⻄区連合町内会･⾃治会連絡協議会 １⽉定例会
令和２年１⽉ 17 ⽇（⾦）13︓30〜
⻄区役所３階Ｂ会議室

次

第

1 ⾏政等からの情報提供
裏⾯参照（No.１〜22）

2 その他

＜次回区連会定例会⽇程＞
（１）⽇時 ２⽉ 18 ⽇（⽕）13︓30〜
（２）場所 ⻄区役所３階Ｂ会議室

議題一覧
№

区 分

種

別

1

関係機関

お知らせ・
報告

戸部警察署管内犯罪等概況について

①

戸部警察署

佐々木刑事担当次長
土元生活安全課長

2

関係機関

お知らせ・
報告

西区内の火災・救急概況について

②

西消防署

宮川署長

3

市連会

お知らせ・
報告

飲料水備蓄促進キャンペーン「横浜水缶」特典付き販売につ
いて

③

水道局

井田中村水道事務所担当
課長

4

市連会

お知らせ・
報告

台風第15号等に係る住宅修繕緊急支援事業の開始につい
て

④

建築局

みふね

5

市連会

お知らせ・
報告

令和元年台風第19号災害義援金の支給について

⑤

健康福祉局

内田福祉保健課長

6

区

お知らせ・
報告

第４期にこまちプラン（西区地域福祉保健計画）策定に向け
実施した区民アンケートの結果について

⑥

福祉保健課

内田福祉保健課長

7

区

お知らせ・
報告

あんしんカードの更新について

⑦

福祉保健課

内田福祉保健課長

8

市連会

お知らせ・
報告

新市庁舎への移転及び内覧会の実施について

⑧

総務局

田丸総務課長

9

区

お知らせ・
報告

自治会・町内会 会計役員研修会の開催について

－

地域振興課

西野地域振興課長

10 区

お知らせ・
報告

西区地域づくり大学校第６講の聴講について

⑩

区政推進課

村上区政推進課長

11 市連会

推薦依頼及び 令和２年度家庭防災員研修受講者等の推薦及び募集に関
班回覧
するチラシの班回覧について

⑪

西消防署

西総務・予防課予防係長

にしく市民活動支援センター情報紙「にしとも広場mini」第13
号の班回覧について

⑫

にしく市民活動支
援センター

加世田センター長

12 関係機関 班回覧

議

題

資料

担当課等

説明者

御船住宅政策課担当係長

13 区

班回覧及びポ 「西区商店街deバレンタインスタンプラリー」冊子の班回覧及
スター掲出
びポスター掲出について

⑬

地域振興課

西野地域振興課長

14 区

班回覧

「西区保健活動推進員会 会報第36号」の班回覧について

⑭

福祉保健課

内田福祉保健課長

15 区

班回覧

令和元年度西区権利擁護講演会「シニアのためのライフプラ
ン講座」開催チラシの班回覧について

⑮

高齢・障害支援課 山田高齢・障害支援課長

16 区

班回覧

「西区３Ｒ夢ニュース」の班回覧について

⑯

地域振興課

髙橋資源化推進担当課長

17 区

推薦依頼

「西区環境行動推進功労者表彰」の候補者推薦について

⑰

地域振興課

髙橋資源化推進担当課長

18 関係機関 その他依頼

「西区環境事業推進委員意見交換会」の開催について

－

西区環境事業推進 髙橋事務局長（資源循環局
委員連絡協議会 西事務所長）

19 関係機関 ポスター掲出

神奈川県立歴史博物館特別展「掃部山銅像建立110年井伊
直弼と横浜」開催に係るポスター掲出について

⑲

神奈川県立歴史博 こいかわ
小井川主任学芸員
物館

⑳

高齢・障害支援課 山田高齢・障害支援課長

20 区

ポスター掲出 シニアの祭典のポスター掲出について

21 関係機関 その他依頼

日本赤十字社横浜市西区地区委員会、神奈川県共同募金
会横浜市西区支会の事務費等の交付について

㉑

西区社会福祉協議
武井事務局長
会

22 関係機関 その他依頼

令和２年度「にこまち助成金」の周知および申請受付につい
て

㉒

西区社会福祉協議
武井事務局長
会

一括説明

一括説明

一括説明

令和２年１月西区連会定例会資料
