
平成 26年 9月度 柏尾町内会 役員会議題

作成 総務部 齋藤

日 時 : 平成 26年 9月 21日 (日 ) 午後 7時～9時
場 所 : 柏尾町内会館 2階大会議室

議 題 :

1. 柏尾地区連合町内会広報部会報告

*8月度重要事項のみ報告

*9月度 → 区連会抜粋事項のみ報告 (区連会関係資料送付案内参照)

2. 連合町内会関連議題の報告

(1)H26年度第 3回防災リーダー会議報告 (8/30 13時 コミハウス予定)

*10/26 拠点防災訓練の基本計画案の報告

(2)舞中スポーツ交流会 (9/6BS体育館)の結果報告 :青体指

(3)秋季レク大会について → プログラムの全戸配布完了、全体会、他 : 青体子

3. 柏尾町内会関連議題について

(1)柏尾町内会敬老祝賀会の結果報告と御礼 : 皆川副会長

(2)秋季レクリエーシ∃ン大会への取り組みについて

*対抗競技選手募集状況、練習日、弁当、他

(3)10/26拠点防災訓練への取り組みについて :防災リーダー

(4)「 HP作成委員会」からの報告 : アクセス状況、更新情報、他

4。  その他報告事項

(1)柏尾ぶらリサロン 9月度例会報告 : 小山部会長

(2)柏尾小学校  「第 18回柏尾会」の開催について (10/25 BS厚生会館)

(3)ワ ゴン型乗含バスアンケー トの集計結果について : 別紙参照

(4)舞岡地区センター祭りについて (10/25～ 26、 地区センター)

5. 配布物について

* 区連会関係資料参照

6. 広報仕分け日  10月 1日 (水) 各評議員は午後以降引き取りを (婦人部)

7. 次回役員会 : 10月 26日 (日 )19時 からに変更 柏尾町内会館

8。  懇 談                               以上



平成26年9月 18日

自治会・町内会 御中

戸塚区地域振興課長

区連会 (9月 定例会)関係資料の送付について

時下、ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。

日頃か ら、区政の推進に御協力いただき厚 くお礼申し上げます。

さて、次のとお り関係資料を送付いたしますので、御査収 くださいますようお願いします。

(送付書類 )

議題
No.

名  称 配布対象

4 「戸塚区防災講演会」チラシ 掲示板

5 「還付金詐欺に注意」チラシ 班回覧

6
「横浜市の災害対策について皆様のご意見をお寄せくだ
さい ll」 パンフレット 町内会 1部

9
「粗大ごみ受付センターの電話番号が変わります」
チラシ 班回覧

，

″ 横浜市中期 4か年計画2014～ 2017(素案) 町内会 1部

13

「よこはまウォーキングポイント」チラシ IEJI回 覧

「よこはま健康スタンプラリー」チラシ 町内会 1部

14 「横浜FC戸塚区民DAY開催」チラシ 町内会 1部

15 「見て、聞いて、知つて !昭和の戸塚」チラシ 班回覧

16 「集まれ ! さくらっこ |」 チラシ 班回覧

17

「戸塚ふれあい区民まつ り」チラシ 班回覧
掲示板

「戸塚ふれあい文化祭」チラシ
IJI回 覧
掲示板

本件配送物は、御担当者様の御不在や、御連絡のつかない場合、やむを得ず雨に濡
れない場所へ配送することがありますので、御容赦いただきますようお願い申し上げ
ます。

(戸塚区連合町内会自治会連絡会事務局)担当 :戸塚区地域振興課 三宅

〒2440003 戸塚区戸塚町16-17

TEL : 866-8412  Fax : 864-1933



H26.08.30
防災リーダー会議用資料

H26年 度 柏尾小学校地域防災拠点訓練計画 (案)∨ 1.1

柏尾地区連合町内会

訓練概要

〇地震発生後、各自身の安全、家族の安否確認後、地震がおさまったら火の

元を確認し、隣近所に声を掛け含う。いっとき避難場所に移動し避難者カード

を作成する。

○各自治会・町内会長を中心に災害対策本部を立ち上げ、より現実的な訓練を

実施する。

○柏尾地区連合町内会長は速やかに柏尾地区災害対策本部を立ち上げる。(防

災リーダーを含む本部役員は直ちに地域防災拠点に向かう)

