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西区連合町内会・自治会連絡協議会７月定例会 
 

 

 日 時 平成２５年７月１８日（木） 

１３時３０分～ 

場 所 大向ビル１階会議室 

 

 

 

 

〈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）             渡邉生活安全課長 

 

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）                  岡田署長 
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３ 初期消火箱設置補助金交付要綱の改正について    

                    〔お知らせ〕 
 （西消防署） 

 

 （議題３の資料参照）               江村庶務課長 

 

本市では、火災発生時に消防隊が現場到着するまでの間、地域の皆様によって火災

の被害を 小限にとどめていただくため、自治会町内会が設置する初期消火箱に対し

補助金を交付しています。 

このたび、初期消火箱設置補助金交付要綱を改正しましたので、お知らせします。 

 

（１）補助対象メニューの拡充 

   新たに「スタンドパイプ式初期消火器具」を補助対象としました。 

（２）初期消火箱の仕様変更 

   軽量で取扱の容易な「４０ｍｍホース」の選択も可能としました。 

   より安全で効果的に放水活動ができるよう「可変ノズル」を追加しました。 

（３）補助対象仕様 

初期消火器具等 仕     様 補助率 

初期消火箱 

・消防用ホース(40 または 50 ミリ) ３～４本 

・筒先(40 または 50 ミリ) １本 

・可変ノズル １個 

・媒介金具 １個 

・消火栓蓋開閉キー  

・消火箱（設置工事費含む）  

１／２ 

(上限８万円)

 

スタンド 

パイプ式 

初期消火器具 

・消防用ホース(40 ミリ) ３～４本 

・筒先(40 ミリ) １本 

・可変ノズル １個 

・スタンドパイプ １本 

・媒介金具 

・消火栓蓋開閉キー 

・台車 

１／２ 

(上限８万円)

 

 

（４） 問合せ先 

 西消防署予防課予防係 電話・ＦＡＸ （３１３）０１１９ 
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４ 「夏休みしょうぼうふれあいフェスタ」の開催    

 について               〔お知らせ〕 
（西消防署） 

 
（議題４の資料参照）               江村庶務課長 

 
 地域の方々から親しまれ気軽に立ち寄れる消防署・所を目指し、８月８日（木） 

から１０日（土）までの３日間、「夏休み消防ふれあいフェスタ」を開催します。 

 

（１）８月８日（木）開催 

  ア 時間 １０時～１４時 

  イ 会場 西消防署 

  ウ 内容 消防音楽隊演奏、はしご車搭乗体験、地震体験等 

（２）８月９日（金）開催 

  ア 時間 １０時～１４時 

  イ 会場 浅間町消防出張所 

  ウ 内容 レンジャー体験、救助車両展示等 

（３）８月１０日（土）開催 

  ア 時間 １０時～１４時 

  イ 会場 境之谷消防出張所 

  ウ 内容 消防・救急体験コーナー、地震体験、消防車と記念撮影等 

 
※ 問合せ先 

西消防署予防課予防係 担当 古池 

電話・ＦＡＸ （３１３）０１１９ 
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５ 公共建築物マネジメント白書について        

                    〔お知らせ〕 
（市連会・財政局） 

 

 （議題５の資料参照）  足立公共施設・事業調整課 
保全・利活用計画担当課長 

 

 本市が所有する建築物は約２，５００施設にのぼり、今後の保全や建替に係る財政

負担が課題となっています。一方で少子高齢化等の人口構造の変化に伴う市民ニーズ 

への対応も求められています。 

 ３月にとりまとめました「横浜市公共建築物マネジメント白書」は本市が所有する

公共建築物の現状について、築年数や費用等のデータをもとに、課題を整理し、その

解決に向けた視点を提示しています。 

 今後は、本白書を基礎資料として、今後の公共建築物のあり方について検討を進め

てまいります 

 

６ 生涯学習ボランティア「西区街の名人・達人」ガイド 

 ブック追加分配布について       〔お知らせ〕 
（地域振興課） 

 

 （議題６の資料参照）         仲山学校支援・連携担当課長 

 

 にしく市民活動支援センターには、様々な知識や技術・技能を持っている方たちが

生涯学習ボランティアとして登録しています。 

 この登録制度は、市民と登録者の相互学習の機会を高めるとともに、生涯学習の振

興と地域活動の活性化を図ることを目的としています。 

 この度、新規登録者情報を加えました「西区街の名人達人」ガイドブック追加分・

ダイジェスト版追加を発行いたしました。 

 つきましては、昨年６月に配布いたしましたガイドブック 2012 年度版、ダイジェス

ト版にあわせまして、地域の学習の場や行事等にご活用ください。 

 

  【ガイドブック追加分を席上配付します。 

ダイジェスト版を自治会・町内会長宅あて送付します。】 
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７ 平成２５年度西区保健活動推進員活動計画について  

                    〔お知らせ〕 
（西区保健活動推進員会） 

 

 （議題７の資料参照）              小林福祉保健課長 

 