１

行政等からの情報提供

〈市連会、区、その他からの報告及び依頼事項〉
［自治会・町内会長へのお知らせ・報告］
１ 戸部警察署管内犯罪等概況について
〔お知らせ〕
（戸部警察署）

（議題１の資料参照）

佐々木刑事担当次長
土元生活安全課長

［自治会・町内会長へのお知らせ・報告］
２ 西区内の火災・救急概況について
〔お知らせ〕
（西消防署）

（議題２の資料参照）

宮川署長
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３

飲料水備蓄促進キャンペーン「横浜水缶」特典付き販
売について
〔お知らせ〕
（市連会・水道局）

（議題３の資料参照）

中村水道事務所

井田担当課長

水道局では日頃より災害の発生に備えて、ご家庭や企業等において、１人１日３リ
ットル、３日分で９リットルの飲料水の備蓄やくみ置きをお願いしています。防災意
識が高まる１月から３月にかけて飲料水備蓄促進キャンペーン「横浜水缶」特典付き
販売を実施します。
（１）キャンペーン期間
１月９日（木）～３月 21 日（土）ご注文分まで
（２）特典
ア キャンペーン期間中のご注文は配達料無料
イ 10 箱購入ごとに横浜水缶を追加で１箱プレゼント
（３）ご注文・問合せ先
水道局お客さまサービスセンター
電話 847-6262／FAX848-4281
【１月下旬に資料を自治会・町内会長宅あて送付します。】

４

台風第 15 号等に係る住宅修繕緊急支援事業の開始に
ついて
〔お知らせ〕
（市連会・建築局）
みふね

（議題４の資料参照）

御船住宅政策課担当係長

令和元年台風第 15 号等により、半壊又は一部損壊した住宅について、耐震性の向上
等に資する修繕工事に対する補助事業を開始しました。
なお、当制度については、１月の広報よこはまに掲載予定です。
（１）募集期間
令和元年 12 月 20 日（金）～令和２年３月 10 日（火）
（２）問合せ先
建築局住宅政策課
電話 671-3975
【１月下旬に資料を自治会・町内会長宅あて送付します。】
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５

令和元年台風第 19 号災害義援金の支給について
〔お知らせ〕
（市連会・健康福祉局）

（議題５の資料参照）

内田福祉保健課長

神奈川県、日本赤十字社神奈川県支部、神奈川県共同募金会で募集している「令和
元年台風第 19 号災害義援金」について、まとめて、県を通じ本市に一次配分がありま
した。
これにより、台風第 19 号で被害を受けた横浜市民の皆様に義援金を支給すること
となりましたのでご報告します。
なお、本件については２月の広報よこはまに掲載予定です。
（１）募集期間
令和元年 10 月 25 日～令和２年 1 月 31 日
（２）本市被災者への支給
県の配分基準に沿って、健康福祉局福祉保健課で、被災された市民の皆様に
支給します。
（３）問合せ先
健康福祉局福祉保健課
電話 671-4044／FAX664-3622
【１月下旬に資料を自治会・町内会長宅あて送付します。】

６

第４期にこまちプラン（西区地域福祉保健計画）
策定に向け実施した区民アンケートの結果について
〔報 告〕
（福祉保健課）

（議題６の資料参照）

内田福祉保健課長

区民意識の変化や取組状況などを把握し、第３期計画全体の評価と併せて、第４期
計画策定への参考とするため、区民アンケートを実施しました。
（１）アンケート期間
令和元年７月１日～７月３１日
（２）対象者
無作為抽出した 18 歳以上の西区民 3,000 人
（３）回答者数
1,362 名（回答率 45.4％）
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（次ページに続く）

（４）調査結果
１月下旬に、西区ホームページのトップページに掲載します。
（５）問合せ先
福祉保健課（２階 27 番窓口）担当：本田、平野、柳田
電話 320-8437／FAX 324-3703