○災害対策本部長及び各班担当の防災リーダーは決められた任務に従い以下

の訓練を実施する。

本部役員の構成

瀬田連合町内会長、齋藤連含副会長、綿貫連合副会長、防災リーダー正副

並びに広報部会メンバー (自治会・町内会長を除<)とする。

○本部役員は本部長、防災指令班の指示に従う。

日時  H26年 10月 26日 (日 )8:∞～ 13:00 Jヽ雨決行

場所  横浜市立柏尾小学校

目的  戸塚区の基本方針『避難所の開設・運営』に主眼をおいた訓練を

実施する。下記の重点実施項目を基本として地域防災拠点訓練計画を

策定する。

`訓練想定

午前7時 00分頃、東京湾北部地震が発生。横浜市は震度6強の地震が

発生し、停電となり数日前からの豪雨により区内の随所で家屋の倒壊や

がけ崩れ等が発生した。ライフラインは機能支障が生している。

訓練規模     訓練参加予定 2∞ 名
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1.避難所の開設・運営訓練

①防災拠点開設 (校門、体育館、防災倉庫、防災備蓄室など開錠。施設の

被害状況把握・安全確認)

②本部設置 (各防災組織機能開始)

③避難者受け入れ準備 (各自治会・町内会は避難訓練実施 :避難者カード

作成)

④体育館・教室区害」り訓練判匡援コ
⑤移動式炊飯器訓練

⑥災害対策用備蓄食料の配布訓練 (行政からの要請訓練)

⑦物資の要請・受理 0管理訓練→匿部≡卜物資供給珂
③女性用スペース確保 (授¥し、着替え等)判匡援コ
⑨トイレ対策訓練判麗境整備コ
⑩カセットガス発電機 (2台)による機器運転訓練悧
①医療救護実施訓練判巨護コ
⑫ごみ対策訓練判匿境整備コ
⑬警備訓練 (避難所内のパトロール)判匿董コ
⑭その他

2.情報受伝達訓練 (情報板設置ほか)

①防災リーダーとの受伝達 (各自治会・町内会)

②消防団 (被災者救出、消火、広報)

③区災害対策本部 (戸塚区役所 :デジタル移動無線)

④地域ケアプラザ (特別避難場所)

⑤その他

3.要援護者支援訓練 (負傷者搬送等)

①リヤカーによる負傷者搬送

②車による身体障害者搬送

4。 特設公衆電話による通話訓練 (行政からの要請]1練)

①通話ルールの徹底

②特設公衆電話の維持・管理

以上
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「無事ですカード」掲出確認票集計報告

斉藤満津江

深瀬 透

野村 進



時
認卸

確
麟
否

地
安

平成26年 10月 26日 午前7時00分頃、横浜市震度6強
地震発生と共に各組長は評議員と連携し、担当組の

安否確認を行う。
(無事ですカードの掲出を確認する。)

高島 勝員 名 :

受け持ち組 組長名 代行者名 戸数 掲示戸数

18-1 関沢 武治 10

18-2 遠藤 幸 男 8

18-3 天野 崇 15

20 加藤 榮作 3

計 36

※組長が確認できない場合 に

※評議員は「一時避難場所」(柏尾第5公園)へ確認票を持参する。



柏几町内会 「敬老祝賀会」 ア ンケー ト (千茂 26年 9月 14日 )

今後の「教老祝賀会」を充実させる為に、皆様の率直なご意几をお開かせ下さい。
該当する項目ふ子に○

`Fを
お付け下さい。

閂 1、 「教老祝賀会」について、どの様にお慇じになりましたか?
1.大変楽 しく、面白かった   50/60    83.3%
2.ま あ、 えかった         10/60     16.7%
3.余 り、面白 くなかった

