、２月21日には対象の高齢
者ほぼすべてに発送を予定。
②個別接種については、接種実施医療機関として区内34か所を予定している（市予約
システム対応26か所、直接病院で予約８か所）。対象となる医療機関はHPのほか、個
別通知に医療機関一覧を同封する。２月７日からは区役所・区内郵便局（９か所）で
の予約代行、市内携帯ショップでのインターネット予約の手伝いを開始する。
③集団接種会場については区内も検討したが、接種会場として条件に合う会場が見つ
からず区内に配置できなかった。お近くの医療機関での接種や、集団接種会場であ
れば他区会場でも接種可能であるため、沿線の接種会場等を利用いただきたい。
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【質問・意見の一部の紹介】
・前回ファイザー社製ワクチンを接種した人がモデルナ社製ワクチンを接種することは問
題ないか。
⇒（回答）厚生労働省から問題ないと確認している。
・かかりつけ医が接種実施医療機関であれば、かかりつけ医で接種するよう広報してよい
か。
⇒（回答）かかりつけ医で接種することが望ましい。そうしていただけると助かる。
・かかりつけ医で接種を希望すれば接種できるのか。
⇒（回答）予約方法は医院ごとに対応が異なるため、個別に確認いただき、医院が指示
する予約方法でお願いいただきたい。
・かかりつけ医から予約サイトでしか受け付けないと言われたら、区内に集団接種会場も
ない中では、近隣で受けられなくなりかねない。かかりつけ医に直接接種を希望すれば
接種を受けられる体制をとれないのか。
⇒（回答）医療機関によって対応が異なるため、状況による。
・感染が急拡大している中では、早いうちにワクチンを打てるよう万全を期すべき。区内
でも旧庄戸中など集団接種会場になりうる場所を幅広く考え、体制を整えるべき。
・意見をしっかりと局に伝えていただきたい。個別接種の拡大やかかりつけ医に通院者の
枠を設けるよう対応を求める等、ソフト面での対応の検討をお願いしたい。また、集団
接種会場の場所の確保については区も協力をするので再度検討いただきたい。（区長）

※自治会・町内会長向け配送資料には、１月20日記者発表資料「ワクチン３回目接種
のさらなる前倒しについて」を追加資料として送付しています。
なお、広報よこはま２月号に掲載される接種券配送スケジュールは「さらなる前倒
し」前のスケジュールが掲載されているため、ご留意ください。

12

マイナンバーカード申請支援実施報告について（報
戸籍課
－
○
告）
【齋藤(さいとう)戸籍課長から情報提供】
①令和３年11月、12月に設置したイトーヨーカドー桂台店でのマイナンバーカード出
張申請サポートによる申請数は８日合計434件、１日平均54件と効果があった。
②引き続き１月、２月も開催するとともに、区内他所での実施も調整中。
《実施概要》
・実施場所 イトーヨーカドー桂台店
・実施日 令和４年１月28日～31日、２月26日～27日
・受付時間 平日10時45分～18時45分、土日祝９時15分～16時45分
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13

全国瞬時警報システム全国一斉情報伝達試験の実施
総務課
○
－
について（情報提供）
【伏見(ふしみ)総務課長から情報提供】
・全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を用いて、試験情報の受信及びスピーカー等
の起動を確認する情報伝達試験を実施する。区内に設置されたスピーカーよりチャ
イムや試験放送メッセージが流れるので、ご承知おきいただきたい。
《実施概要》
・実施日時 令和４年２月16日（水）11時頃
・実施するスピーカー 総務局が設置し、すでに運用中のスピーカー（８か所）
及び栄区が柏尾川・いたち川周辺に設置する水害対策用スピーカー（６か所）
【質問・意見の一部の紹介】
・先日深夜、津波注意報で携帯電話が鳴り続けた。この前の緊急情報メールとJアラート
は同じか。違うとすれば災害時に両方鳴ることがありうるか。
⇒（回答）緊急情報メールとJアラートは似て非なるもの。災害時は多くの人に災害情
報を伝えられるよう様々な方法で発信しているため、両方鳴ることはありうる。
・Jアラートは山がちな地域では聞こえづらい。携帯電話の活用など聞こえづらい地域も
含めて災害時の情報伝達を考えてほしい。
⇒（回答）携帯電話で防災情報Eメールやアプリなどで緊急情報を受信できる。区とし
て広報を進める。

14

本郷台駅前広場の「里帰りの桜」の復元について
区政推進課
－
－
（情報提供）
【永松(ながまつ)区政推進課長から情報提供】
①令和元年９月の台風15号により、幹が根元から折れてしまった「里帰りの桜」を、接
木により復元する。
②２月１日から土の入れ替え等を行い、21日に再植樹を予定している。
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空家相談会の実施について（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】
・特に戸建て住宅地において、管理不全空家が主な地域課題となっていることから、
住まいを確実に次世代に引き継ぎ又は流通させ、空家の発生を未然に防ぐため、建
築局及び栄区内地域ケアプラザと連携し、栄区独自の空家相談会を実施する。
《実施概要》
・日時・場所 令和４年３月６日（日）、SAKAESTA
・午前の部（10:30～12:00） セミナー
対象 自治会・町内会関係者（各連合３名程度）及び地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ職員
・午後の部（13:00～16:00） 専門家による個別相談会（事前申込制）
対象 地域ケアプラザを利用されている方でご自宅の空家化にお悩みの方
【質問・意見の一部の紹介】
・個別相談会の対象について、空家に困る関係者は対象となるか。
⇒（回答）相続や施設入所等により今後の家の取扱いにお困りの本人や家族等が対象
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16

