
編 集 後 記
今号の記事作成にあたり御協力をいただく中で、多くの委嘱委員の皆様、自治
会町内会の皆様とお話させていただきました。御自身が関わられている地域のイ
ベント等の苦労話や思い出話など・・・「大変だけど楽しい」という方が多かった
のが印象的でした。御自身の仕事等で御多忙な中でも地域のために御尽力されて
いる方々がいらっしゃることを一人でも多くの方に知っていただけたら嬉しいです。

こんなに多くの方々が
　地域のために活躍されています！

皆様のお住まいになっている地域に、自治会町内会から推薦を受けて、地域のためにさまざまな活
動をされている委嘱委員※の皆様がいらっしゃるのは御存知ですか？

今回は、そのような委嘱委員から、青少年指導員、スポーツ推進委員、民生委員・児童委員、保健
活動推進員、消費生活推進員、環境事業推進委員の皆様の役割、活動の内容などを御紹介します！

※委嘱委員とは、市や国が特定の分野について役割をお願いし、地域で活動していただく方々のことです。
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【問合せ先】
瀬谷区役所  地域振興課  地域力推進担当
TEL：045（367）5789　FAX：045（367）4423
〒 246-0021
横浜市瀬谷区二ツ橋町 190 番地
発行／平成 29 年 11 月

瀬谷の子どもたちを、地域で見守り、支援する

青少年指導員は、子どもたちの心豊かな成長を願い、地域で子ど
もたちが楽しめる行事を開催しています。また、地域のパトロール
などを通して、子どもや青少年にやさしい環境づくりに取り組んで
います。
人と人との温かいふれあいがある瀬谷で、子どもたちが夢と希望

を持って成長できるよう、私たち青少年指導員が支援していきます。

青少年指導員

各地区での活動

　地区社会福祉協議会（以下「地区社協」といいます。）は、地域住民
に最も身近な社協として、地域の方々が「自分たちの地域は自分た
ちで良くしていこう」という気持ちで組織された任意の団体です。
　地区連合自治会町内会は、住民相互の親睦を図り、そこで起こる様々
な課題を解決することを目的に自主的に組織された住民団体である
一方、地区社協は地域福祉活動の中核を担い、地域住民の抱える福
祉課題を住民同士が協働し解決を目指すことを目的としています。 
　広く住民の生活を支える地区連合自治会町内会と、福祉のために
活動する地区社協は、どちらの力も不可欠な切り離せない関係で、お
互いに協力しながら地域課題にあたっています。

　瀬谷第一地区では、高齢者等の “見守り活動” を各団体で協力
して推進しており、昨年度から“運動のすそ野を広げよう”と一人
暮らしの高齢者を中心に安心キットの普及活動を進めています。

ＷＡＴ（ワット）
Ｗ＝Watching
 （注意深い見守り）

Ａ＝Action
 （行動する）
Ｔ＝Teamの略

瀬谷第一地区のＷＡＴ運動

●自治会町内会　●地区社会福祉協議会　●民生委員・児童委員
●シニアクラブ　●保健活動推進員　●友愛活動員

ＷＡＴは以下の団体が協力して、活動しています

「自治会町内会のための講習会」を開催します。
下記の日程にて、自治会町内会の運営に役立つ講習会を実施します。
第二部では、昨年度、創立50周年を迎えた瀬谷第二地区連合自治会の事例が発表
されます。

平成29年12月２日（土）午前10時～正午
瀬谷区役所５階大会議室
第一部　講演会「開かれた自治会町内会の運営について」
　　　　講師：水津　陽子氏（合同会社　フォーティ R&C代表）
　　　　＊会の適切な運営方法、会計の透明化、加入促進のアイデアなど、役立つ情報満載！
第二部　事例発表「地域の和と50年の歩み～みんなでやりとげた周年記念事業～」
　　　　発表団体：瀬谷第二地区連合自治会
　　　　＊昨年度実施した瀬谷第二地区連合自治会創立50周年記念事業の内容を中心に、地域の和について
 お話しいただきます。
瀬谷区役所地域振興課（TEL：367-5691　FAX：367-4423）
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問合せ