4 喬台 くなかった

7・12、 「敬 老祝 賀会 」

1.1時 間位

2.1時 ra1 3 0分位

3.2時 間位

4.2時 間 30分位

の時間はどの位が良ぃと思いますか ?
2/60

3/60

33/60

22/60

3.3%

5.0%

55.0%

36.7%

閂 3、 「牧老祝 賀会」 の余興 はどの様 な出 し物 が たい と思 ぃますか ?
1. テ面り                      32/60
2.カ ラオケ         31/60
3.合唱                    24/60
4. 斃[僣署                    14/60
5. 氏こ謡                    20/60
6.そ の他 :手品、吹奏楽、子供の童謡  7/60

間 4、 婦人部手作 りのお料理 は力何 で したか ?
1.大変、おぃしかった     52/60    86.7%
2.ま あ、 おぃしかった      7/60      11.7%
3.余 り、おいしくなかった   1/60     1.7%
4.お いしくなかった

間 5、 全体 の進 め方はどの様 にお感 じにな りま したか ?
1.大変、たかった 44/60       73.3%
2.ま あ、たかった 15/60       25.0%
3.余 り、たくなかった 1/60        1.7%
4.良 くなかった

ご協力ありがとうございま
来年 もお元気にお会い し

した。

ま しょっ。 柏え町内会



閂 6、 今イたの参考に致 したいと思いますので、作F希笙やご意几をおF■lか せ下さい

1、  よくまとよっていた

2、  いろいろ有難 うございました、末年も出席虫水たらたいと思います
3、  木日ぐらいでOKと 思 う

4、  吹奏楽部の演奏がたかった    10件
5、  尺入の時、マイクの故障の為か お話 しなどが聞き取れなかった

6、  ご薔労 さまです。大変舗 でした。楽 しかったです。
7、  スタッフの皆様大変ありがとうございました。llii人部の方々に感謝
8、  時間が足 りない

9、 役員の方と一皓に律談を兼ねて盃を炎わしたいです
10、 有難 うございました      2件
11、 お料理 とても美木 しく頂きました

12、 挨拶は簡単な方がいい

13、  4め る方は今夕 し (特 にビンゴ)出 し物 を夕 し`淡ってみたら
14、 盛 りだくさん員ぎてだらだら長すぎる

15、 無年大変楽 しみにしています。有難 く感謝です。
16、 相撲甚句は沢が出するようで、墓 しかった

17、 婦人部の有恙による踊 り、一皓に踊れて良かった。楽 しかった。



04:平成 26年 9月 21日

平成26年度

『秋季レクリエーション大会』柏尾町内会 参加概要(案 )

第一部会

I、 秋 季 レクレー ション大 会

日時 :平成26年 10月 12日 (日 )(雨天 10月 13日 )AM9:00開 会

場所 :柏尾小学校 校庭

主催 :柏尾地区連合町内会

Ⅱ、事 前 準備

1、 実行委員長 :岩野 克美

2、 平成26年度監督

監督  :内 島 浩之

助監督 : 山下 望

助監督 :鍋田 洋子

3、 選手選抜
。 町内対抗6競技

ミックスリレー、百足競争、大なわとび、大人の綱引き、

親子ボール運びリレー、町内対抗リレー

。参加の案内を町内回覧 :(事業推進部、8/末 )

4、 弁当、飲み物手配

。弁当と飲み物(ペットボトル)を各 160個手配予定(@650)手配 (最終確認 10/11朝 )

。「ほつともつと」に依頼予定

5、 弁当食券作成、配布

。食券を当日受け付けにて名簿に記入した参加者 (選手以外)に配布し、11時30分より弁

当との引き換え(婦人部、会計、監督 )。 食券作成 総務部に依頼

6、 連合本部への派遣役員選出(審判、用具)

・ 審判 :賞本 義則

・ 用具 :福井 肇

7、 練習予定

・ 第一回 :9月 28日 (日 )13:00～ 17:00柏尾小学校 校庭

(雨天 :体育館 13:00-17:00予定)

・ 第二回:10月 4日 (土)14:30～17:00柏尾小学校 校庭

(雨天 :体育館 14:00-17:00予定)
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・ 第二回:10月 5日 (日 )09:00～ 12:00柏尾小学校 校庭

