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西区連合町内会・自治会連絡協議会１１月定例会 
 

 

 日 時 平成２５年１１月１８日（月） 

１３時３０分～ 

場 所 西区役所３階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 
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３ 家庭防災員研修受講者の推薦について        

                    〔お知らせ〕 
（市連会・消防局） 

 

 （議題３の資料参照）               古池
こいけ

予防課長 

 

 家庭防災員研修を受講することにより、自らの家庭を守るための知識や技術を身に

付けることができ、さらには地域における防災活動の担い手としても活躍が期待され

ます。 

 来年度の募集については、区連会１月定例会にてご依頼いたしますが、今回事前に

お知らせいたします。 

 

（１）募集人員 

   自治会・町内会からの受講者の推薦をお願いします。 

   （各自治会・町内会から２名程度） 

（２）問合せ先 

   西消防署予防課予防係担当 黒田 電話 ３１３－０１１９   

（３）募集時期等 

   １月区連会にて改めて推薦方法等について説明をさせていただきます。  

 

４ 西区家庭防災員合同自主活動研修会について     

                    〔お知らせ〕 
（西消防署） 

 

 （議題４の資料参照）               古池
こいけ

予防課長 

 

 家庭防災員の自主活動研修会を各地区合同で開催するにあたり、自治会町内会の

方々に研修会への参加をお知らせいたします。 

 

（１）日時 

平成２６年２月８日（土） １１時から１２時３０分まで 

（２）会場 

   横浜美術館レクチャーホール（みなとみらい３－４－１） 

（３）参加依頼者 

   家庭防災員、自治会・町内会役員（防災担当者含む）、消防団員 

（４）問合せ先 

   西消防署予防課予防係 担当 黒田  電話 ３１３－０１１９ 
 
  【１２月に参加依頼文を自治会・町内会長宅あて郵送します。】 
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５ 自治会町内会の会報誌作成講習会の開催について   

                    〔お知らせ〕 
（市連会・市民局） 

 

（議題５の資料参照）               渋谷地域振興課長 

 

 自治会町内会の活動の活性化を目的とする会報誌作成講習会を神奈川新聞社の協力

を得て開催します。 

会報誌作成を初めて担当される方などを対象としたわかりやすい内容です。 

 

（１）会報誌作成講習会 

  ア 日  時  平成２６年２月１５日（土） 

午前の部 １０時～１２時  

            午後の部 １３時３０分～１５時３０分 

※ 午前・午後のどちらか一方をお選びください。 

イ 会  場  神奈川新聞社 １２階大会議室 

  ウ 対象人数  各区より４名程度（各自治会町内会の会報誌担当者） 

   エ 講習内容  多くの人に読まれやすい会報誌の作り方、印刷方法など 

  オ 参加費   無料 

（２）申込締切   １２月２０日（金） 

（３）提 出 先   地域振興課（４階４７番窓口）担当 渡辺 

          電話３２０－８３８６ ／ FAX３２２－５０６３ 

 

  【１１月下旬に資料を自治会・町内会長宅あて送付します。】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 

６ 平成２５年度「西区交通安全功労者」の推薦に    

 ついて                 〔依 頼〕 
（西区交通安全対策協議会） 

 

 （議題６資料参照）       渋谷事務局長（地域振興課長） 

 

 日頃から地域の交通安全に貢献していただいている個人、または団体の表彰を実施

しますので、候補者の推薦を依頼します。 

 

（１）候 補 者  地区連ごとに個人・団体合わせて２候補以内 

（２）推薦期限  平成２６年１月９日（木） 

（３）提 出 先  地域振興課（４階４８番窓口）担当 小川 

         電話３２０－８３９０／FAX３２２－５０６３ 

 

  《依 頼》 交通安全功労者の推薦 

 

  【依頼文を地区連長あて席上配付します。】 
 

［班回覧］ 
７ 「西区保健活動推進員会 会報第３０号」の班回覧  

 について                〔依 頼〕 
（福祉保健課） 

 

 （議題７の資料参照）             小林福祉保健課長 

 

 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つき

まして、会報第３０号が発行されましたので、ご案内いたします。 

 