７

あんしんカードの更新について
〔お知らせ〕
（福祉保健課）

（議題７の資料参照）

内田福祉保健課長

西区では、災害時に生きる地域での日頃からの「顔の見える関係づくり」をお手伝
いしています。そのひとつとして、
「あんしんカード」等を配付しておりますが、定期
的な更新を推奨しているため、申込方法等についてご案内します。
また、それぞれの自治会・町内会ごとに最終更新年月日をご確認いただけるよう、
ご案内を入れさせていただく予定ですので、ご一読いただき、更新のご検討をお願い
します。
（１）申込方法
自治会・町内会ごとに、別紙申込書にカード等の必要数、お渡し方法などを記
入して、福祉保健課に FAX 等でお申込みください。
（２）申込先
福祉保健課（２階 27 番窓口）担当：松下
電話 320-8437／FAX 324-3703
【１月下旬に申込用紙を自治会・町内会長宅あて送付します。】

８

新市庁舎への移転及び内覧会の実施について
〔お知らせ〕
（市連会・総務局）

（議題８の資料参照）

田丸総務課長

新市庁舎は１月末をもってしゅん工を迎えます。今後は２月から什器の搬入、４月
から６月にかけて各局統括本部が引越しを行い、６月 29 日（月）に全面供用開始とな
ります。
また、３月 28 日（土）、29 日（日）には内覧会を実施しますので、ぜひお越しいた
だき、執務室や議場などをご覧ください。
（次ページに続く）
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なお、移転日程や、内覧会の詳細については、今後ポスター・チラシ、広報よこは
ま、横浜市ホームページにてご案内します。
問合せ先
総務局管理課新市庁舎整備担当
電話 633-3901／FAX664-2501

９

自治会・町内会

担当：大津、岩井

会計役員研修会の開催について
〔お知らせ〕

（区連会・総務課・区政推進課・地域振興課・西区社会福祉協議会）
西野地域振興課長
令和２年度の地域活動推進費をはじめとした補助金の申請・交付が円滑に行われる
ように、会計役員の方々を対象として研修会を開催します。
なお、本年度は総務課、区政推進課、地域振興課、及び西区社会福祉協議会が合同
で行います。
（１）研修内容
地域活動推進費・地域防犯灯維持管理費補助金、
「町の防災組織」活動費補助金、
西区地域のつながりを育み強める補助金、及び社会福祉協議会の補助金の申請に
ついて
（２）開催日時
３月 16 日（月） 18 時 30 分～20 時 30 分（予定）
（３）会場
西区役所３階ＡＢ会議室
（４）対象者
各自治会・町内会、各地区連 会計役員等
（５）申込方法
参加を希望される方は、会場に直接お越しください。なお、１自治会・町内会
につき原則２名様までで御出席をお願いします。
（６）問合せ先
地域振興課（４階 47 番窓口） 担当：野村、森永
電話 320-8386／FAX 322-5063
（７）その他
地域活動推進費補助金等の交付申請及び実績報告書の提出については３月の定
例会で依頼します。
【１月下旬に開催通知を自治会・町内会長宅あて送付します。】
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10

西区地域づくり大学校第６講の聴講について
〔お知らせ〕
（区政推進課）

（議題 10 の資料参照）

村上区政推進課長

西区地域づくり大学校では、
「居場所づくり」をテーマに 10 月 24 日から６回の講座
を行ってきました。修了を迎えるにあたり、地域の皆様に広く受講生の思いや今後の
計画を知っていただき、地域に活動が根付くよう、ご協力をいただければと思います。
つきましては、今年度の第６講（発表と修了式）について、地域の皆様にもご覧い
ただきたく、お願いいたします。
（１）日時
２月６日（木） ９時 15 分から２時間程度
（２）場所
にしとも広場（西区役所１階）
（３）申込方法
１月 29 日（水）までに、下記担当あてに電話又は FAX、メールでお申込みくだ
さい。
※会場の関係で、申込人数が多い場合は調整させて頂きますので、ご了承下さい。
（４）問合せ先
区政推進課地域力推進担当（４階 49 番窓口）
電話 320-8319／FAX 322-9847
メール：ni-chiikiryoku@city.yokohama.jp
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［推薦依頼及び班回覧］
11 令和２年度家庭防災員研修受講者等の推薦及び募集
に関するチラシの班回覧について
〔依 頼〕
（市連会・西消防署）