(雨天 :体育館 09:0012:00予 定)

。 第四回:10月 11日 (土)14:30～ 17:00柏尾小学校 校庭

(雨天 :体育館 14:0017:00予定)

8、 予算

・ 弁当費用 : ¥100,000

Ⅲ 、当 日作 業

1、 設備品運搬(柏尾町内会館 ⇒ /1ヽ学校)

。 集合 : 10月 12日 (日 )AM7:30町内会館、担当:天本 勇、江橋 賢治、青年会

2、 用具一覧

・ プラカード、敷物 (ブルーシート)

。 たすき、はちまき、ゼッケン、救急箱、応援旗 : 子供会

・ テーブル (3個 )、 椅子 (15脚 )、 テント(大小)⇒学校倉庫

。 ほうき、綱引き用靴、筆記用具、紙、はさみ、ガムテープ

・ ウォータクーラー (2ヶ )、 紙コップ (50個 )

3、 会場設営、受け付け開設

・ 集合 :10月 12日 (日 )AM8:00/1ヽ学校 校庭

・ テント等を設営し、参加者確認用受付の開設、担当:役員全員

4、 ビデオ撮影 :高 島さまに依頼

5、 会場撤去、設備品の搬出

。 終了後テント等を片付け、設備品の搬出(小学校 ⇒ 町内会館 )、 担当:役員全員

Ⅳ 、その他

1、 秋季レクリエーション大会全体会開催

。 日時 :9月 27日 (土)PM7時～ 柏陽台自治会館

。 出席者 :会長 斎藤 純一、監督 :内 島 浩之、派遣役員 :責本 義則、福井 肇

2、 祝勝会開催予定

。 当日(12日 )終了後町内会館で開催予定(16:30頃より)

・ 準備を婦人部に依頼

3、 雨天時の対応

・ 連合町内会より中止案内(AM 6:00判断、連絡)する

4、 学校校内マナー

・ 校庭は全面禁煙ですので、御協力をお願い致します。

・ 校外での喫煙は吸殻を各 自処理ください (路上に捨てないで下さい)

・ ゴミ(弁 当容器)は各 自お持ち帰りください

以上
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スクリーンに映し出された昭和の柏尾、原宿や戸塚

駅 目辺の旧東海道に関連した写真などを見ながら、その
地域の方のエ ピソー ドに耳 を傾 けてみませんか。

(写真提供 :坂本写真 )

主  催 :横浜市 【戸塚 区、都市整備 局】

問合せ先 :戸 塚 区役所 区政推進課企画調 整係 担 当 :馬場、中田

震:ま身  045(866)8326  FAX  045(862)3054

(写 真提供 :坂本写真 )



/

H26.9.2

横浜市道路局

柏尾富士見台地区 日常の外出行動に関するアンケー ト 集計結果

アンケート実施期間 :平成 26年 5月 10日 ～7月 2日

調査対象 :柏尾富士見台町内会、柏尾町内会、柏陽台町内会(老人会)

アンケート配布枚数 :1,916通

アンケート回収枚数 :1,377通 (回収率 :71.9%)※ 白紙回答書は除く

町内会名 世帯数 配布数 回収数 (枚 ) 回収率

柏尾富士見台 456 1,410 1,001 71.0%

柏尾町内会 426 426 314 73.7%

柏陽繰 80 80 62 77.5%

合計 962 1,916 1,377 71.9%



考察

1。 現在よりも将来の外出に対する心配が大きい

○現在、外出に困つている方は 18%と少なく、自動車の保有率が 47%と約過半数ある。しかし、ア

ンケートの回収率は 71.9%と高く、乗合バスに対する関心は高い。

→ 自動車を所有する、家族が所有する方のうち、将来の外出に困りそうな方が 30～ 39%。 (P8)

→ 自動車を所有されていない方で、外出に困つている方は 40%、 将来の外出に困りそうな方が

36%であり、合わせて 76%。 (P8)

→通勤通学時に「バス」を利用されている方が 43%。 (P18)

