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西区連合町内会・自治会連絡協議会９月定例会 
 

 

 日 時 平成２５年９月１８日（水） 

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 内水ハザードマップの策定について         

                    〔お知らせ〕 
 （市連会・環境創造局） 

 

 （議題３の資料参照）          奥野下水道事業調整課長 

 

内水ハザードマップは、大雨時に想定される下水道や水路に起因した浸水区域や水

深などの様々な情報をまとめたマップです。 

 近年の集中豪雨により本市も下水道整備水準を超える雨が増加し、浸水被害リスク

が高まっていることから、内水ハザードマップを策定・公表し、市民の水害に対する

防災意識を高め、自助や共助を促し、被害の 小化を図ります。 

 

（１）策定の経緯 

北部方面（鶴見、神奈川、西、保土ケ谷、旭、港北、緑、青葉、都筑区）  

平成２４年度 基礎調査 

平成２５年度 シミュレーション実施 

平成２６年度 公表に向けた調整 

（２）策定・公表へ向けた今後のスケジュール 

  ア 素案確定(９月中) 

  イ 市民意見募集（１０月１日～３１日） 

  ウ 策定・公表（北部方面：平成２６年度末） 
 

４ 横浜市防災計画等の修正に関する市民意見募集等の  

 実施について             〔お知らせ〕 
 （市連会・総務局） 

 

 （議題４の資料参照）         千葉危機対処計画課担当係長 

 

本市では、災害対策基本法等の関係法令や「国民の保護に関する基本指針」等の

改正及び 24 年度の横浜市防災計画「震災対策編」の全面的な修正等を踏まえ、横浜

市防災計画（風水害対策編・都市災害対策編）及び横浜市国民保護計画の修正を進

めています。 

 そこでこれら計画の修正内容について、幅広く市民の皆様の御意見を伺うため、

市民意見募集及びパブリックコメント（国民保護計画）を実施しますので、お知ら

せします。 

 

 

（次ページに続く） 
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【市民意見募集の概要】 

（１）パンフレット等  

ア 横浜市防災計画（風水害・都市災害・火山災害）修正内容 

イ 横浜市国民保護計画修正内容（パブリックコメント） 

  （２）意見募集期間  

１０月１日（火）～１０月３１日（木） 

 （３）意見提出方法 

    パンフレットに印刷した葉書による郵送、または FAX、e メール 

  （４）その他 

     パンフレットは、市民情報センター、区役所等で配布します。 

 

  【９月下旬に資料を自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

５ 保護者向けリーフレット「いじめ根絶をめざして」  

 の配布について            〔お知らせ〕 
 （市連会・教育委員会） 

 

 （議題５の資料参照）          仲山学校支援連携担当課長 

 
 昨年、いじめが大きな社会問題となり、文部科学省が実施した緊急調査でもその認

知件数が前年度を大きく上回る結果となりました。 

 いじめの根絶をめざすには、学校、保護者、地域等が連携した取組を一層充実させ 

ることが重要です。 

 今回、保護者向けのいじめ防止に関するリーフレットを作成し、保護者、地域等に 

配付し、社会全体でいじめ根絶をめざします。 

 

（１）配布について 

  ア リーフレット（Ａ４判６ページ（まき３つ折り））を市全体で 32 万部発行 

  イ 全市立学校保護者への配布  

    各学校から児童生徒を通じて全保護者へ配布（９月中旬予定） 

  ウ その他 

    各学校を通じて、自治会町内会長へ情報を提供する予定 

    市民情報センター、各区役所等にも配布 
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６ 災害時にもいきる日頃からの「顔の見える関係づく  

 り」の一層の推進について        〔お知らせ〕 
 （市連会・健康福祉局） 

 

 （議題６の資料参照）              小林福祉保健課長 

 

 区連会５月定例会でお知らせしました「災害時要援護者支援事業」について、区が

保有する災害時要援護者の個人情報（名簿）を、本人の同意に基づき地域の防災組織

（自治会・町内会等）に提供する同意方式に加え、１０月１日からは本人が拒否した

場合を除いて提供する「情報共有方式」も選択できることになりました。 

これらの方式は、必要に応じてご利用いただけるものであり、名簿の提供を受ける

にあたっては、区と協定を締結するほか、個人情報の取扱についての手続き等が必要

となります。 

 区から名簿の提供を希望する場合の相談・申請受付期間は次のとおりです。 

 