西区保健活動推進員は地域の健康づくりの推進を目的として活動しています。 

「第 2 期健康横浜２１」に基づき、これからも区役所や地域と連携して健康づくりに

関する様々な活動を行います。 

 このたび、地区ごとの年間予定表を作成しました。保健活動推進員が実施する健康

づくり事業に是非ご参加ください。また、地域のイベントとの連携など自治会町内会

活動にお役立てくださいますようお願いいたします。 

 

 《２５年度の主な活動》 

 ・ウォーキング仲間づくり【原則第２日曜日 戸部公園集合 初心者可】  

 ・スポーツウォーキング 【原則第４土曜日 平沼小学校集合 早足で約 3 キロ歩

きます。】 

 ・転ばんよ体操【原則第 1 火曜日 藤棚地域ケアプラザ】 

 ・野毛山動物園での食習慣の改善・運動習慣の定着イベント【10 月 7 日】 

 

※ 問合せ先 

福祉保健課 

電話 ３２０－８４３８  ＦＡＸ ３２４－３７０４ 
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８ 自治会町内会防災担当者向け研修会の開催について  

                    〔お知らせ〕 
（総務課） 

 
 （議題８の資料参照）                日下総務課長 

 
「減災」を進めるためには、地域、事業者、行政が連携した取組みを進めることが重

要ですが、災害発生時は行政も被災することから、地域での「自助、共助」が特に重
要となります。 

そこで、今年度新たに自治会町内会防災担当者の皆様を対象として、５月に改訂し
た「西区防災計画（震災対策編）」を踏まえ、日頃の備えや地域での助け合いなど、「自
助、共助」を基本としたより実践的な防災研修会を開催しますので、参加者を募集し
ます。 

 

 

（１）開催日時（両日とも同じ内容です。） 

   ９月１０日（火）１９時～２０時３０分 

   ９月１２日（木）１９時～２０時３０分 

（２）会場 

   大向ビル１階会議室 

（３）対象者 

   自治会町内会防災担当者（防災に関わっている方） 

（４）研修内容 

  ア 西区防災計画（震災対策編）について 

イ よこはま地震防災市民憲章について 

  ウ 減災行動（平時の備え、地震発生時の行動、地震発生後の行動）について 

  エ その他 

（５）申込期限 

   ８月３０日（金） 

（６）問合せ先 

   西区役所総務課防災担当 内木、櫻井、三石 

   電話 ３２０－８３１０  ＦＡＸ ３２２－９８４７ 

 

  【７月下旬に依頼文を自治会・町内会長宅あて送付いたします。】 
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［班回覧］ 
９ 津波警報伝達システムを用いた訓練放送の実施   
 について               〔依 頼〕 

（総務課） 

 
 （議題９の資料参照）            日下総務課長 

 

 津波浸水が予測される沿岸部を含む８区に設置した、「津波警報伝達システム」の屋

外スピーカーから訓練放送が流れます。 

 

（１）日時 

   ９月１１日（水） 

   １回目:１１時  ２回目:１１時３０分  計２回実施 

（２）放送内容 

   「これは試験放送です。」の音声放送が流れます。今回の放送は実際に避難を促 

  すサイレン音や内容を流すものではありません。 

（３）実施場所（計１６か所） 

   臨港パーク、日本丸メモリアルパーク、横浜駅東口バスターミナル付近、 

高島二丁目東口第２駐輪場、高島一丁目国道脇、首都高横浜駅西口出口付近、 

内海橋付近、相鉄口交番付近、浅山橋付近、平沼一丁目付近、 

岡野町交差点付近、平沼橋付近、平沼さわやか公園、平沼小学校、岡野中学校、 

西スポーツセンター 

（４）伝達範囲の確認 

   西区では１０か所程度に職員を配置し、音声放送の伝達範囲の確認を行います。 

 

  《依 頼》 チラシ（Ａ４判）の班回覧 

 

  【７月下旬にチラシを自治会・町内会長宅あて送付します。】 
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10 横浜市長選挙啓発チラシの班回覧について      
                     〔依 頼〕 

（市連会・選挙管理委員会） 

 

                    日下事務局次長（総務課長） 

 

 ８月２５日（日）執行の横浜市長選挙の選挙啓発チラシについて、班回覧をお願い

します。 
 

  《依 頼》 チラシの班回覧（Ａ４判、４ページ） 

 

 【８月中旬に市選挙管理委員会からチラシを自治会・町内会長宅あて郵送します。】 

 

11 『にしまろ通信～西区のみんなの「地域の力」～』の   

 班回覧について             〔依 頼〕   
（区政推進課） 

 

 （議題 11 の資料参照）            梅澤区政推進課長 

 

 西区内では、自治会・町内会をはじめ、地域の様々な団体・個人の皆様が、身近な

地域をより良くするために、幅広い活動に取り組んでいます。 

 そこで、このたび『にしまろ通信～西区のみんなの「地域の力」～』を新たに発行

し、地域の意欲ある取組や、地域ぐるみの活動などを紹介しながら、区民の皆様と情

報を共有していきたいと考えています。 

 西区役所も、地域のことを地域で考え解決する力＝「地域力」が一層アップするよ

う、地域の皆様の活動を引き続き支援していきます。 

 

