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西区連合町内会・自治会連絡協議会１０月定例会 
 

 

 日 時 平成２５年１０月１８日（金） 

１３時３０分～ 

場 所 西区役所地下ＡＢ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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- 2 - 

３ 第３期横浜市地域福祉保健計画（素案）について   

                    〔お知らせ〕 
（市連会・健康福祉局） 

 

 （議題３の資料参照）       藤原福祉保健課人材育成担当課長 

 

横浜市地域福祉保健計画につきましては第２期計画が本年度で終了します。そのた

め、第３期計画（平成２６年度～３０年度）の策定に向けて、このたび素案（別紙参

照）がまとまりましたので内容を報告させていただき、併せてパブリックコメントの

実施についてお知らせします。 

 

（１）パブリックコメントについて 

  ア 実施期間 １０月１日～３１日  

  イ 提出方法 

   ・郵送   

〒２３１－００１７ 横浜市中区港町１丁目１番地 

   ※ 素案冊子の裏表紙にあるはがきをご利用ください。 

   ・ＦＡＸ ６６４－３６２２ 

  ・電子メール kf-chifukukeikaku@city.yokohama.jp 

        （メールの件名はパブリックコメントと表記してください。） 

 ウ資料の配布閲覧場所 

 ・横浜市役所（市庁舎１階市民情報センター、７階健康福祉局福祉保健課） 

  ・各区役所（広報相談係、福祉保健課） 

  ・地域ケアプラザ、各区社会福祉協議会 

 

（２）策定・公表へ向けた今後のスケジュール 

  ア パブリックコメント実施（１０月１日～３１日） 

  イ パブリックコメント結果公表（１２月 本市ホームページ等） 

  ウ 計画確定（平成２６年１月） 

  エ 計画公表（  〃  ３月） 
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４ 「これからの緑の取組」と「横浜みどり税」について  

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

 

 （議題４の資料参照）       山本みどりアップ推進課担当課長 

                                (環境創造局) 

渡邊税務課課税担当係長（財政局） 

 
市域の緑の減少に歯止めをかけ、緑豊かなまち横浜を次世代に継承することは、市 

政にとって喫緊の課題であるため、平成２１年度から「横浜みどりアップ計画（新規・ 

拡充施策）」を実施するとともに、「横浜みどり税」を導入しています。 

この度、２５年度で計画や課税の期間が終了するため、９月１９日に「これからの

緑の取組 [平成 26-30 年度]（案）」を公表するとともに、同日付で「横浜市税制調査

会」に対して、市長から「２６年度以降の緑の取組における横浜みどり税の取扱いに

ついて意見を求める」旨の諮問が行われました。 
今後は、横浜市税制調査会の答申を受け、市会等にもご報告してご意見を伺いなが

ら、平成２５年市会第４回定例会（１２月）に向けて、検討を進めます。 

 

 

【参考】「これからの緑の取組 [平成 26－30 年度]（案）」の特徴＜９月公表＞ 

 

① 取組の柱として、「市民とともに次世代につなぐ森を育む」、「市民が身近に

農を感じる場をつくる」、「市民が実感できる緑をつくる」の３つを設定 

② 市民に分かりやすく、効果の高い施策とするため、終了する事業の廃止、新た

な施策体系にあわせた事業の統合・拡充などにより、事業数は１４に整理 

③ 計画の根幹である緑地保全制度による樹林地の指定は、現計画での指定実績や

樹林地の減少傾向に歯止めがかかってきている状況を勘案して500haの指定を

目標として設定 

④ 農景観の保全に直接つながる取組、市民が農を実感できる取組を拡充して緑施

策として位置づけ、農業経営を支援する取組は農業振興策として引き続き実施 

⑤ 「都心臨海部の緑花による賑わいづくり」など、市民が実感できる緑をつる取

組を強化 

⑥ 都市公園での新たな取組も施策に位置づけ 

【総事業費】４８５億円 
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５ 横浜市認可保育所整備マッチング事業のご案内に   

 ついて                〔お知らせ〕 
 （市連会・こども青少年局） 

 

 （議題５の資料参照）         榛澤こども家庭障害支援課長 

 