→ 日常の外出時に「バス」を使われている方が 45%。 (P30)

○外出に困る理由の第2位が、現在困つておられる方では「送迎人がいない」であるが、近い将来

困りそうな方は「出かける手段がない」となっている。

現在よりも将来のお出かけが切実に困ると思われている。(P12、 P13)

○町内会ごとに回答者の有職。無職の構成率が異なる。「無職」の割合が高くなると「外出に困る」割

合が高い。(P8)

・柏尾富士見台と柏尾では、現在 (14～ 17%)よ りも将来 (35～36%)の外出を危惧する方が多い。

(P6)

→両町内会共、自動車の保有率 (家族が所有も含めて)が 84～ 88%と高い。(P4)

→両町内会共、無職者が 18～ 21%と少ない。(P3)

。柏陽台では外出に困つている方が過半数を占める。(P6)

→柏陽台の自動車保有割合は 13%、 所有されていない方は 65%。 (P4)

→回答者の方で、「無職」の方が 50%と過半数を超える。(P3)

2.現在、外出に国つておられる方の特徴

○外出に困つている方の割合が多い属性は下記の通りである。

・70歳代以上である。(P7)

。無職、主婦・主夫である。(P8)

。自動車を保有していない。(P8)

。既存のバス路線を使つて通勤通学する頻度が週 5～ 6である。(P20)

。既存のバス路線を使っており、自宅が既存のバス路線より遠い、バス停からの地形起伏が大き

い。(P9)

。日常外出 目的が買物や通院。既存のバス路線を使う頻度が週 1～ 3である。(P23、 P31)

41



3.外出の傾向

○通勤通学時と日常の外出時の利用駅は共に「戸塚駅利用」が 75～ 80%と圧倒的。(P17、 P28)

→駅を利用しない方と他駅も含めて他の回答利用駅は5%以下で同程度に並ぶ。

○通勤通学時に既存のバス路線を利用されている方のうち、「困つている(93人 )」 方よりも「困つて

いない(162人 )」 方は 1.7倍になる。=既存のバス路線で不便を感じている人の割合が現在は少

ない。(P18)

○通勤通学時に徒歩や 自転車、自動車 (送迎)を利l用されている方は、「困つている」方よりも「困つ

ていない」方が 2～ 4.8倍と、現在の交通環境に不便を感じている人の割合が現在は少ない。

(P18)

日常外出の加重平均

(想定利用人数)

82.0ノ、/日 180.5人 /日 182.8人 /日

既存のバス路線を利用 144 人 234ノ民 173人

徒歩、自動車 (送迎)、 自転

車を利用
37人 91人 140人

○現在、すぐに見込める想定利用人数 89.4人 /日 、82.0人 /日 のうち、「徒歩、自動車 (送迎)、 自転

車」を利用されている方は 40人前後と少ない。現在よりも将来にどのように対応するかが判断の

目安の一つになる。

○先に、ワゴン型車両によるバス路線が開設された旭区四季美台地区(運行は平日9時台～18時

台、一乗車あたり300円 )では、想定利用人数は239人/日 で、実証運行中の平均乗車人数は97

4。 まとめ

困つている
将来

困るかもしれない
困つていない

通勤通学時の加重平均

(想定利用人数 )

89.4人 /日 155.1人 /日 316.1メ、/日

既存のバス路線を利用 93人 119人 162ノヽ

徒歩、自動車 (送迎)、 自転

車を利用
46人 68人 161 人

人/日 であつた。
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柏尾町内会ホームページ作成委員会 規則及び運営細則 (案 )

2014/09/21

1、  目的

本規則は 「柏尾町内会ホームページ」の規則及び運営方法を規定する。

安全、安心な街作 りの推進に於ける、町内会会員 と町内会 との情報共有を

推進する手段 として、柏尾町内会ホームページを活用 し、情報の共有を進

める。

2、 運営組織

(ア )運営組織 として、「柏尾町内会ホームページ委員会」 とする。

(イ )上記委員会は役員会の下部組織 として設立する。

(ウ )本委員会の構成員は委員長 (1名 )、 副委員長 (1名 )、 委員 (数名 )