  《依 頼》 「会報」（Ａ４判）の班回覧 

 

  【１１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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［班回覧及びポスターの掲出］ 

８ 「確定申告だより」等の班回覧及びポスターの掲出  

 について                〔依 頼〕 
（横浜中税務署・西区税務課） 

 

 （議題８の資料参照）       岩崎連絡調整官・網野税務課長 

 

（１）確定申告書作成会場（所得税、個人事業者の消費税、贈与税）のご案内 

   ア 会場 日石横浜ホール 

   イ 期間 平成２６年２月６日(木)～３月１７日(月) 

   ウ 時間 受付 ８時３０分～１６時  相談 ９時１５分～１７時 

（２）日石横浜ホール以外での申告相談等のご案内 

  ア 申告相談対象者等 

    小規模納税者（所得税・消費税）及び年金受給者及び給与所得者 

  イ 会場・日時 

会   場 月  日 時  間 

税理士会館     ※（注１）

（西区花咲町 4-106） 

（税理士による無料申告相談） 

 

1/30（木） 

 

10:00～16:00 

本牧地区センター 

（中区本牧原 16－1） 

（税理士による無料申告相談） 

2/3（月）・2/4（火） 

2/13（木）・14（金） 

9:30～11:30 

13:00～16:00 

藤棚地区センター 

（西区藤棚町 2-198） 

（税理士による無料申告相談） 

1/31（金）・2/5（水）・

2/6（木） 

9:30～11:30 

13:00～16:00 

西公会堂 

（西区岡野 1-6-41） 

（税理士による無料申告相談） 

 

2/7（金）・2/12（水） 9:30～11:30 

13:00～16:00 

 ※（注１）１月３０日(木)税理士会館では年金受給者と給与所得者（医療費の還付

申告）が対象となります。 

（３）給与所得者（年末調整済みの方）が医療費控除を受けるための還付申告 

ア 会場：西区役所 

  イ 期間：平成２６年２月１７日(月)～３月１７日(月) ※土・日曜日を除く 

  ウ 時間：９時～１１時３０分 １３時～１６時３０分 

 

《依 頼》 「確定申告だより」班回覧及び「税務署からのお知らせ」ポスター 

の掲出 

 

  【１２月下旬にチラシ及びポスターを自治会・町内会長宅あて郵送します。】 
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［ポスターの掲出］ 

９ 拉致問題啓発ポスターの自治会町内会掲示板への   

 掲出協力について            〔依 頼〕 
（市連会・市民局） 

 

 （議題９の資料参照）           日下総務課長 

 

 北朝鮮による拉致問題の解決を図るにあたって、国民的な関心や世論を盛り上げる

ことが必要であり、政府拉致問題対策本部を中心に様々な啓発事業が行われています。 

 その一環として、政府より拉致問題啓発ポスター掲出の協力依頼がありましたので、

各自治会町内会のポスター掲出について依頼します。 

 

 《依 頼》 「拉致問題啓発ポスター」(Ｂ４判)の掲出 

（各自治会町内会１枚のみ） 

 

  【１１月下旬にポスターを自治会・町内会長宅あて送付します。】 
 

10 “西区キャンドルアート 2013”のＰＲポスター掲出  

 について                〔依 頼〕 
（ふるさと西区推進委員会） 

 

 （議題 10 の資料参照）      渋谷事務局長（地域振興課長） 

 

（１）日 時  １２月２１日（土） １７時００分～２０時００分（雨天中止） 

（２）場 所  グランモール公園「美術の広場」（横浜美術館前） 

（３）参加費  無料 

（４）内 容  西区在住の小学生のみなさんのメッセージや絵が書かれた「メッセ

ージキャンドル」や、西区のマスコットキャラクター「にしまろち

ゃん」及び交流都市である滋賀県彦根市のマスコットキャラクター

「ひこにゃん」をかたどった「モチーフキャンドル」など 1,000 本

を超えるキャンドルが美しくともります。また、ステージイベント

（コーラスを予定）も行い、「にしまろちゃん」や「ひこにゃん」も

登場します。 

        キャンドルともる幻想的な西区の冬の夜をお過ごしください。 

（５）問合せ先 地域振興課（４階４７番窓口）担当 松本 片柳 加藤 

        電話３２０－８３８９ ／ FAX３２２－５０６３ 

 

