
 

⻄区連合町内会･⾃治会連絡協議会 ２⽉定例会 
 

平成 29 年 2 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.1〜19） 

 

2 その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ＜次回区連会定例会⽇程＞ 

（１）⽇時 3 ⽉ 17 ⽇（⾦）13︓30〜 

（２）場所 ⻄区役所３階Ｂ会議室 



№ 区　分 種　　別 議　　　　　　　　　　　題 資料 担当課等 説明者

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 篠村刑事担当次長

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 中嶋署長

3 市連会
お知らせ・
報告

木造住宅の耐震化を促進するための補助限度額の増額と戸
別訪問の実施について ③ 建築局 田島建築防災課担当係長

4 市連会
お知らせ・
報告

「横浜市立小・中学校施設の建替えに関する基本方針」素案
に関する市民意見募集について ④ 教育委員会事務局 杉谷計画推進係長

5 局
お知らせ・
報告

資源回収ボックス（西区役所設置）の廃止について - 資源循環局 富田西事務所長

6 区
お知らせ・
報告

ふれあい会の研修会・事務説明会について ⑥ 福祉保健課 本間福祉保健課長

7
区連会
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 -
区連会事務局
総務課
地域振興課

森地域振興課長

8 市連会
お知らせ・
報告

平成２８年度「日赤社資募集」・「共同募金運動」の結果とお礼
について ⑧

西区社会福祉協議
会

山下事務局長

9 市連会 ポスター掲出
第３３回全国都市緑化よこはまフェア開催に伴うポスター掲出
について ⑨ 環境創造局

兵頭全国都市緑化フェア推
進課担当課長

10 関係機関
ポスター掲出
及び班回覧

火災予防運動に伴う防火ポスター掲出及びチラシの班回覧
について ⑩ 西消防署 佐藤予防課長

11 関係機関 班回覧 第５回フードドライブ運動の開催チラシの班回覧について ⑪
西区社会福祉協議
会

山下事務局長

12 関係機関 班回覧 西区シニアクラブの活動紹介チラシの班回覧について ⑫
西区シニアクラブ
連合会

梅山会長
内山高齢・障害支援課長

13 区 班回覧
「掃部山公園でのハンギングバスケット、花文字花壇等の展
示」に関するチラシの班回覧について ⑬ 西土木事務所 西岡副所長

14 関係機関 班回覧 さくらフェスタ開催に伴うチラシの班回覧について ⑭
さくらフェスタ2017
実行委員会

森地域振興課長

15 区 班回覧 「西区保健活動推進員会　会報第３３号」の班回覧について ⑮ 福祉保健課 本間福祉保健課長

16 市連会 推薦依頼 平成２９年民生委員・児童委員の推薦について - 健康福祉局 本間福祉保健課長

17 市連会 各世帯配布 広報紙の配布について ⑰ 市民局 鈴木区政推進課長

18 関係機関 その他依頼
西区スポーツ推進委員連絡協議会「全体会」及び「第３１期横
浜市スポーツ推進委員西区委嘱式」の開催について ⑱

西区スポーツ推進
委員協議会

森事務局長（地域振興課
長）

19 区 協議事項 「平成２８年度自治会・町内会長感謝会」の役割分担について
協議
事項

地域振興課 森地域振興課長

議題一覧
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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）             篠村刑事担当次長 

 

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）                  中嶋署長 
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３ 木造住宅の耐震化を促進するための補助限度額の増  

 額と戸別訪問の実施について      〔お知らせ〕 
（市連会・建築局） 

 

 （議題３の資料参照）           田島建築防災課担当係長 

 

 旧耐震基準の木造住宅の耐震化を更に加速していくため、昭和５６年５月以前に建

築された旧耐震基準の木造住宅について、平成２９年度に限り、耐震改修の補助限度

額を３０万円増額します。また、木造住宅の所有者等に対して戸別に訪問し、広く補

助制度等の周知を行うなど、より一層の耐震化促進を図ります。 

 