より構成する。

(工)委員長は本委員会の代表 とする。

(オ)副委員長は委員長の補佐を行い、委員長に事故有る時はその職務を代

行する。

3、 役割

(ア )柏尾町内会ホームページの維持、運営、管理を行 う。

(イ )ホームページヘの掲載情報の管理 (掲載内容の承認)を行 う。

4、 柏尾町内会ホームページ掲載項 目

(ア)本年度の方針、予算 (総会資料 )

(イ )町内行事

(ウ )町内会よりのお知 らせ (行事案内、募集など)

(工)回覧物 (町内に関係する物 )

(オ)掲示版掲載物

(力 )町内会組織

(キ)柏尾町の歴史

(ク )当 委員会が認めた物 (役員会にて掲載承認要す )

5、 掲載項 目の変更

掲載項 目変更は、当委員会より変更案を役員会に報告 し、役員会での承認

を必要 とする。
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6、 掲載情報作成、管理

(ア)掲載情報 は、町内会各組織/町内会会員/そ の他 よ り当委員 に、

紙またはデータなどにて渡すものとする。

(イ )当委員が受領 した情報や、役員会等にて配布 された回覧物/掲示物等、

または当委員 自身が作成 した資料の電子化作業は当委員が行 う。

(ウ )当 委員がホームページ掲載に不都合 と判断 した記述内容は、記載主旨

内容に反 しない (個人を特定する表記削除などの)範囲での変更を可

とする。

(工)ホームページヘの掲載場所については、委託会社送付時に当委員が指

定する。

(オ)ホームページ管理会社からの掲載についての助言は尊重する。

7、 ホームページの管理

(ア )ア ドレスは :「kashiocho.com」 とする。

(イ )カ ウンタの設定により、閲覧者数を把握する (非公開の管理用 )。

(ウ )日 常の維持・管理は別途定める会社に委託する。

(工)ア クセス人数が 100人 /月 もしくはページアクセス数が 300件 /
月を、下回る状態が 6か月以上続いた場合は、柏尾町内会ホームペー

ジの運営方法の見直 し検討または閉鎖検討を行 う。

8、 掲載情報管理

(ア )掲載情報の承認

① 作成者 ⇒ ホームページ委員会長 ⇒ 町内会長

② 掲載情報は、必要に応じて上記承認後に行う。

(イ )セキュリティ

① 個人情報は基本的に掲載しない。

② 掲載は定期的に更新 (原則 1か月以内)する。

(ウ )著作権

① 掲載内容の権利は、公共機関等が有するものを除き、柏尾町町内

会が有するものとする。

② 柏尾町町内会所有物は、町内会の許可なき転用を禁止する。

9、 本規則、運営細則は平成 26年 4月 1日 より発足、施行する。
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柏尾町ホームベージ アクセス状況 (2014年 度 ) 2014.9.21

年 月 総アクセス数 ページアクセス数 アクセス人数

2014/4 2.677 651 306

2014/5 6.205 1,431 457

2014/6 5,134 1.004 477

2014/7 ｒ
υ

ｎ
Ｕ

６ 1.218 696

2014/8 2.712 723 581

2014/9 1.659 392 254
2014/10 0 0 0

2014/11 0 0 0

2014/12 0 0 0

2015/1 0 0 0

2015/2 0 0

2015/3
ｎ
ｕ 0 0

15日 迄の合計
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一
アクセス人数

1,600
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1,2001

1,000 [

800 1

600 [

400 1

200 1   -

ご  ざ

アクセス人数  :『どれだけの人数が訪問したか』を示す数値
ページアクセス数 :『どれだけのページが閲覧されたか』を示す数値

・月別のアクセス人数は、600前後で推移する傾向となつてきている。

・ベージアクセス数の減少は、開設当初は、色々ベージを開いて探索していたが、

最近は自分が必要とするベージだけ見る傾向になつてきたのでは、と推測される。

(宝探し的に色々なベージを見る ⇒ 必要なベージだけを見る)