瀬谷第二地区連合自治会
創立 50 周年記念式典

一人ひとりの困りごとを解決できる地域づくりを
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　【活動紹介】

地域活動マメ知識

イベント紹介

瀬谷区では、現在154人の青少年指導員が活動中です！
青少年指導員は１期２年の活動で、次の改選期は平成30年４月となっ
ています。
現在、自治会町内会を通じて、次期青少年指導員を募集中です。
私たちと一緒に、未来を育む青少年の育成支援に携わってみませんか？

第26期青少年指導員　大募集！５～ 11 月 せやっこ農体験への協力
７月 瀬谷区内のパトロール活動

10 月 瀬谷フェスティバルへの参加
11 月 瀬谷っ子探検隊
１月 瀬谷かるた大会

【瀬谷区全体での主な活動】

▲宮沢地区　宮沢かるた大会
「瀬谷かるた大会で優勝しよう！」をスローガン
に、宮沢かるた大会を開催し、腕試しに毎回多く
の子どもたちが参加しています。

▼瀬谷第一地区　Ｄｏ！スポーツ
▼三ツ境地区
　夏休み子どもレクリエーション

スポーツ推進委員と共同で小学生を対象に行っ
ている、恒例のスポーツイベントです。今年は、
瀬谷小学校で、ドッジボール、飛びつき綱引き、
グラウンドゴルフなど６種目を行いました。スポーツ推進委員と一緒に、夏レク（カ

レーパーティ）を行っています。今年は、
ＮＨＫのマスコットキャラクター「どー
もくん」が遊びに来てくれました。

10 月８日（日）NHK BS プレミアム
「みんな DE どーもくん！！」

で放送されました。



ここに紹介する委嘱委員の皆様以外にも、「明るい選挙推進協議会推進員」「家庭防災員」「女性地域安全委員」「保護司」「友愛活動員」「食生活等改善推進員」などの皆様が、それぞれの目的を達成するため、地域で御活躍されています！

　保健活動推進員は地域の健康づくり
のリーダーです。区役所と協力しなが
ら地域の健康づくりの推進のために活
躍しています。
【保健活動推進員の主な活動】
●健康づくり活動を企画し実践します。
●区役所等に地域の意見や情報を伝えた
り、区役所等の健康づくり事業に協力
します。
●地域の健康づくりのため、介護予防、高齢障害
支援、子育て支援など、地域の実状に合わせた
活動を展開します。

保健活動推進員
地域の健康づくりを推進します!!

　スポーツ推進委員は、日常生活の中でスポーツやレクリエーション
活動に親しみながら、体力向上や健康づくり、地域交流することを目的
に、スポーツ大会やレクリエーション大会などを開催しています。
　瀬谷区では、現在144名のスポーツ推進委員が、横浜市長から委嘱さ
れる非常勤の公務員として活動をし、スポーツ行政の推進に加えて地
域スポーツの推進役を担っています。
【スポーツ推進委員の主な活動】　●各地区でスポーツ行事の企画・実施
●瀬谷ふるさとウォーク大会や瀬谷区スポーツレクリエーションフェスタなどの区全体のスポーツ活動
●世界トライアスロンシリーズ横浜大会や横浜マラソンなどの横浜市のスポーツイベントの運営

　消費生活推進員は、楽しみながら学べる講座や寸劇・紙芝居、高齢
者の見守りや声かけなど、高齢者をはじめとした皆さんが悪質商法
などの被害に遭わないように活動し、地域の皆さんの安全でより良
い消費生活をサポートしています。
　また、地球温暖化対策の講座や洗剤がいらないアクリルたわしなどを
手作りして、環境に配慮した消費生活の啓発活動に取り組んでいます。
【消費生活推進員の主な活動】
●悪質商法被害未然防止などの啓発講座の実施　●地域の高齢者の
見守り活動への参加　●環境にやさしいエコな生活を紹介