（１）相談・申請受付期間 

１０月～１１月（申請受付締切は１１月２９日（金）） 

（２）問合せ先 

   福祉保健課（２階 ２２番窓口） ℡ ３２０－８４３７ 

 

  【区役所職員が９月の各地区連会議に伺い、説明をさせていただきます。】 

 

７ 民生委員・児童委員及び主任児童委員の改選手続き  

 について               〔お知らせ〕 
（福祉保健課） 

 
（議題７の資料参照）              小林福祉保健課長 

 
 民生委員・児童委員及び主任児童委員の候補者の推薦につきましては、御協力をい

ただきありがとうございました。 

 今後は、横浜市民生委員推薦会が候補者の審査及び厚生労働大臣への推薦を行います。 

 

（１）今後のスケジュール 

   １０月   横浜市民生委員推薦会 

   １２月２日 民生委員・児童委員及び主任児童委員委嘱式（西公会堂） 
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８ 福祉・保健情報ニュース「みみより広場」の配布   

 について               〔お知らせ〕 
（福祉保健課） 

 

 （議題８の資料参照）             小林福祉保健課長 

 

 「みみより広場」は、ひとり暮らし高齢者世帯等に、福祉・保健情報をお伝えする

情報ニュースとして年４回（６・９・１２・３月）発行し、民生委員・児童委員、ふ

れあい会の見守り活動の中で活用いただいております。 

 これまでは、各連合町内会長のみに発送して情報提供をしてきましたが、見守り活

動の取組をさらに幅広く周知させていただくため、今後は各自治会・町内会長にも配

布させていただきます。 

 

  【発行月の下旬に資料を自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

９ 「更生保護における安全・安心まちづくり横浜第１  

 ブロック 保護司・民生委員児童委員協議会」の開催に  

 について               〔お知らせ〕 
（西区保護司会） 

 

 （議題９の資料参照）     西区社会福祉協議会 山下事務局長 

 

 １０回目の開催となりました標記協議会は、今回は西区保護司会が担当です。 

今回も保護司と民生委員児童委員との団体連携を強化し、「安全・安心のまちづくり」

を推進するため、協議会を開催します。 

つきましては、参加について御案内いたします。 

 

（１）日時 １１月１２日（火） １３：００～１６：００ 

（２）会場 西公会堂 講堂 

（３）テーマ 「障がい児者の方達が町で暮らしていくためには・・・」 

（４）その他 

   ロビーにて障害児者施設の製作物の販売及び展示を行い、当該施設の啓発を行

います。 

（５）問合せ先 

   西区保護司会事務局（（社福）西区社会福祉協議会事務局） 

   ℡ ４５０－５００５／FAX ４５１－３１３１ 
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［班回覧（周辺地域のみ）］ 

10 旧伊勢町公舎について               

                     〔依 頼〕 
（神奈川県） 

 
 （議題 10 の資料参照）             伊勢職員厚生課長 

 

 これまで県職員の住宅として利用してきました伊勢町公舎（伊勢町３－１３３番地）

については、神奈川県の厳しい財政状況を踏まえ、３月で全廃しております。現在は

未入居のままとなっております。 

 今後の利用については、現在検討中ですが、近隣の住民の方から跡地の利用につい

てお問い合せをいただいておりますので、ご説明いたします。 

 

 《依 頼》 チラシ（Ａ４判片面）の班回覧 

 

  【９月下旬にチラシを自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

［班回覧］ 

11 「西区３Ｒ夢ニュース」の班回覧について      

                     〔依 頼〕 
（資源化推進担当） 

 （議題 11 の資料参照）         立花資源化推進担当課長 

 

  《依 頼》 「西区３Ｒ夢ニュース」（Ａ４判両面）の班回覧 

 

  【９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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12 「平成２５年度高齢者インフルエンザ予防接種の    

 ご案内」の班回覧について        〔依 頼〕 
（福祉保健課） 

 