 待機児童解消に向けた取組として、市が民間保育所整備候補地を公募・選考し、そ

の土地を保育所整備運営法人に紹介する「保育所整備マッチング事業」は、平成２２

年度から実施しています。 

 近隣で、保育所等を整備して有効活用していきたいとお考えの方がいらっしゃいま

したら、ご案内をお願いいたします。 

 

（１）募集物件 

   保育所運営法人に２０年以上貸付可能な物件 

  ア 土地 

５００㎡以上の土地 

  イ 建物付き土地 

    新築の保育所用建物（300 ㎡以上）と土地 

  ウ ビルの床の一部 

    新築ビルの床（300 ㎡以上） 

    ※「新築」は平成２６年度中に竣工する物件です。 

（２）募集地域 

   西区内は原則として次の地域が対象です。 

   西横浜・平沼橋南部、横浜駅西口、花咲町、みなとみらい 

（３）募集期間 

   １０月１５日（火）～１１月１５日（金） 

（４）問合せ先 

   こども青少年局保育所整備課 ℡ ６７１－４１４６ 

   ＵＲＬ http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/incubator/ 
 
【１０月下旬に資料を自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

※送付資料は西区連会ホームページ（ＵＲＬ http://www.nishi-kurenkai.net/) 

に掲載します。 
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６ 「西区在宅医療相談室」について          

                    〔お知らせ〕 
 （健康福祉局） 

 

 （議題６の資料参照）             藤井地域医療課長 

 

高齢化が進む中、多くの人が病気を抱えても住み慣れた家等で療養し、自分らしい

生活を続けたいと望んでいます。区民の皆さんが、病院退院後も安心して継続的な医

療・介護を受けられるよう、西区医師会と連携し、「西区在宅医療相談室」を西区医師

会館内に１１月１日より開設します。 

相談室では、円滑な療養を支援するため、ケアマネジャー、病院、地域包括支援セ

ンター等からの相談に応じることで、皆様の地域生活を支えていきます。 

 

７ 超小型モビリティによる大規模カーシェアリング   

 チョイモビ ヨコハマ」の開始について  〔お知らせ〕 
 （温暖化対策統括本部） 

 
（議題７の資料参照）          吉田プロジェクト推進課長 

 
 本市は低炭素社会に向けた需要創出による市内経済の活性化に取り組んでおり、そ

の一環として、日産自動車と協働で行う「ヨコハマモビリティ プロジェクト ZERO」

及び「環境未来都市」により低炭素交通の推進を行ってきました。 

 このたび、横浜都心エリアにおいて、低炭素交通の推進、都市生活・移動のクオリ

ティアップ、横浜観光の振興を目的とする大規模カーシェアリングの実証実験「チョ

イモビ ヨコハマ」を実施します。 

 

（１）期間  

   １０月１１日～平成２６年９月３０日 

（２）実施エリア 

   横浜都心エリア（横浜駅～山手・元町エリア） 

（３）車両台数・貸渡返却箇所 

   約１００台、約７０箇所 

（４）利用料金 

   ２０円／分  

（５）利用方法 

   ①専用サイトにて会員登録 ②安全講習受講 ③会員証発行 

（６）問合せ先 

   チョイモビ ヨコハマ運営事務局 ０１２０－４５８－０２３ 

   ＵＲＬ http://www.choi-mobi.com/ 
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８ 住宅用火災警報器の取付け支援のご案内について    
                    〔お知らせ〕  

（西消防署） 

 

 （議題８の資料参照）               古池予防課長 

 
 住宅火災から大切な命や財産を守るため、すべての住宅に「住宅火災警報器」を設

置することが消防法等により義務付けられています。 

 西消防署では、住宅火災警報器を取り付けが困難な高齢者の方などを対象に取付け

の支援を行います。 

 

（１）支援内容 

   申込者が保有する住宅用火災警報器の取付けを消防職員が行います。 

（２）対象世帯 

   高齢者や障がい者のいる世帯のうち、取付け支援を希望される世帯 

   ※ 住宅用火災警報器は、申込世帯がご自身で用意していただきます。 

（３）募集期間 

  ア １１月１日（金）～３０日（土） 

  イ 平成２６年３月 1 日（土）～３月３１日（月） 

（４）申込先・問合せ先 

   西消防署予防課（西区戸部本町５０－１１） 

 電話・ＦＡＸ ３１３－０１１９ 

 