（１）補助の対象 

   昭和５６年５月以前に建築された２階建かつ在来工法の木造住宅（ほか条件あり） 

（２）補助額の増額（平成２９年度に限り増額します） 

区分 補助限度額【現状】 補助限度額【増額後】 

課税世帯 75 万円 105 万円 

非課税世帯 115 万円 145 万円 

（３）広報計画 

内 容 予定時期 

(a)広報紙への 

掲載 

広報よこはま及びタウンニュースを活

用し、市全域に対して周知。 

平成 29 年 

１月、３月 

(b)戸別

訪問※ 

(ア)委託 
 

下記区内の旧耐震の木造住宅（約６万

戸）に訪問員を派遣し、制度周知を実施。 

【鶴見、神奈川、西、中、南、磯子、 

金沢】 

平成 29 年 

２月上旬 

～５月頃 

(イ)協定 

市の木造住宅耐震改修に係る「設計・施

工事業者登録制度」に登録している事業

者の協力を得ながら、制度周知を実施。 

【上記の区以外】 

平成 29 年 

２月下旬 

～５月頃 

  ※制度拡充等について周知を行うためのチラシを作成し、訪問時に配布します。

訪問を実施する者は、市が発行する「訪問員証明書」の着用を必須とし、訪問

時に契約等のセールスは行いません。 

（４）問合せ先 

   建築局建築防災課耐震担当 

   電話６７１－２９４３／FAX６６３－３２５５ 

 

  【２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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４ 「横浜市立小・中学校施設の建替えに関する基本方針」  

 素案に関する市民意見募集について   〔お知らせ〕 
（市連会・教育委員会事務局） 

 

 （議題４の資料参照）             杉谷
すぎたに

計画推進係長 

 

 横浜市教育委員会では、学校施設の老朽化に伴い、学校施設の建替事業を効率的、

効果的に進めていくために、新たに「横浜市立小・中学校施設の建替えに関する基本

方針」の素案を策定しました。 

 今後、素案に対する市民の皆様からの御意見を踏まえて「横浜市立小・中学校施設

の建替えに関する基本方針」を策定していきますので、御意見をお寄せくださいます

よう、お願いいたします。 

 

（１）意見募集期間 

   ２月１６日（木）～３月１７日（金） 

（２）意見の提出方法 

   郵送、ＦＡＸ、Ｅメール 

（３）資料の閲覧場所 

   区政推進課広報相談係、市民情報センター 

   ※本市ホームページでも公開します。 

   http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/bunya/tatekae/tatekaehoshin.html

（４）問合せ先 

   教育委員会事務局教育施設課 担当：杉谷・稲垣 

   電話６７１－３２５６／FAX６６４－４７４３ 
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５ 資源回収ボックス（西区役所設置）の廃止について   

                    〔お知らせ〕 
（資源循環局） 

 

                          富田西事務所長 

 

 資源回収ボックスは資源のリサイクルを目的として、平成１５年度から西区内に５

か所設置されました。その後、地域ごとの資源回収体制整備が進み、平成２５年度に

自治会・町内会ごとの資源集団回収達成率が１００％となったことから、所期の目的

を達成したため、地域の御要望に応じて順次廃止することとなっております。 

 今回、西区役所敷地内に設置されている資源回収ボックスにつきましては、以上の

ような経過により廃止することとなりました。 

 なお、資源循環局西事務所内のセンターリサイクルをはじめ、西区内にある残り３

か所の資源回収ボックス（戸部本町地域ケアプラザ内、藤棚地域ケアプラザ内、西地

区センター内）は引き続き運用いたします。 

 

（１）問合せ先 

   資源循環局西事務所 電話２４１－９７７３ 

 

６ ふれあい会の研修会・事務説明会について        

                    〔お知らせ〕 
（福祉保健課） 

 

 （議題６の資料参照）              本間福祉保健課長 

 

 自治会・町内会単位でのひとり暮らし高齢者等の見守り活動を行っていただいてい

る「ふれあい会」の研修会及び次年度助成金申請に係る事務説明会を開催します。 

 各ふれあい会の会長には、別途西区社会福祉協議会より御案内させていただいてお

ります。 

 このたびも、ふれあい会のない自治会・町内会の方にも御参加いただけるようにし

ました。関心のある自治会・町内会の方は、是非御参加いただきますようお願いいた

します。 

 

（１）日時 

   ３月８日（水）１４時００分～１６時００分 

（２）会場 

   西区役所３階ＡＢ会議室 

 

 （次ページに続く） 
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（３）内容 

  ア テーマ 

    「あれ？もしかして、認知症かも？！～そんな時、あなたならどうする？～」 

    協力：西区地域包括支援センター社会福祉士 

  イ 事務説明会 

    平成２９年度助成金申請等について 

（４）申込方法 

   別紙申込用紙をＦＡＸ・郵送、又はお電話にてお申し込みください。 

  ア 申込締切 

    ３月７日（火） 

  イ 申込先 

    福祉保健課事業企画担当 

    〒220-0051 西区中央１－５－１０ 

    電話３２０－８４３７／FAX３２４－３７０３ 

 

