
第１回 栄区制３０周年記念事業実行委員会 次第 

 

日時：平成 27 年３月８日（日）13:00～14:00 

  場所：栄区役所新館４階 ８・９号会議室   

 

 

１ 開会 

 

２ 挨拶 

  栄区長       尾仲 富士夫 

 

３ 議事 

（１）栄区制 30 周年記念事業実行委員会規約について（資料１） 

（２）記念事業のイメージについて（資料２） 

（３）今後のスケジュールについて（資料３） 

（４）その他 

 

 

 ◎次回の第２回栄区制３０周年記念事業実行委員会は、 

  ４月２０日（月）１６時から１７時 

  に開催予定です。 



栄区制３０周年記念事業実行委員会規約  

（名称） 

第１条 本会は、栄区制３０周年記念事業実行委員会（以下「委員会」という。）と称する。 

（目的） 

第２条 委員会は、栄区が区制３０周年を迎える記念の年にふさわしい各種事業を実施す

ることを目的とする。 

（役割） 

第３条 委員会は、前条の目的を達成するため、次のことを行う。 

（１）記念事業の普及・啓発、区民の参加意識の盛り上げに関すること。 

（２）記念事業の実施に関すること。 

（３）その他、委員会の目的達成に必要なこと。 

（組織） 

第４条 委員会は、別表に掲げる団体等の構成員をもって組織する。 

２ 委員会には、委員、顧問、参与を置く。 

（理事） 

第５条 委員会に理事を置く。 

（１）理 事 １０名以上１５名以内   

２ 理事は、委員の互選により選出する。 

３ 理事は、理事会を組織し、会務の運営上必要な事項を審議、検討を行う。 

（役員） 

第６条 委員会に次の役員を置く。 

（１）会 長  １ 名 

（２）副会長  若干名 

（３）会 計  １ 名 

（４）監 事  ２ 名 

２ 役員は、理事の互選により選出する。 

（役員の任務） 

第７条 会長は、委員会を招集し、議長となるほか、会務全般を掌握する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等のある時は、その職務を代理する。 

３ 会計は、委員会の会計事務を行う。 

４ 監事は、委員会の会計を監査する。 

（理事会） 

第８条 理事会は会長が招集しその議長となる。 

（１）理事会は理事の過半数が出席しなければ開くことができない。 

（構成員の任期） 

第９条 構成員の任期は、栄区制３０周年記念事業の終了後、最初に開催する委員会の解

散時までとする。 

（会議） 

第１０条 委員会の会議は、必要に応じて開催する。 

(案) 資 料 １



（顧問、参与） 

第１１条 顧問及び参与は、委員会の求めに応じて必要な助言等を行う。 

（財務） 

第１２条 委員会の経費は、補助金、協賛金その他の収入をもって充てる。 

２ 会計年度は、当該の年の４月１日に始まり、翌年の３月３１日をもって終了する。 

  ただし、平成２６年度の会計年度は、施行日をもって始めるものとする。 

（事務局） 

第１３条 事務局は、栄区役所総務課内に置く。 

（補則） 

第１４条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別途定める。 

 

   附 則 

  この規約は、平成２７年３月８日から施行する。 



１　委員
№ 団体名 役職 氏名
1 栄区連合町内会（豊田連合町内会自治会） 会長 磯﨑　保和
2 笠間連合町内会自治会 会長 持田　忠
3 小菅ヶ谷連合町内会自治会 会長 田中　房一
4 本郷中央連合町内会自治会 会長 細田　利明
5 本郷第三連合町内会 会長 保坂　順弥
6 上郷西連合町会 会長 新保　孝雄
7 上郷東連合町会 会長 吉田　敏生
8 栄区社会福祉協議会 会長 日浦　美智江
9 栄区商店街連合会 会長 臼井　喜代士