９ 初期消火能力向上モデル地区｢西戸部町三丁目自治会｣ 

 震災対策総合訓練見学のご案内について 〔お知らせ〕 
（西消防署） 

 

 （議題９の資料参照）          鈴木境之谷消防出張所長 

 

 本年度は、西消防署と西区役所では木造密集地域等における減災対策を推進するた

め、共助による初期消火能力向上を目的として「初期消火能力向上モデル地区事業」

を実施しています。モデル地区として協力していただいている「西戸部町三丁目自治

会」ではスタンドパイプ式初期消火器具を活用した初期消火訓練等を推進していると

ころです。 

つきましては、今回、西戸部町三丁目自治会・消防署・消防団・区役所が行う震災

対策総合訓練を実施するにあたり、各地域での取り組みの参考としていただくために

見学参加をご案内します。 

 

（次ページに続く） 
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（１） 日時 

    １１月１７日（日）１０時から１２時 

（２） 場所 

    西戸部三丁目公園（パンダ公園）及びその周辺 

（３） 内容 

   ア 震災対策総合訓練（スタンドパイプ式初期消火器具による消火訓練他） 

   イ 防災訓練 

（４） 対象の自治会町内会 

    御所山町会、藤棚一丁目東部町内会、藤棚２丁目西部自治会、久保町第一親和会 

久保町第二自治会、久保町第三自治会、久保町第四自治会、東久保町東朋会 

東久保町東台会、東久保町東睦会、羽沢西部自治会、西戸部二丁目第一自治会 

上原東部運営会、西戸部二丁目第四町内会、東ケ丘町内会、東ヶ丘西部町内会 

赤門町二丁目自治会、霞ケ丘丘友会、境之谷東部自治会、境之谷西部町内会 

軽井沢自治会、北軽井沢中部自治会、北軽井沢むつみ会、浅間台自治会 

浅間町３丁目自治会 

（５） 問合せ先 

 西消防署予防課予防係 電話・ＦＡＸ （３１３）０１１９ 

 

  【１０月下旬にご案内文を該当の自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

10 西区ガイドブック「ハマにしへ行こう！vol.２」   

 配架開始について           〔お知らせ〕 
（地域振興課） 

 

（議題 10 の資料参照）         渋谷地域振興課長 

 

 西区制７０周年に向け、西区への愛着と理解を深めていただく西区のガイドブック

「ハマにしへ行こう！vol.２」を制作しました。西区民まつりや区役所等で１１月３

日より配架を開始しますので、お知らせします。 
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11 「横浜旧東海道みち散歩月間」の開催について    

                    〔お知らせ〕 
（区政推進課） 

 

 （議題 11 の資料参照）             梅澤区政推進課長 

 

 市内を通る旧東海道の魅力を多くの方に知っていただくため、「横浜旧東海道みち散

歩月間」を開催し、歴史資源、食や土産などの沿道の魅力をリーフレットにまとめ、

様々なプロモーション活動を行います。 

 

（１）期間 

 １０月１３日（日）～１１月２３日（土） 

（２）リーフレット概要 

 イベントカレンダー（ウォーキングイベント、地域・商店街のお祭り、歴史散

策等）や旧東海道沿いの名店・名品を紹介など 

（３）ウォーキングイベント「横浜旧東海道みどころ巡り」の開催 

  ア 日時 １１月１６日（土） ９：００～１６：００ 

  イ 自由参加制（事前申込不要、無料） 

  ウ 市内４箇所に設けたポイントをスタート／ゴールとし、商店街、史跡、飲食

店などの様々な見どころを巡ります。 

 

［班回覧］ 

12 「にしまろ通信 第２号」の班回覧について     
                     〔依 頼〕 

（区政推進課） 

 

 （議題 12 の資料参照）            梅澤区政推進課長 

 

 地域の意欲ある取組や地域ぐるみの活動を紹介し、区民の皆様との情報共有を目的

とする「にしまろ通信 第２号」を発行します。 

 今回は、９月に実施された地域防災拠点訓練の様子をご紹介します。 

 