  【２月下旬に資料をふれあい会のない自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

７ 自治会・町内会 会計役員研修会の開催について   

                    〔お知らせ〕 
（区連会・総務課・地域振興課） 

 

森地域振興課長 

 

 平成２９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。 
 

（１）研修内容 

   地域活動推進費・防犯灯維持管理費補助金、「町の防災組織」活動費補助金の申 

  請について 

（２）開催日時 

   ４月８日（土） １０時００分～１２時００分 

（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：竹松、市川 

   電話３２０－８３８６／FAX３２２－５０６３ 
（次ページに続く） 
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（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。 

 

  【２月下旬に開催通知を自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

８ 平成２８年度「日赤社資募集」・「共同募金運動」の  

 結果とお礼について           〔報 告〕  
（市連会・日赤横浜市西区地区委員会・県共同募金会横浜市西区支会） 

 

 （議題８の資料参照）               山下事務局長 

 

（１）「日赤社資募集」及び「共同募金運動」におきましては、多大なる御協力を賜り 

  厚くお礼申し上げます。募金結果を御報告させていただきます。 

   各地区連に対して事務費及び配布手数料（西区だより）を交付します。 

 

「日赤社資募集」・「共同募金運動」結果（２月１０日現在） 

 ２８年度実績額 内     訳 

日赤社資 4,412,203 円 
自治会・町内会 4,202,203 円 

法人等 210,000 円 

共同募金 8,294,872 円 

戸別募金 4,150,299 円 

街頭募金 292,007 円 

法人募金 748,100 円 

学校募金 0 円 

職域募金 434,141 円 

イベント募金 0 円 

その他の募金 106,345 円 

年末たすけあい募金 2,563,980 円 
 

（２）問合せ先 

   日本赤十字社横浜市西区地区委員会 担当：小木曽 

   神奈川県共同募金会横浜市西区支会 担当：竹上 

   電話４５０－５００５／FAX４５１－３１３１ 

 

  【後日、通知を各地区連会長あて郵送します。】 
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［ポスター掲出］ 
９ 第３３回全国都市緑化よこはまフェア開催に伴う   
 ポスター掲出について          〔依 頼〕 

（市連会・環境創造局） 

 

 （議題９の資料参照）    兵頭全国都市緑化フェア推進課担当課長 

 

 ３月２５日から花と緑の祭典「第３３回全国都市緑化よこはまフェア」を開催しま

す。全国都市緑化フェアは、国土交通省の提唱で、都市緑化を全国的に推進し、緑豊

かな潤いのある都市づくりに寄与することを目的に、毎年、全国各地で開催されてお

り、横浜では初めての開催となります。 

 

（１）開催期間 

   ３月２５日（土）～６月４日（日） 

（２）会場 

  ア みなとガーデン 

    山下公園、グランモール公園、港の見える丘公園、横浜公園、日本大通り、 

    象の鼻パーク、新港中央広場、運河パーク 

  イ 里山ガーデン 

    横浜動物の森公園植物公園予定地(よこはま動物園ズーラシアに隣接) 

（３）問合せ先 

   環境創造局全国都市緑化フェア推進課 担当：野本・渡邉 

電話６７１－３７８９／FAX６６３－００２７ 

 

  《依 頼》 ポスター（Ａ４判）の掲出 

 

  【２月下旬にポスターを自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

［ポスター掲出及び班回覧］ 

10 火災予防運動に伴う防火ポスター掲出及びチラシの  

 班回覧について             〔依 頼〕 
（西消防署） 

 

 （議題 10 の資料参照）              佐藤予防課長 

 

 「春の火災予防運動」の実施にあわせて、西区版防火ポスターの掲出及びチラシの

班回覧を依頼します。 

 

（１）運動期間 

   ３月１日（水）から３月７日（火）まで 

 

（次ページに続く） 
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（２）春の火災予防キャンペーン 

  ア 日時 

    ３月２日（木）１０時００分～１０時３０分 

  イ 場所 

    横浜駅中央通路 

（３）問合せ先 

   西消防署予防課予防係 電話３１３－０１１９ 

 

  《依 頼》 ポスター（Ａ４判）の掲出及びチラシ（Ａ４判両面）の班回覧 

 