10 栄区スポーツ推進委員連絡協議会 会長 伊東　一郎
11 栄区青少年指導員協議会 会長 小西　淳一
12 栄区民生委員児童委員協議会 会長 長瀬　潔
13 栄区文化協会 会長 風間　聰彦
14 栄区体育協会 会長 丸山　隆
15 神奈川県立地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ） 館長 安部　晋弘
16 上郷地区センター 館長 柳澤　保利
17 (公益社団法人)横浜市幼稚園協会栄支部（学校法人小菅ヶ谷幼稚園園長） 支部長 安藤　宗博
18 小菅ヶ谷地域ケアプラザ 所長 旗手　かよ子
19 栄火災予防協会 会長 角田　宏子
20 栄区ＰＴＡ連絡協議会 会長 免出　涼子
21 栄区飲食業同業組合 理事長 佐相　幸延
22 栄区環境事業推進委員連絡協議会 会長 高橋　日出刀
23 栄区経済界リーダーズ会議（㈱信光社） 代表取締役社長 米澤　勝之
24 栄区経済界リーダーズ会議（住友電気工業㈱横浜製作所） 所長 関　陽一
25 栄区更生保護女性会 会長 北村　敦子
26 栄区子ども会連絡協議会 会長 片岡　喜久江
27 栄区シニアクラブ連合会 会長 竹谷　康生
28 栄区小学校長会 会長 瀬尾　芳保
29 栄区消費生活推進員の会 代表 小橋　弘子
30 栄区食生活等改善推進員会 会長 金子　英子
31 栄区食品衛生協会 会長 楠　明
32 栄区生活衛生協議会 会長 伊藤　馨
33 栄区中学校長会 会長 吉田　直史
34 栄区民文化センターリリス 館長 遠藤　美彦
35 栄交通安全協会 会長 森　雅宏
36 栄交通安全母の会連絡会 会長 田中　貞代
37 栄消防団 団長 増田　明彦
38 栄防犯協会 会長 保坂　順弥
39 栄防犯指導員連絡協議会 会長 岡田　忠男
40 栄保健活動推進員会 会長 田中　伸一
41 栄保護司会 会長 長瀬　修
42 社会福祉法人　伸こう福祉会（特別養護老人ホームクロスハート栄） 理事長 足立　聖子
43 社会福祉法人　訪問の家 理事長 名里　晴美
44 戸塚法人会栄支部連合会 会長 太田　守正
45 横浜建設業協会栄区会 会長 須藤　剛
46 横浜農業協同組合（豊田地区） 理事 須田　幸雄
47 横浜農業協同組合（本郷地区） 理事 戸原　敏夫
48 よこはま緑の推進団体栄区連絡協議会 会長 榎本　イク子

№ 団体名 氏名
1 横浜市会議員 大桑　正貴
2 横浜市会議員 輿石　且子
3 横浜市会議員 石渡　由紀夫
4 神奈川県議会議員 楠　梨恵子
5 区長 尾仲　富士夫
6 栄警察署長 伊東　聡
7 栄消防署長 加藤　雅之

３　関係機関
№ 団体名 役職 氏名
1 戸塚税務署 署長 豊島　一郎
2 横浜地方法務局栄出張所 所長 前田　光晴
3 横浜西労働基準監督署 署長 石井　登
4 戸塚公共職業安定所 所長 藤田　美智緒
5 神奈川県戸塚県税事務所 所長 三巻　徳充
6 日本郵便㈱大船郵便局 局長 武井　光明
7 ＪＲ本郷台駅 駅長 辻内　敏眞
8 ＪＲ大船駅 駅長 中牟田　久
9 東京電力㈱藤沢支社戸塚営業センター 所長 伊藤　敏一

10 東京ガス㈱横浜支店 副支店長 美濃口　譲二
11 ㈱江ノ電バス横浜　鎌倉営業所 所長 中川　滋幸
12 神奈川中央交通㈱横浜営業所 所長 久保　勝志
13 ㈱横浜銀行本郷台支店 支店長 小野　真
14 横浜栄共済病院 院長 細川　治
15 ㈱ジェイコム南横浜 代表取締役社長 今井　達雄
16 ㈱タウンニュース社横浜南支社 支社長 山下　晶弘
17 栄区医師会 会長 吉田　義幸
18 栄歯科医師会 副会長 大矢　享
19 栄区薬剤師会 会長 北内　末子
20 栄区獣医師会 会長 垣内　孝彦
21 横浜本郷ロータリークラブ 会長 古本　透
22 横浜本郷ライオンズクラブ 会長 山口　洋児

２　議会・行政

栄区制30周年記念事業実行委員会　構成員



栄区制30周年
記念事業イメージ(案)
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栄区生誕30年

人に例えると…

・社会を知り、自立しつつある
・まだ、夢を追い求める

人生の分岐点 !!
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 先人たちへの感謝

 地域の力、区民の力による
発展のスタート

 子どもたちにつなげる
将来の夢への飛躍



区制30周年のポイント
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感謝 つながり 夢



区制30周年記念事業
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平成27年10月 ～ 平成29年３月