 《依 頼》 「にしまろ通信」（Ａ４判、４ページ）の班回覧 

 

 【１０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。】 
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13 「西区ファイバーリサイクル」実施に伴うチラシの  

 班回覧について             〔依 頼〕 
（地域振興課） 

 

 （議題 13 の資料参照）        杉山資源化担当係長 

 

（１）開催日時  １１月１６日（土）９時～１１時３０分 

（２）回収場所 

 

地  区 回   収   場   所 

第一地区 戸部コミュニティハウス 石崎自治会館 

第２地区 西前小学校 県営藤棚団地自治会館集会所 

第３地区 浜松町町内会館 東久保町会館 

第４地区 一本松小学校 西中学校 

第五地区 西地区センター ひらに自治会館 

第６地区 宮谷小学校 浅間車庫前公園 

 

※ お手数ですが、地域の皆様が協力して回収会場に搬入くださるようお願

いします。 

 

  《依 頼》チラシ（Ａ４判）の班回覧 

 

  【１０月下旬にチラシを自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

14 年末年始のごみ収集日程について          

                     〔依 頼〕 
（市連・資源循環局） 

 

 （議題 14 の資料参照）            杉山資源化担当係長 

 

（１）年末年始のごみと資源の収集日程 

   １２月３１日（火）から１月３日（金）まではごみと資源物の収集は、お休み

させていただきます。 

（２）「燃やすごみ」については、通常の曜日どおり収集します。 

  ア 「月・金曜日」が収集日の地域 

    年末：１２月３０日（月）まで  年始：１月６日（月）から 

  イ 「火・土曜日」が収集日の地域 

    年末：１２月２８日（土）まで  年始：１月４日（土）から 

（次ページに続く） 
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（３）「資源物」についても、年末は１２月３０日（月）まで、年始は１月４日（土）

から通常の曜日どおり収集します。 

（４）粗大ごみの受付 

   年末は１２月３０日（月）まで、年始は１月４日（土）から行います。 

   ※１２月は大変混み合います。早めにお申込ください。 

 

  《依 頼》 チラシ（Ａ４判）の班回覧 

 

  【１１月下旬にチラシを自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 
［班回覧及びポスターの掲出］ 

15 第５回横浜国際女子マラソン大会の開催に伴う交通  

 規制のチラシの班回覧及びポスターの掲出について   

                     〔依 頼〕 

     （市民局） 

 （議題 15 の資料参照）        佐藤スポーツ推進課担当課長 

 

 「第５回横浜国際女子マラソン大会」の開催に伴い、大会開催中はコース内エリア

及びその周辺は大規模な交通規制が行われるため、マイカーでの外出のほか、路線バ

スの運行にも影響があります。市民の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協

力をお願いいたします。 

  

（１）第５回横浜国際女子マラソン大会概要 

  ア 開催日時：１１月１７日（日） １２時１０分スタート 

  イ コース 

    山下公園前スタート～横浜市内～山下公園内フィニッシュ 

 

《依 頼》 チラシ（Ｂ４判）の班回覧及びポスター（Ｂ３判）の掲出 

 

  【１０月下旬に交通規制のチラシとポスターを自治会・町内会長宅あて送付しま

す。】 
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［ポスターの掲出］ 

16 横浜みなと博物館 企画展「横浜港と関東大震災 震災 
 からの復興」のご案内について       〔依 頼〕 

（横浜みなと博物館） 

 

 （議題 16 の資料参照）               志澤副館長 

 

 今年は関東大震災から９０年目になります。本展では、地震発生から復旧、復興を

遂げ新たな発展に向けスタートを切る横浜港の姿を紹介するものです。 

 当時は避難民の救助や輸送、救援物資の輸送において港と船が重要な役割を果たし

ました。関東大震災という未曽有の災害から横浜港がどのように復興を遂げたかを見

学していただきたいと思います。 

 

（１）実施期間  ９月２８日（土）～１１月１７日（日） 

（２）会  場  横浜みなと博物館（西区みなとみらい２－１－１） 

 