  【２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。】 

 

［班回覧］ 

11 第５回フードドライブ運動の開催チラシの班回覧に  

 ついて                  〔依 頼〕

（西区社会福祉協議会） 
 

 （議題 11 の資料参照）              山下事務局長 

 

（１）フードドライブ運動について 

   まだ食べられるのに、色々な理由で処分されてしまう食品を、食べ物に困って 

いる人や食の支援を行っている団体に届ける活動です。 

（２）対象の「たべもの」 

   穀類（お米、麺類、小麦粉など）、乾物（海苔、煮干しなど）、インスタント食 

  品、レトルト食品、飲料（ジュース、コーヒー、お茶等）、お菓子（クッキー、せ 

  んべいなど）、ギフトパック（お歳暮、お中元）、保存食品（缶詰、瓶詰など）、調 

  味料各種、食料油 

  ※未開封で賞味期限が２か月以上あるもの、常温で保存が可能なものをお願いし 

  ます。 

（３）日時・会場 

   御提供いただける「たべもの」を受付会場に直接お持ちよりください。 

  ア 受付日時 

    ３月１０日（金）～２４日（金） ９時００分～２０時００分 

    ※日曜日・祝日は９時００分～１６時００分 

  イ 受付会場 

    西区福祉保健活動拠点「フクシア」 

    （高島２－７－１ファーストプレイス横浜３Ｆ） 

 

 

 （次ページに続く） 
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（４）問合せ先 

   西区社会福祉協議会 

   電話４５０－５００５／FAX４５１－３１３１ 

 

  《依 頼》 チラシ（Ａ４判両面）の班回覧 

 

  【２月下旬にチラシを自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

12 西区シニアクラブの活動紹介チラシの班回覧に     

 ついて                 〔依 頼〕  

（西区シニアクラブ連合会） 
 

 （議題 12 資料参照）                   梅山会長 

内山高齢・障害支援課長 

 

 西区シニアクラブの会員増加を図るため、シニアクラブの活動を紹介し、会員を募

集します。 

 

（１）主な活動 

   健康づくり、友愛活動、奉仕活動、区シ連事業、同好会、その他 

（２）会員募集 

  ア 対象者 

    ６０歳以上の方ならどなたでも入会できます。（６０歳未満の方も大歓迎） 

  イ 申込先 

    西区シニアクラブ連合会事務局 電話４５１－３１８３ 

 

  《依 頼》 チラシ（Ａ４判片面）の班回覧 

 

  【２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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13 「掃部山公園でのハンギングバスケット、花文字花壇 
 等の展示」に関するチラシの班回覧について 〔依 頼〕 

（西土木事務所） 

 

 （議題 13 の資料参照）                西岡副所長 

 

 第３３回全国都市緑化よこはまフェアの関連事業として、掃部山公園で公園愛護会

の皆様の御協力をいただき、ハンギングバスケットや花文字花壇、立体花壇をフェア

開催中設置し、盛り上げていきます。 

 地域の皆様におかれましては、掃部山公園へお越しいただき、花で彩られた掃部山

を御覧ください。 

 

（１）問合せ先 

   西土木事務所 下水道・公園係 

   電話２４２－１３１３ 

 

  《依 頼》 チラシ（Ａ４判片面）の班回覧 

 

  【２月下旬にチラシを自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

14 さくらフェスタ開催に伴うチラシの班回覧について    
                     〔依 頼〕 

（さくらフェスタ 2017 実行委員会） 

 

 （議題 14 の資料参照）             森地域振興課長 

 

 ３月２５日（土）～４月２日（日）の期間、みなとみらい「さくら通り」を中心と

した周辺施設にて「みなとみらい 21 さくらフェスタ 2017」が開催されます。 

 期間中、周辺施設にてライトアップや関連イベントを開催する他、４月１日（土）

には「さくら通り」を歩行者天国とし、パレード、綱引き選手権やグルメストリート

等を実施します。 

 

（１）問合せ先 

   地域振興課（４階４７番窓口） 担当：井森 

   電話３２０－８３８９／FAX３２２－５０６３ 

 

  《依 頼》 チラシ（Ａ４判片面）の班回覧 

 

  【２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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15 「西区保健活動推進員会 会報第３３号」の班回覧  

 について                〔依 頼〕 
（福祉保健課） 

 

 （議題 15 の資料参照）             本間福祉保健課長 

 