 （議題 12 の資料参照）            小林福祉保健課長 

 

 

（１）対象者 

ア ６５歳以上の方 

  イ ６０歳以上６５歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、またはヒト免疫 

不全ウィルスにより免疫機能に１級相当の障害のある方 

（２）実施期間 

１０月１日（火）～１２月３１日（火） 

（３）接種場所 

市内協力医療機関 

（４）接種費用 

２，０００円 

（５）接種に必要なもの 

住所、氏名、年齢を確認できるもの（保険証等） 

６０歳以上６５歳未満の方は身体障害者手帳等で障害の程度も確認します。  

 

  《依 頼》 チラシ（Ａ４判 ４ページ）の班回覧 

 

 【９月下旬にチラシを自治会・町内会長宅あて送付いたします。】 

 

13 「にしく市民活動支援センター移転のお知らせ」の  
 班回覧について             〔依 頼〕 

（地域振興課） 

 
 （議題 13 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は、区民の様々な活動をより一層支援するため、１０

月より西区役所から大向ビルに移転します。また併せて電話番号、ＦＡＸ番号、メー

ルアドレス、開館時間についても変更します。 

 

（１）移転日 

   １０月１日（火）（９月３０日(月)は臨時休館いたします。） 

（２）移転先所在地 

   大向ビル１階（西前町２－４６） 

（次ページに続く） 
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（３）開館時間（１０月１日から） 

   ９時から１７時まで 

（４）移転先電話番号等（１０月 1 日から） 

   ℡・FAX ６２０－６６２４  

   E-mail ni-shiencenter@star.ocn.ne.jp 

 

  《依 頼》 チラシ（Ａ４判）の班回覧 

 

  【９月下旬にチラシを自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 
［分担金等の納入とポスターの掲出］ 

14 「第３８回西区民まつり」分担金等の納入及びポス   

 ターの掲出について           〔依 頼〕 
（西区民まつり実行委員会） 

 

（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 

  １１月３日（日）１０時００分～１４時３０分  ※小雨決行、荒天中止 

（２）場所 

   戸部公園、西前小学校 

（３）分担金等 

  区連会    ５００，０００円 

   各地区連会   １５，０００円 

   各自治会町内会  ３，０００円 

（４）納入方法 

  横浜銀行へ振込み、又は地域振興課までご持参願います。 

   地域振興課（４階４７番窓口）担当 入山 

   電話３２０－８３８６／FAX３２２－５０６３ 
 

  《依 頼》 ① 区連会、各地区連会及び各自治会町内会分担金等の納入 

        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、９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 「西区ハマのウオーキングフェスティバル」ポスター 

 の掲出及びチラシの班回覧について    〔依 頼〕 
（西区ハマのウオーキングフェスティバル実行委員会） 

 

 （議題 15 の資料参照）        渋谷事務局長（地域振興課長） 

 

（１）実施日時 

１２月８日（日）９時００分 受付開始 

（２）会場等 

受付・スタート：戸部公園（共通） 

   ※ ゴールはみなとみらい２１地区臨港パーク潮入の池 

（３）コース種別 

 ・やまなみコース（約９Ｋｍ） 

  ・リバーサイドコース（約４.５Ｋｍ） 

（４）申込方法等 

１０月１１日（金）から１１月２２日（金）までに電話、FAX、インターネット

でお申込ください。 

（５）参加費 

  大人（高校生以上）：３００円、小・中学生：１００円 

    ※参加費は会場受付において、事務局から郵送するハガキと引換えにお支払 

いをお願いいたします。 

（６）申込先 

地域振興課（４階４８番窓口）担当 岡田・江場 

   電話３２０－８３９０・３／FAX３２２－９５３５ 

 

《依 頼》 ポスター（Ａ４判）の掲出及びチラシ（Ａ４判）の班回覧 

 

 【９月下旬にポスター及びチラシを自治会・町内会長宅あてに送付します。】 
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［ポスターの掲出］ 
16 西区文化協会「文化祭」ポスターの掲出について   
                     〔依 頼〕 

（西区文化協会） 

 