（議題 11 の資料参照）

西総務・予防課予防係長

自らの家庭を守るための知識や技術を身に付けるとともに、地域における防災活動
の担い手として活躍できる家庭防災員を養成するために、研修受講者を推薦していた
だくよう各自治会・町内会長に依頼します。
あわせて、家庭防災員募集に関するチラシの班回覧をお願いします。
また、家庭防災員自主活動等の連絡を担当していただく家庭防災員地区連絡員につ
いて、各地区連合町内会・自治会からご推薦をお願いします。
（１）募集期間
２月１日(土)から３月 31 日(火)まで
（２）推薦対象者
ア 家庭防災員研修受講者
新規に家庭防災員研修を受けられる方
イ 家庭防災員地区連絡員
すでに家庭防災員の経験が１年以上ある方
（３）推薦者数
ア 家庭防災員研修受講者
各自治会・町内会から２名程度
イ 家庭防災員地区連絡員
各地区連合町内会・自治会から２名程度
（４）提出先
西消防署総務・予防課予防係 担当：西、菊池
電話・FAX 313-0119
《依

頼》

家庭防災員研修受講者、家庭防災員地区連絡員の推薦及び募集に関
するチラシの班回覧

【１月下旬に依頼文、推薦用紙、返信用封筒及びチラシを自治会・町内会長宅あ
てに、依頼文、推薦用紙及び返信用封筒を地区連合町内会・自治会長宅あてに
送付します。】
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［班回覧］
12 にしく市民活動支援センター情報紙「にしとも広場
mini」第 13 号の班回覧について
〔依 頼〕
（にしく市民活動支援センター）

（議題 12 の資料参照）

加世田センター長

にしく市民活動支援センターが発行している情報紙「にしとも広場
を発行しますので、班回覧の御協力をお願いします。

mini」第 13 号

（１）問合せ先
にしく市民活動支援センター
電話 620-6624
《依

頼》

「にしとも広場

【１月下旬に「にしとも広場

13

mini」（Ａ４判両面）の班回覧
mini」を自治会・町内会長宅あて送付します。】

「西区商店街 de バレンタインスタンプラリー」冊子
の班回覧及びポスター掲出について
〔依 頼〕
（地域振興課）

（議題 13 の資料参照）

西野地域振興課長

「西区商店街 de バレンタインスタンプラリー」を開催します。参加店舗で買い物
をしてスタンプを４つ集めて応募すると、素敵な景品が当たります。区民の皆様にお
知らせするため、冊子の班回覧及びポスターの掲出をお願いします。
（１）開催期間
２月１日（土）～２月 28 日（金）
（２）参加賞・景品
ア 参加賞（先着 200 名様）
今治ハンドタオル
イ 景品 16 種類（抽選）
・東京近郊有名テーマパーク ペアチケット
・横浜ロイヤルパークホテル ランチブッフェ
・MARK IS みなとみらい ご利用券
・ジェフグルメカード
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ペア招待券

（次ページに続く）

・横浜アンパンマンこどもミュージアム
・藤棚地区共通商品券 など

入館チケット

（３）問合せ先
地域振興課（４階４７番窓口）担当：竹内
電話 320-8386／FAX322-5063
《依

頼》①冊子（Ａ４判６ページ）の班回覧
②ポスター（Ａ４判）の掲出

【１月下旬に冊子及びポスターを自治会・町内会長宅あて送付します。】

14

「西区保健活動推進員会
ついて

会報第 36 号」の班回覧に
〔依 頼〕
（福祉保健課）

（議題 14 の資料参照）

内田福祉保健課長

「地域における健康づくりの推進役」として活動している西区保健活動推進員会に
おいて、このたび会報第 36 号を作成しました。
会報には、主に各地区推進員の健康づくりに向けた取組を掲載しています。区民の
皆様に推進員の活動を紹介するとともに、ご自身の健康づくりのきっかけにしていた
だくため、会報の班回覧をお願いします。
（１）問合せ先
福祉保健課（２階 26 番窓口）担当：池田
電話 320-8439／FAX 324-3703
《依

頼》

「会報」（Ａ４判、２ページ）の班回覧

【１月下旬に「会報」を自治会・町内会長宅あて送付します。】
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15