 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３３号が発行されましたので、御案内します。 

 

（１）問合せ先 

   福祉保健課（２階２６番窓口）担当：平野 

   電話３２０－８４３８／FAX３２４－３７０３ 

 

  《依 頼》 「会報」（Ａ４判、４ページ）の班回覧 

 

  【２月下旬に「会報」を自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

［推薦依頼］ 

16 平成２９年民生委員・児童委員の推薦について     

                     〔依 頼〕 
（市連会・健康福祉局） 

 

                       本間福祉保健課長 

 

 平成２９年につきまして、民生委員・児童委員の欠員地区及び増員が必要な地区に

ついて、「地区推薦準備会」を開催し、候補者を推薦していただくよう御協力をお願い

します。 

 ７月１日付け欠員補充・増員のためには、３月から４月にかけて、１２月１日付け

欠員補充・増員のためには、８月から９月にかけて、「推薦準備会」を開催していただ

くようお願いします。 

 

（１）問合せ先 

   福祉保健課（２階２７番窓口）担当：高木、遠藤 

   電話３２０－８４３６ 

 

  《依 頼》 委員の推薦 

 

  【欠員地区及び増員が必要な地区の自治会・町内会長あて、個別に御連絡及び御 

   説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。】 
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［各世帯配布］ 

17 広報紙の配布について               

                     〔依 頼〕 
  （市連会・市民局） 

 

 （議題 17 の資料参照）             鈴木区政推進課長 

 

 日頃から広報紙の配布について多大な御協力を賜り、誠にありがとうございます。 

 平成２９年度も、引き続き広報紙配布への御協力をよろしくお願いします。 

 

（１）配布紙名  

   「広報よこはま」、「県のたより」、「ヨコハマ議会だより」 

（２）依頼回数    

   「広報よこはま」「県のたより」 毎月１回 

   「ヨコハマ議会だより」 年４回（５月･８月･１１月･３０年２月） 

（３）配布時期 

   １日から１０日までに配布をお願いします。 

（４）配布方法 

   自治会・町内会等からの配布をお願いします。 

（５）配布謝金 

   「広報よこはま」    １部につき９円 

   「県のたより」     １部につき８円 

   「ヨコハマ議会だより」 １部につき４円 

    ※謝金額は平成２９年度予算議決後に確定します。 

（６）謝金支払 

   年２回（１０月、３０年３月） 

（７）問合せ先 

   区政推進課広報相談係（１階１番窓口） 

   電話３２０－８３２２／FAX３１４－８８９４ 

 

 《依 頼》「広報よこはま」、「県のたより」及び「ヨコハマ議会だより」 

の各世帯配布 

 

  【「配布について」の通知を２月下旬に自治会町内会長宅あて送付します。】 

  【広報紙は、配布予定月の前月末日までに広報配布責任者あて直送します。】 
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［その他依頼］ 

18 西区スポーツ推進委員連絡協議会「全体会」及び   

 「第３１期横浜市スポーツ推進委員西区委嘱式」の   

 開催について              〔依 頼〕 
（西区スポーツ推進委員協議会） 

 

 （議題 18 の資料参照）        森事務局長（地域振興課長） 

 

（１）「全体会」の開催について 

  ア 日 時 ３月１０日（金）１８時３０分  

  イ 場 所 三菱重工横浜ビル３３階（みなとみらい３－３－１） 

  ウ 分担金 ６，０００円 

 

  《依 頼》 ①各地区連会長の出席 

        ②区連会長の挨拶 

        ③分担金のお願い 

 

  【２月下旬に依頼文を自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

（２）第３１期横浜市スポーツ推進委員西区委嘱式 

  ア 日 時 ４月１２日（水）１９時００分 

  イ 場 所 西区役所３階ＡＢ会議室 

 

  《依 頼》 ①各地区連会長の出席 

        ②区連会長の挨拶 

        ③区連会長 ：区役員選出のための区協議会での議長 

         地区連会長：地区役員選出のための地区協議会での議長 

 

（３）問い合わせ先 

   西区スポーツ推進委員連絡協議会事務局（地域振興課内）担当：河野・笹生 

   電話３２０－８３９０／FAX３２２－５０６３ 

 

＜協議事項＞ 

  「平成２８年度自治会・町内会長感謝会」の役割     
 分担について                    

（地域振興課） 

 

 （協議事項の資料参照）            森地域振興課長 

 