講演会「地域で進める災害時要援護者支援のヒン
福祉保健課
○
－
ト」の動画配信について（情報提供）
【角田(つのだ)福祉保健課長から情報提供】
・発災時における災害時要援護者への支援や日頃からの地域の見守り活動について、
意識や理解を深めることを目的に、講演会を動画配信形式により実施する。自治会・
町内会でご覧いただき、活動に役立ててほしい。
《概要》
・配信期間 令和４年１月20日（木）から６月30日（木）まで
・内容 地域において災害に備えつつ、地域・支援団体・行政が協働して災害時
要援護者支援に取り組むための「ヒント」を伝える
①災害時要援護者支援の概要と自助・共助による対策（約20分）
②連携の重要性と多様な視点（約15分）
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地方自治法改正に伴う自治会町内会認可制度の変更
について（情報提供）

市民局地域活動
推進課
※地域振興課説明

○

－

【近堂(こんどう)地域振興課長から情報提供】
・地方自治法の改正（令和３年11月26日施行）により、不動産の保有又は保有の予定
に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うために法人格を取得することが可能に
なった。認可地縁団体となると、会の運営の大幅な変更が必要となるため、法人化
をご検討の場合には地域振興課にご相談ください。
《改正に伴う法人格を取得するメリット》
①継続した活動基盤の確立 ②法人として契約主体となることによる事業活動の充実化
③法律上の責任の所在の明確化 ④個人財産と法人財産との混同防止
⑤対外的な信用の獲得
【質問・意見の一部の紹介】
・法人化すると構成員名簿を個人単位とするのか、名簿は入退会の都度更新を要するか。
⇒（回答）名簿は個人単位とする。少なくとも総会時には更新されている必要がある。
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－
○
栄区友好交流都市情報紙の配布について（情報提
地域振興課
供）
【近堂(こんどう)地域振興課長から情報提供】
・広く区民の皆様に友好交流都市を知っていただくため、昨年度に引き続き、栄区友
好交流都市情報紙の続報「つながる４都市物語 2021秋」を発行した。
《内容》
コロナ禍でのZoomを使った他都市交流の様子など、区民の方が中心となり企画・実
施した連続講座

6

19

栄公会堂及び栄スポーツセンターの天井工事に伴う
地域振興課
敷地内通行止めについて（情報提供）
【近堂(こんどう)地域振興課長から情報提供】
①栄公会堂・栄スポーツセンターにおける天井改修工事に伴
い、令和４年２月１日から令和５年１月頃まで、区役所入
り口側から環状４号線（神奈川県道23号線）側までの通行
ができなくなる。
②スポーツ用具の貸出等の受付場所も変更となる。

【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
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
２
掲

３

示

４
５

配布物名

団体名

「第２回栄区フードパントリー」周知チラシ
栄区社会福祉協議会
【再掲・資料No.5】
「第23回ようこそ・であい広場」周知チラシ
栄区社会福祉協議会
【再掲・資料No.6】
「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
「第26回さかえ春の文化祭」プログラム
栄区文化協会
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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
「写真展 星野道夫 悠久の時を旅する」ポスター
「戸塚税務署からのお知らせ」
【再掲・資料No.4】
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
【再掲・資料No.19】
「さかえ・つながる通信」
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
栄区民文化センターリリス 催し物案内
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あーすぷらざ イベントスケジュール（２月）

６
７
８
回
覧

９
10

7

桂山プレイパークの
会
あーすぷらざ
戸塚税務署
地域振興課
福祉保健課
野七里地域ケアプラザ
栄区民文化センター
リリス
あーすぷらざ

全戸配布

13

「さかえ区社協だより第55号」
【再掲・資料No.8】
※ 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。

２ その他
（１）各地区定例会の日程について
豊 田 地 区
書面開催
笠 間 地 区
書面開催
小菅ケ谷地区 ３０日（日）
本郷中央地区 ２９日（土）
本郷第三地区 ２９日（土）
上郷西地区
３０日（日）
上郷東地区
３０日（日）

１０時００分
１５時００分
１３時３０分
１０時００分
１０時００分

栄区社会福祉協議会

会議会場（小菅ヶ谷公園スポーツ広場球技棟）
会議会場（SAKAESTA）
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２月21日（月） 13時30分～15時
場 所
栄区役所 新館４階８・９号会議室
※コロナ感染状況等により開催方法を変更する場合には別途通知します。
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