事業期間：500日



区制30周年記念事業のポイント
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参 加

イベントなど

つながり

セーフコミュニティ都市

活 動

まちづくり



区制30周年のイベント展開
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生誕から30歳までの成長、

そして、30歳からの巣立ちを

500日間に凝縮



区制30周年記念事業の構成

8

記念式典

記念イベント

コアイベントと
地域イベント

広 報

ロゴと
500日プログラム

記念出版

ウオーキングマップ
など

プロジェクト

花いっぱい、道路整備、
駅前開発など



コアイベント ～ 新たなイベント
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 オープニング・クロージングイベント

 都市間交流イベント（栄村、南部町、高畠町など）

 栄区・泉区合同イベント

 ウォーキングイベント

 区民提案イベント



コアイベント ～ 既存イベントの広がり
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 区民まつり

 ヤングフェスティバル

 中学校対校駅伝

 ロードレース大会

 食と農のマルシェ

 第九コンサート

 竹の鼓Kids

 区民芸術祭

 区民提案イベント



地域イベント ～ 既存イベントの広がり
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 盆踊り

 運動会

 地区センター・ケアプラザ・福祉施設まつり

 敬老のつどい

 区民提案イベント



当面の作業
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ロゴマークとキャッチコピーの作成

500日間のイベントプログラムの作成



栄区制30周年記念事業

３月 ●　第１回実行委員会（３月８日）

４月 ●　第２回実行委員会（４月２０日）

５月

６月

７月

８月 ●　第３回実行委員会（８月）

９月

１０月 ◎　オープニングイベント　セーフコミュニティフォーラム（10/3）

１１月

１２月

１月

２月

３月

　　 ・広報計画について
　　 ・記念イベントプログラムについて

　■ 理事会 （随時開催）

　　 ・ロゴマークについて
　　 ・オープニングイベントについて

今後のスケジュールについて（平成27年度分）

　■ 第２回実行委員会

　　 ・平成２７年度実行委員会予算について
 　　・今後の事業概要について
　　 ・栄区制３０周年記念事業のテーマについて

　■ 第３回実行委員会

５００日間 イベントプログラムの実施 （H.27.10～H.29.３）

資 料 ３





 

区役所の実施体制 
 

 
 

栄区制 30 周年記念事業推進会議 

議長：区長 
区役所部課長 

 

賑わい分科会 

 

各種イベントへの

働きかけ、総合調整

など 

 

 

プロモーション 

分科会 

広報ツールの検討

及び作成、情報発

信の一元化など 

 

 

総務分科会 

 

全体の進捗管理、実

行委員会・推進会議

の事務局など 

 

 

こども分科会 

 

保育園・幼稚園、小

中学校等への働き

かけなど 

 

 

プロジェクトチーム 

区役所責任職及び職員 

●推進会議 

区長を議長とし、各種事業の企画・総合調整・広報等、事業の推進を図ります。 

●プロジェクトチーム 

 職員や外部識者等によるプロジェクトチームを組織し、事業全体のコンセプトやテーマ、ス

ケジュール等の策定を行います。 

●分科会 

 賑わい、プロモーション、総務、こどもの各分科会を設置し、分野ごとに事業実施に向けた

調整業務を行います。 



栄区制 30 周年記念事業実行委員会理事会名簿 
 

役 職 氏 名 団体名・役職 

会 長 磯﨑 保和 
栄区連合町内会会長 

豊田地区連合町内会会長 

副会長 保坂 順弥 
栄区連合町内会副会長 
本郷第三連合町内会会長 

副会長 日浦 美智江 栄区社会福祉協議会会長 

副会長 臼井 喜代士 栄区商店街連合会会長 

会 計 田中 房一 小菅ヶ谷連合町内会自治会会長 

監 事 伊東 一郎 栄区スポーツ推進委員連絡協議会会長 

監 事 小西 淳一 栄区青少年指導員協議会会長 

 
持田 忠 笠間連合町内会自治会会長 

 
細田 利明 本郷中央連合町内会自治会会長 

 
新保 孝雄 上郷西連合町会会長 

 
吉田 敏生 上郷東連合町会会長 

 
長瀬 潔 栄区民生委員児童委員協議会会長 

 
風間 聰彦 栄区文化協会会長 

 
丸山 隆 栄区体育協会会長 
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