  《依 頼》 「西区キャンドルアート 2013」のＰＲポスター(Ａ４判)の掲出 

 

  【１１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］ 

11 「第２４期横浜市青少年指導員」の推薦及び「第２３ 

 期西区青少年指導員協議会全体報告会」の開催について 

                     〔依 頼〕 
（市連会・市民局・西区青少年指導員協議会） 

 

 （議題 11 の資料参照）             渋谷地域振興課長 

 

（１）「第２４期横浜市青少年指導員」の推薦について 

ア 任期    ２年（平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日） 

イ 推薦人数  各自治会・町内会から１人 

         ※推薦人数は地域の実情に応じて、柔軟に対応します。（地区内で 

人数調整が必要な場合は、各地区青少年指導員会長とご相談し

てください。） 

          再任者は改選期日現在、７０歳未満であること、また、新任者

は原則６５歳未満であることとします。 

ウ 推薦期限  平成２６年２月７日（金） 

エ 提出先   地域振興課（４階４８番窓口）担当 江場 

          電話３２０－８３９３ ／ FAX３２２－５０６３ 

 

  《依 頼》青少年指導員の推薦 

 

  【１１月下旬に推薦依頼書を自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

（２）「第２３期西区青少年指導員協議会全体報告会」の開催について 

  ア 日時 平成２６年３月１日（土）１８時３０分～ 

  イ 会場 ホテルプラム（西区北幸２－９－１ 電話３１４－３１１１） 

 

  《依 頼》区連会長のあいさつ、各地区連会長の出席及び分担金のお願い 
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［班回覧］ 

12 パシフィコ横浜の全館施設点検に伴う広域避難場所  

 への避難経路の一部制限について     〔依 頼〕 
（総務課） 

 

 （議題 12 の資料参照）           日下総務課長 

 

 パシフィコ横浜の全館施設点検実施により、点検期間中は臨港パークへの避難経路

が一部制限されます。 

 

（１）広域避難場所名 

   みなとみらい臨港パーク一帯（みなとみらい１－１－１） 

（２）施設点検の期間 

   平成２６年１月７日（火）～１月１０日（金） 

（３）利用可能な安全避難口 

   北口入口（耐震バース側） 

展示ホール入口（パシフィコ横浜前交差点側）  

 

 《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。】 

 

［自治会・町内会長へのお知らせ・報告］ 

13 平成２５年度「防災とボランティアの日」及び「防災 

 とボランティア週間」における防災訓練の実施について 

                    〔お知らせ〕 
（総務課） 

 
                 日下総務課長 

 

 区民の防災意識と災害対応能力の向上を図るため、各地域防災拠点と区役所との連

携した防災訓練を実施します。 

 

（１）訓練実施日 

平成２６年１月１９日(日)、もしくは東日本大震災が発生した３月１１日(月)

前後を中心とした日程とし、地域の実情に合わせて各地域防災拠点管理運営委員

会が決定した日とします。 

（２）訓練実施場所 

各地域防災拠点とします。 
（次ページに続く）
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（３）訓練参加者 

   住民、地域防災拠点管理運営委員会、区職員等 

（４）訓練内容 

   Ｄｉｇ訓練（災害図上訓練）及び拠点開設訓練、デジタル移動無線取扱訓練等

を、９月に実施した訓練の反省点を活かしつつ実施する予定ですが、詳細は、各

地域防災拠点管理運営委員会にて決定します。 

 

＜情報提供＞ 

 被害想定見直しに伴う避難場所確保の方向性について  

                           
（総務局） 

 

（情報提供の資料参照）        池 谷
いけのや

危機管理課担当課長 

 

 フィリピンを直撃した台風 30 号による被災者に対する  

 募金活動について                  
（総務課） 

 

（情報提供の資料参照）                日下課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈次回区連会定例会日程〉 

  （１）日 時 平成２６年１月１７日（金）１３時３０分～ 

  （２）場 所 西区役所３階ＡＢ会議室 