 （議題 16 の資料参照）               岩崎会長 

 

 「芸能祭」、「創作展」、「お茶会」の３部門からなる「西区文化祭」を開催します。 

 

部門別 日時・場所 内   容 

芸能祭 
10/20(日) 

10:30～16:00 

西公会堂 

１部：子どもたちによる日舞 

２部：日舞、詩吟、民舞、フラダンス、琴

お茶会 

11/3（日・祝） 

11:00～15:00 

藤棚地区センター 

茶道部門の協会員が流派を超えて、合同で

立礼席を会席 

創作展 
1/7(火)～1/13(月) 

みなとみらいギャラリー

洋画、水彩画、日本画、水墨画、似顔絵、

切り絵、押し花アート、プリザーブドフラ

ワー、華道、（「こども書道展」）他 

 

  《依 頼》 ポスター（Ａ４判）の掲出 

 

  【９月下旬にポスターを自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 
17 高裁委嘱「調停相談会」の開催に伴うポスターの  

 掲出について             〔依 頼〕  
（保土ヶ谷民事調停協会） 

 

 （議題 17 の資料参照）           佐々木民事調停委員 

 

 高裁判所からの委嘱を受けた「調停相談会」が開催されます。 

調停制度は裁判官１人と民間の調停委員２人で構成する調停委員会が当事者の言い

分を聞き、紛争の実情に応じて解決を図る制度です。結論は判決と同じ効力を持ちま

す。 

 不動産、近隣トラブル、交通事故等のトラブルでお困りの方に無料で相談をお受け

し、あわせて調停制度の普及を図ってまいります。 

 

 

 

（次ページに続く） 
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（１）日時 

１１月３日（日） １０時～１６時 

（２）場所 

横浜市開港記念会館（中区本町１－６） 

（３）相談内容 

不動産、近隣トラブル、借金、交通事故、相続、離婚等 

（４）申込 

予約不要・当日会場で受付 

 

  《依 頼》 ポスター（Ａ４判）の掲出 

 

  【９月下旬にポスターを自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

［募金のとりまとめ依頼］ 

18 平成２５年度「共同募金運動」の実施に伴う募金の  

 とりまとめについて          〔依 頼〕  
（神奈川県共同募金会西区支会） 

 

 （議題 18 の資料参照）      神奈川県共同募金会西区支会 
山下事務局長 

 

（１）募金期間 

１０月１日（火）～１２月３１日（火） 

（２）納入期間 

１２月上旬までにお願いします。 

（３）納入方法 

  郵便振替又はご持参ください。 

   神奈川県共同募金会西区支会 

    西区高島２－７－１ ファーストプレイス横浜３階 

    西区社会福祉協議会内 担当 三好 

    電話４５０－５００５／FAX４５１－３１３１ 

 

  《依 頼》募金のとりまとめと納入 

 

  【９月下旬に依頼文等を自治会・町内会長宅あて送付します。】 
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［後援依頼・後援金納入］ 

19 西区シニアクラブ連合会「第４３回運動会」開催に伴 
 う後援名義使用及び後援金の納入について 〔依 頼〕 

 （西区シニアクラブ連合会） 

 

 （議題 19 の資料参照）              濱高齢支援課長 

 

（１）開催日時 

１０月２３日（水） ９時３０分～１５時３０分 

※ 予備日：１０月２４日（木） 

（２）場所 

戸部公園運動広場 

（３）後援金 

１０，０００円 

 

  《依 頼》 後援名義使用及び後援金の納入 
 

［その他依頼］ 
20 平成２５年度 にこまちフォーラムの開催について  
                     〔依 頼〕 

（福祉保健課） 

 

 （議題 20 の資料参照）            小林福祉保健課長 

 
 「にこまちフォーラム」は、地域に関する講演や、地域のつながりづくりを目指し

て各地区で行われている活動内容・工夫の紹介を通じて、「にこまちプラン」の趣旨を

様々な人に伝えることを目的として開催しています。 

 今年度におきましては、第一地区、第３地区、第４地区に活動発表をお願いします。 

 また、第一地区から第６地区におかれましては、パネル展示による出展をお願いし

ます。 

 