令和元年度西区権利擁護講演会「シニアのためのラ
イフプラン講座」開催チラシの班回覧について
〔依 頼〕
（高齢・障害支援課）

（議題 15 の資料参照）

山田高齢・障害支援課長

高齢者が、今後の人生を自分らしく、より豊かなものにしていくためには、今から
できることについて自ら考え、行動していくことが大切です。その上で、必要なこと
を学んでいただくことを目的に、西区では「シニアのためのライフプラン講座～弁護
士が教える、終活のポイント～」を開催します。区民の皆様にお知らせするため、班
回覧をお願いします。
西区で作成した西区版エンディングノート「ウエスト・ライフストーリー～わたし
の美望録～」についてもあわせて配布・周知をします。
（１）日時
３月４日（水）14 時 00 分～16 時 00 分（13 時 30 分受付開始）
（２）場所
西区役所 ３階ＡＢ会議室
（３）対象、定員
西区在住・在勤の方、先着 50 名
（４）申込方法
区役所窓口又は電話、FAX にてお申し込みください。（祝日を除く平日９時～
17 時）
（５）申込先
高齢・障害支援課高齢担当
電話 320-8410／FAX 290-3422
《依

頼》

チラシ（Ａ４判両面）の班回覧

【１月下旬にチラシを自治会・町内会長宅あて送付します。】

16

「西区３Ｒ夢ニュース」の班回覧について
〔依

頼〕

（地域振興課）

（議題 16 の資料参照）

髙橋資源化推進担当課長

「西区３Ｒ夢ニュース」は、ごみの減量化、リサイクルや街の美化に関する区の取
組について、年３回発信するものです。
（次ページに続く）
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今回は、粗大ごみってどんなごみ、横浜環境行動賞「ヨコハマ３Ｒ夢」表彰、神奈
川県美化運動推進功労者表彰の報告等の３Ｒ夢の取組や集積場所の優れた取組などを
紹介します。
区民の皆様にお知らせするため、班回覧をお願いします。
（１）問合せ先
地域振興課（４階 47 番窓口）担当：鈴木、松村
電話 320-8388／FAX 322-5063
《依

頼》

「西区３Ｒ夢ニュース」（Ａ４判両面）の班回覧

【１月下旬に「西区３Ｒ夢ニュース」を自治会・町内会長宅あて送付します。】

［推薦依頼］
17 「西区環境行動推進功労者表彰」の候補者推薦に
ついて
〔依 頼〕
（地域振興課）

（議題 17 の資料参照）

髙橋資源化推進担当課長

地域において、横浜市地球温暖化対策実行計画の推進に功労のあった個人または団
体に対し、令和２年度西区環境行動推進功労者表彰者の御推薦をお願いします。
（１）推薦者数
西区内における環境行動の推進に功績のあった人で、各地区から原則として個
人・団体あわせて３候補以内
（２）推薦期限
２月 28 日（金）
（３）提出先
地域振興課（４階 47 番窓口）担当：鈴木、松村
電話 320-8388／FAX 322-5063
《依

頼》

各表彰候補者の推薦

【依頼文及び推薦用紙を各地区連会長あて席上配付します。】
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［その他依頼］
18 「西区環境事業推進委員意見交換会」の開催について
〔依 頼〕
（西区環境事業推進委員連絡協議会）
髙橋事務局長（資源循環局西事務所長）
環境事業推進委員の活動を効果的に進めるため、各地区からの報告及び情報交換を
行うための意見交換会を開催します。
（１）開催日時
３月４日（水）16 時 00 分から
（２）場所
ホテルプラム（HOTEL PLUMM）横浜
（北幸２－９－１、電話 314-3111）
（３）内容
ア 環境事業推進委員永年在職者紹介
イ 各地区活動報告
ウ 意見交換会
（４）負担金
意見交換会参加者１人あたり 7,000 円
（５）問合せ先
資源循環局西事務所 電話 241-9773
《依

頼》

①各地区連会長の出席
②区連会長の挨拶
③負担金のお願い

【別途、案内文を各地区連会長及び各環境事業推進委員あてに郵送しています。】
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［ポスター掲出］
19 神奈川県立歴史博物館特別展「掃部山銅像建立 110 年
井伊直弼と横浜」開催に係るポスター掲出について
〔依 頼〕
（神奈川県立歴史博物館）
こ い か わ