スポーツ推進委員 消費生活推進員

これからも地域とともに！ 民生委員・児童委員
　今日、地域社会の姿は大きく変化しています。急速な少子・高齢化とともに、人と人とのつながりが希薄化するなか、さまざまな課題を抱え
ながら孤立する方が増加しています。そうした方々の相談に応じ、必要な支援に「つなぐ」役割を担うのが民生委員・児童委員です。
　民生委員・児童委員は３年の任期で、自治会町内会の推薦により、厚生労働大臣から委嘱される無報酬の非常勤特別職の地方公務員です。民
生委員・児童委員は公的な一端を担うことになるため、活動を行う上で「相手方の人格を尊重した相談を行うこと」「相談者の秘密を守ること」
などが義務付けられています。
　私たちは、隣人愛と社会奉仕の精神を持って、常に住民の立場に立って相談に応じて必要な援助を行い、社会福祉の増進に努
めるとともに、地域の顔の見える関係づくりから、隣近所で見守り合い・支え合う、お互いさまのまちづくりにも取り組み、誰
もが安全で安心して自分らしく健やかに暮らせる地域共生社会をめざしています。瀬谷区では158名の民生委員・児童委員が活
躍しています。
　【民生委員・児童委員の主な活動】
　●訪問・相談・見守り活動
　●「食事会」「地域サロン」などの高齢

者支援
　●「サロン活動」や「研修会」などの障

害者支援
　●「子育てサロン」などの子育て支援
　●区役所や社会福祉協議会、地域ケア

プラザなど様々な組織との連携

んでいます。
４月 委嘱式
６月 からだまるごと健康フェア講演会（全体研修）
９月 保健活動推進員合同研修会にて発表

10 月 瀬谷フェスティバルへの参加
1 月 保健活動推進員だより「げんき」発行予定

【瀬谷区全体での主な活動】

環境事業推進委員
「ヨコハマ３R夢プラン」を推進しています！

悪質商法の被害に遭わないようにスポーツで地域の絆と健康づくり

　環境事業推進委員は、「ヨコハマ３R夢（スリム）プラン」に基づく、ごみ
の減量による脱温暖化に向けた３R活動の推進などの実践啓発活動を進め
ています。また、地域のごみ集積場所の清潔保持等を図るとともに、環境事業に関する情報交換等をおこな
っています。瀬谷区では166名の環境事業推進委員の方が活動しています。
【環境事業推進委員の主な活動】
●ごみ集積場所などにおける分別排出の普及啓発・地域清掃活動の推進
●地域での３R活動の実践や普及・啓発及び情報提供を目的とした地域懇談会などの開催
●不法投棄やポイ捨て防止など街の美化にかかわる取組

▲瀬谷第四地区  カローリング大会
年に一度のカローリング大会。誰でも気軽に
楽しくできるスポーツの普及をしています。

▲南瀬谷地区 地域のサロンでの啓発講座

▲相沢地区　野外炊事体験
薪割り、豚汁づくり、餅つきなどのレク
リエーションを通じて、地域の絆を深め
ました。

▲瀬谷北部地区　子ども食堂
初めての開催でしたが、たくさんの
子どもたちが参加してくれました。
今後も継続して開催していきます。

▲阿久和北部地区 お楽しみ食事会
毎回70名ほどのお一人暮らしの皆さんが民生
委員の心のこもったお食事と、様々な催しでほ
んのひと時ですが楽しんで下さっています。

▲阿久和南部地区 子育ておしゃべり会
未就学児とお母さんが歌ったりゲームを
する子育ておしゃべり会。手形足型取り
は人気です。

紙芝居を使って、高齢者の消費者被害を防止
するための講座を開催しています。

▲瀬谷第二地区　悪質商法対策講座
悪質商法の手口を分かりやすく伝える寸劇を
行い、被害防止の啓発を行っています。

▲瀬谷フェスティバル

店頭キャンペーン▶

ごみステーションの運営を通じて、分別
啓発をおこなっています。

「健康長寿の里：本郷  85 歳を元
気で迎えよう！」をスローガンに掲
げウォーキングに励んでいます。

楽しく、元気でいるために体づく
りと仲間づくりを進めています。

▲本郷地区
　レインボーウォーキング

▲細谷戸地区 はつらつクラブ

スーパー店頭でごみの
分別相談やアンケート
をおこなっています。