（１）名称 

   にこまちフォーラム 

（２）日時 

   平成２６年２月１６日（日） １０時～１２時１５分 

（３）会場 

   西公会堂（西区岡野１－６－４１） 

（次ページに続く） 
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（４）内容 

  ア 講演会 「“ご近所の力”にみる 地域のつながり」（仮） 

    講師  黒田 敬氏 

（ＮＨＫ制作局生活・食料番組部所属 

元「難問解決！ご近所の底力」チーフディレクター） 

  イ 地区の活動報告 

  ウ パネル展示 

    （つながりづくりを推進している各地区の活動紹介、団体の活動紹介等） 

 

  《依 頼》 第一地区、第３地区及び第４地区の活動発表 

        第一地区～第６地区：パネル展示 

 

〈協議事項〉 

 平成２６年西区新年賀詞交換会について        

                            
（西区新年賀詞交換会実行委員会） 

 

 （協議事項の資料参照）         日下事務局長（総務課長） 

 

平成２６年の「西区新年賀詞交換会」について、次のとおり開催します。 

 

[実施案] 

（１）日 時  平成２６年１月７日（火） １５時３０分～１７時 

（２）会 場  ホテルキャメロットジャパン 

（３）参加費  ３,５００円 

（４）申込期間 １１月１１日（月）～１２月６日（金） 

（５）申込先  総務課（４階５１番窓口）担当 三石 

        電話３２０－８３０８／FAX３２２－９８４７ 
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〈その他〉 

 参議院選挙及び市長選挙の結果について        

                           
（西区選挙管理委員会） 

 

 （その他の資料参照）          日下書記次長（総務課長） 

 

 ７月２１日執行の第２３回参議院議員通常選挙及び８月２５日執行の横浜市長選挙 

につきましては、ご協力ありがとうございました。 

  

[西区における投票率] 

 （１）参議院選挙（選挙区） 54.24％（横浜市全体 55.54％） 

 （２）横浜市長選挙     28.81％（横浜市全体 29.05％） 

 

 津波対策におけるヤマト運輸との提携事業について   

                           
（都市整備局） 

 

 （その他の資料参照）            神原都心再生課担当係長 

 

７月１２日に、ヤマト運輸株式会社神奈川主管支店と本市で、災害協定を締結しま

した。主な協定内容は次のとおりです。 

 

（１）配達員の「避難マップ等」の携行 

（２）一時避難場所への帰宅困難者の案内・誘導 

（３）「津波避難マップ」の配布 

 

 西区新任自治会町内会長研修会の開催結果について   

                                
（（区連会） 

 

 （その他の資料参照）       渋谷事務局長（地域振興課長） 

 

（１）日  時  ８月１日（木） １８時３０分～２１時００分 

（２）場  所  大向ビル１階会議室 

（３）参加人数  １０人 

 

（次ページに続く） 
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（４）研修内容 ・自治会町内会活動について 

・「にこやかしあわせくらしのまちプラン」について 

        ・震災対策全般について 

 

 「第３８回西区民まつり」の概要について       

                           
（西区民まつり実行委員会） 

 （その他の資料参照）        渋谷事務局長（地域振興課長） 

 

（１）開催日時  １１月３日（日）１０時００分から１４時３０分 

（２）会  場  戸部公園、西前小学校等 

 

 第３期横浜市地域福祉保健計画（素案）に関する    

 パブリックコメントの実施について（事前情報提供）  
（福祉保健課） 

 （その他の資料参照）             小林福祉保健課長 

 

本市では、この度、第３期横浜市地域福祉保健計画の素案を作成しました。 

内容については、１０月の市連会・区連会で説明させていただきますが、次の期間、

市民意見の募集を予定していますので、事前に情報提供させていただきます。 

 

 ＜パブリックコメントについて＞ 

  実施期間は１０月１日～３１日となります。 

  広報よこはま市版(１０月号)や、本市ホームページなどでご案内します。 

 

 

 

 

 

 

〈次回区連会定例会日程〉 

  （１）日 時 １０月１８日（金）１３時３０分～ 

  （２）場 所 西区役所地下ＡＢ会議室 