（議題 19 の資料参照）

小井川主任学芸員

横浜市西区掃部山公園に立つ井伊直弼銅像は明治 42 年（1909）に建立され、関東
大震災で罹災、戦中の金属回収により２代目の像が再建される歴史を経て、2019 年
で建立 110 年を迎えました。横浜を開港へと導いた幕末の大老の像として、また、近
代都市横浜のランドマークの一つとして地域の人々に親しまれ、現在も毎年夏には銅
像前で「西区虫の音を聞く会」が催されています。
このたび、神奈川県立歴史博物館で、特別展「掃部山銅像建立 110 年 井伊直弼と
横浜」を開催することとなりました。掃部山銅像の建立から現在にいたる歴史の中
に、井伊直弼と横浜の町の深いかかわりを考えていきます。
つきましては、展示会の実施を広く区民の皆様に周知させていただくため、各自治
会・町内会において、ポスターの掲出をお願いします。
（１）日時
２月８日（土）～３月 22 日（日）
９時 30 分～17 時 00 分（入館は 16 時 30 分まで）
（２）場所
神奈川県立歴史博物館（中区南仲通５－60）
（３）問合せ先
神奈川県立歴史博物館
電話 201-0926／FAX 201-7364
《依

頼》

ポスター（Ａ４判）の掲出（表面を掲出）

【１月下旬にポスターを自治会・町内会長宅あて送付します。】
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20

シニアの祭典のポスター掲出について
〔依

頼〕

（高齢・障害支援課）

（議題 20 の資料参照）
「かがやきクラブ横浜

山田高齢・障害支援課長

第６回シニアの祭典」が２月 27 日（木）に横浜文化体育館

で開催されます。
つきましては、多くの方に参加いただきたく、各自治会・町内会において、ポスタ
ーの掲出をお願いします。
（１）日時及び会場
日時：２月 27 日（木）10 時 00 分～15 時 00 分
場所：横浜文化体育館
（２）問合せ先
横浜市老人クラブ連合会
電話 433-1256／FAX 433-1257
《依

頼》

ポスター（Ａ４判）の掲出

【１月下旬にポスターを自治会・町内会長宅あて送付します。】
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［その他依頼］
21 日本赤十字社横浜市西区地区委員会、神奈川県共同
募金会横浜市西区支会の事務費等の交付について
〔依 頼〕
（西区社会福祉協議会）

（議題 21 の資料参照）

武井事務局長

令和元年度にご協力いただきました各事業につきまして、事務費及び協力費をお振
り込みいたします。つきましては、振込用の指定口座の口座振込依頼書の御提出をお
願いします。
（１）交付額
日赤事務費
：1,000 円（一律）
日赤協力費
：○○円 （募金実績×5％）※1,000 円未満は四捨五入
共募事務費
：1,000 円（一律）
共募だより配布協力費：○○円 （世帯数×0.9×2 円）※100 円未満切り上げ
（２）交付方法
口座振込依頼書を２月 14 日（金）までにご返送ください。
※振込人名を「神奈川県共同募金会横浜市西区支会（ｶﾅｶﾞﾜｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲﾖｺﾊ
ﾏｼﾆｼｸｼｶｲ）」として、合算額を３月にお振り込みします。
（３）問合せ先
日本赤十字社横浜市西区地区委員会（担当：三澤、佐野）
神奈川県共同募金会横浜市西区支会（担当：久保田、竹上）
横浜市西区高島２－７－１ ファーストプレイス横浜３階
電話 450-5005／FAX 451-3131
《依

頼》

事務費等の振込用指定口座の口座振込依頼書の提出

【１月下旬に資料を自治会・町内会長宅あて送付します。】
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22

令和２年度「にこまち助成金」の周知および申請受
付について
〔依 頼〕
（西区社会福祉協議会）

（議題 22 の資料参照）

武井事務局長

西区地域福祉保健計画（にこまちプラン）の推進につながる地域活動を支援するた
めの「にこまち助成金」について、広く活用されるよう区民への周知についてご協力
をお願いいたします。
（１）令和２年度事業に対する助成金申請受付期間
ア 申請金額が５万円を超えるもの：年３回
第１回 ２月 14 日(金)～２月 28 日(金)
第２回 ５月 22 日(金)～６月 ５日(金)
第３回 ９月 11 日(金)～９月 25 日(金)
イ 申請金額が５万円までのもの：通年
※いずれも受付は平日（月曜～金曜）の９時 30 分～16 時 30 分まで
※申請に関する相談については随時対応します。
（２）問合せ先
西区社会福祉協議会
電話 450-5005／FAX 451-3131
【１月下旬に資料を自治会・町内会長宅あて送付します。】
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