 《依 頼》 「にしまろ通信」（Ａ４判、４ページ）の班回覧 

 

 【７月下旬に「にしまろ通信」を自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

12 「西区青指だより」の班回覧について        

                          〔依 頼〕   
（地域振興課） 

 

 （議題 12 の資料参照）            渋谷地域振興課長 

 

 《依 頼》 「西区青指だより」（Ａ４判、４ページ）の班回覧 

 

 【７月下旬に「西区青指だより」を自治会・町内会長宅あて送付します。】 
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13 西区スポーツ推進委員連絡協議会広報紙       
 「スポーツ西」の班回覧について     〔依 頼〕    

（地域振興課） 

 

 （議題 13 の資料参照）            渋谷地域振興課長 

 

 《依 頼》 「スポーツ西」（Ａ４判、４ページ）の班回覧 

 

 【７月下旬に「スポーツ西」を自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 
［協力金の納入とポスターの掲出］ 
14 第 49 回「西区虫の音を聞く会」協力金の納入及び  
 ポスターの掲出について         〔依 頼〕 

  （ふるさと西区推進委員会） 

 
 （議題 14 の資料参照）        渋谷事務局長（地域振興課長） 

 

（１）開 催 日 時  ８月２４日（土）１７時～１９時３０分 ※雨天中止 

（２）場   所  掃部山公園 

（３）協 力 金  区連会     １５０，０００円 

          各地区連会    １０，０００円 

          （第１地区のみ１００，０００円） 

（４）納 入 期 限  ８月１６日（金） 

（５）納 入 方 法  地域振興課までご持参いただくか、ゆうちょ銀行（郵便局）で

お振込みください。 

（６）問 合 せ 先  地域振興課（４階４７番窓口）担当 松本・片柳 

          電話３２０－８３８９／FAX３２２－５０６３ 

 

  《依 頼》① 区連会、各地区連会協力金の納入 

       ② ポスター（Ａ４判）の掲出 

 

  【依頼文を地区連会長あて席上配付します。また、ポスターについては、７月下

旬に自治会・町内会長宅あて送付します。】 
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［ポスターの掲出及び班回覧］ 

15 西区制 70 周年記念「温故知新」魅力アップ事業   

 西区のおいしいもの＆老舗の募集について 〔依 頼〕 
 （西区制 70 周年記念「温故知新」魅力アップ事業実行委員会 部会４） 

 
（議題 15 の資料参照）             渋谷地域振興課長 

 

西区制 70 周年記念「温故知新」魅力アップ事業実行委員会 部会４では、西区制

70 周年を広くＰＲするための仕掛けとして、「にしまろちゃんがおうちで食べたい!お

いしいもの」として特色ある食べ物を、及び「区制 70 周年共に歩んだ老舗」としてゆ

かりのある地域に根付いた店舗・企業等を募集します。応募いただいたものは部会で

認定し、70 周年のイベント等で発表及び活用していきます。 

 

（１）募集時期 

   ９月２日（月）～１１月２９日（金） 

（２）発表時期 

   平成２６年４月予定 

 

  《依 頼》① ポスター（②チラシ(表面)Ａ４判）の掲出 

       ② チラシ（Ａ４判 ２ページ）の班回覧 

 

  【８月下旬にポスター及びチラシを自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

16 第 30 回「横浜かもんやま能」ポスターの掲出及び  

 チケット先行販売の班回覧について   〔依 頼〕  

（ふるさと西区推進委員会） 
 

 （議題 16 の資料参照）        仲山学校支援・連携担当課長 

 

 （１）開催概要 

   ア 日時 

  １１月１６日（土）１４時開演（１６時４５分終演予定） 

イ 会場 

横浜能楽堂（西区紅葉ケ丘２７－２） 

  ウ 演目 

    狂言「千鳥（ちどり）」、能「楊貴妃（ようきひ）」 

 

（次ページに続く） 
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（２）区民先行チケット販売 

   ア 日時 

 ９月１７日（火）１０時～１４時 

   イ 受付 

  西区役所地下１階Ａ会議室 

 

   ※ 一般販売は９月２１日（土）正午から横浜能楽堂のみで行います。 

 

  《依 頼》①ポスター（Ａ４判）の掲出 

②チケット先行販売のチラシ(Ａ４判)の班回覧 

 

  【７月下旬にポスター及びチラシを自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 
［全戸配布及び数量調査］ 

17 「共同募金 西区だより」配付及び募金資材の必要数 

 調査について             〔依  頼〕 
     （市連会・神奈川県共同募金会西区支会） 

 
（議題 17 の資料参照）             山下事務局長 

 

 

  《依 頼》 ①「共同募金 西区だより」（Ａ４判、２ページ）の全戸配布 

②共同募金に係る資材必要数の調査 

 

  【広報よこはま西区版９月号と同時期（８月下旬）に広報配布責任者宅あて送付

します。また、共同募金に係る資材必要数の調査は７月下旬に自治会・町内会

長宅あて送付します。】 

 

 
 
 
 

 

〈次回区連会定例会日程〉 

  （１）日 時 ９月１８日（水）１３時３０分～ 

  （２）場 所 大向ビル１階会議室 