  《依 頼》ポスター（Ａ４判）の掲出 

 

  【１０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 「平成２５年秋の火災予防運動」実施に伴うポスター  

 の掲出について             〔依 頼〕 
（西消防署） 

 

 （議題 17 の資料参照）              古池予防課長 

 

（１）実施期間  １１月９日（土）～１５日（金） 

（２）防災標語  「消すまでは 心の警報 ＯＮのまま」 

 

  《依 頼》ポスター（Ａ４判）の掲出 

 

  【１０月下旬にポスターを自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 
※ １１月３日(日)実施「秋の火災予防運動事前キャンペーン」について 

・火災予防運動キャンペーンブース 

西区民まつり会場にて設置（１０時から１４時３０分） 

・消防音楽隊パレード 

藤棚商店街にて実施（１３時開始） 
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18 平成２５年度「西区・保土ケ谷区人権啓発講演会」  
 開催に係るポスターの掲出について    〔依 頼〕 

（総務課） 

 

（議題 18 の資料参照）               日下総務課長 

 
（１）開催日時  １２月１０日（火） １５時～１６時４５分 

（２）場  所  西公会堂 

（３）内  容  演題：「心のストレッチ。柔らかな心で明日を生きてみませんか」 

    講師：佐久間レイ 

（４）問合せ先  総務課庶務係（４階５１番窓口）担当：櫻井 

         電話３２０－８３０８／F A X３２２－９８４７ 

 

  《依 頼》 ポスター（Ａ４判）の掲出 

  【１０月下旬に依頼文及びポスターを自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

［参加依頼及びポスターの掲出］ 

19 「平成２６年西区賀詞交換会」への参加及びポスター 

 の掲出並びに「西区消防出初式」の実施について   

                     〔依 頼〕 
（西区新年賀詞交換会実行委員会・西消防署） 

 

 （議題 19 の資料参照）         日下事務局長（総務課長） 

                           

（１）西区新年賀詞交換会 

ア 開催日時  平成２６年１月７日（火）１５時３０分から１７時まで 

イ 場  所  ホテルキャメロットジャパン（西区北幸１－１１－３） 

ウ 主  催  西区新年賀詞交換会実行委員会 

エ 会  費  ３，５００円 

          ※会費については、区役所窓口にて受付を行います。 

オ 申込期間  １１月１１日（月）～１２月６日（金） 

カ 申 込 先  総務課庶務係（４階５１番窓口） 

          担当 増田・三石 

          電話３２０－８３０８ ／ FAX３２２－９８４７ 

キ その他   広報よこはま西区版（１１月号）でご紹介します。 

 

  《依 頼》ア 各自治会・町内会におかれましては、是非ご参加をお願いします。 

       イ ポスター（Ａ４判）の掲出 

（次ページに続く） 
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（２）西区消防出初式 

ア 開催日時  平成２６年１月７日（火）１２時３０分から 

イ 場  所  西公会堂（西区岡野１－６－４１） 

ウ 内  容  式典、合奏、消防服ファッションショーなど 

 

【１０月下旬に申込書（賀詞交換会）及びポスターを自治会・町内会長宅あて 

送付します。】 

 
［その他］ 

 「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時から１４時３０分 

（２）会  場  戸部公園、西前小学校等 

 
 民生委員・児童委員及び主任児童委員の委嘱状伝達式   

 の開催について                   
（福祉保健課） 

 

                                   小林福祉保健課長 

 

（１）開催日時  １２月２日（月）１３時３０分から 

（２）会  場  西公会堂 

 

 【後日、開催通知を各地区連会長あて送付します。】 

 

 西区自治会町内会懇親会の開催について        

                           
（第３地区町内会自治会協議会） 

 

               天笠第３地区町内会自治会協議会会長 

 

（１）開催日時  １１月２９日（金）１８時００分～ 

（２）場  所  横浜国際ホテル ２階 松竹の間 

（３）会   費  ７，０００円 

（４）通  知  １０月中に各自治会町内会長あて通知いたします。 
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〈次回区連会定例会日程〉 

  （１）日 時 １１月１８日（月）１３時３０分～ 

  （２）場 所 西区役所内会議室（会議室詳細は未定） 


