
 

⻄区連合町内会･⾃治会連絡協議会 ３⽉定例会 
 

平成 29 年３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.1〜26） 

 

2 その他 

区連会事務局の外部委託契約について 

 

 
 
 
 
 

                             ＜次回区連会定例会⽇程＞ 

（１）⽇時 ４⽉ 18 ⽇（⽕）14︓30〜 

（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 加藤刑事担当次長

2 市連会
お知らせ・
報告

個人情報保護法改正に伴う名簿の取扱いについて ②
市民局
健康福祉局

犬塚市民情報課長

3 関係機関
お知らせ・
報告

西区内の火災・救急概況について ③ 西消防署 中嶋署長

4 市連会
お知らせ・
報告

初期消火器具等整備費補助金の交付申請受付及び設置協
力店への初期消火器具の設置について ④ 消防局 佐藤予防課長

5 局
お知らせ・
報告

「身近なまちの防災施設整備事業補助」リーフレットの送付に
ついて ⑤ 都市整備局

田川防災まちづくり推進課
エリア担当係長

6 市連会
お知らせ・
報告

学校などに保管している指定廃棄物等の新たな保管場所へ
の移動について ⑥

教育委員会事務局
こども青少年局

鹿志村学校連携・こども
担当課長

7 市連会
お知らせ・
報告

「平成２９年度横浜市市民活動保険」の周知及びリーフレット
の配布について ⑦ 市民局 早川総務課長

8 区
お知らせ・
報告

「西区っていいねーデータでみる西区ー平成29年版」について ⑧ 総務課 早川総務課長

9 区
お知らせ・
報告

平成２９年度ふれあい会助成金申請受付について ⑨ 福祉保健課 本間福祉保健課長

10 区
お知らせ・
報告

「にこまちフォーラム」の開催結果について ⑩ 福祉保健課 本間福祉保健課長

11 市連会
お知らせ・
報告

「鋼管ポールＬＥＤ防犯灯ＥＳＣＯ事業」の施工完了について ⑪ 市民局 森地域振興課長

12 市連会
お知らせ・
報告

平成２９年度ＬＥＤ防犯灯整備事業について ⑫ 市民局 森地域振興課長

13 区
お知らせ・
報告

平成２９年度西区交通安全対策協議会事業計画について - 地域振興課 森地域振興課長

14 区
お知らせ・
報告

「西区地域のつながりを育み強める補助金」及び「西区まちづ
くりアドバイザー派遣団体」の募集について ⑭ 区政推進課 鈴木区政推進課長

15 区 班回覧
春のまち歩きキャンペーン「にしまろちゃんのぶらり川柳を探
せ」チラシの班回覧について ⑮ 区政推進課 鈴木区政推進課長

16 関係機関 班回覧
にしく市民活動支援センター「にしとも広場」広報紙第９号の
班回覧について ⑯

にしく市民活動支
援センター

加世田センター長代行

17 区 班回覧
介護予防普及啓発事業講演会及び測定会「自分自身の足腰の
力を知ろう！ロコモ度測定会・講演会」開催チラシの班回覧につ
いて

⑰ 高齢・障害支援課 内山高齢・障害支援課長

18 区 班回覧
西区感震ブレーカー簡易タイプ設置促進事業のチラシの班回
覧等について ⑱ 総務課 早川総務課長

19 関係機関 その他依頼
平成２９・３０年度西区環境事業推進委員委嘱式の開催につ
いて -

西区環境事業推進
委員連絡協議会

富田西事務所長

20 関係機関 その他依頼 西区保健活動推進員委嘱状交付式の開催について -
西区保健活動推進
員会

本間福祉保健課長

21 関係機関 推薦依頼 西区スポーツ振興事業推進委員会委員の推薦について -
西区スポーツ振興
事業推進委員会

森事務局長
（地域振興課長）

22 市連会
交付申請等書
類提出依頼

地域防犯カメラ設置補助制度実施について ㉒ 市民局 森地域振興課長

23 区
交付申請等書
類提出依頼

地域活動推進費・地域防犯灯維持管理費補助金、「町の防災
組織」活動費補助金の交付申請及び実績報告書の提出につ
いて

-
地域振興課
総務課

森地域振興課長
早川総務課長

24 区 その他
平成２９年度西区災害対策連絡協議会及び西区地域防災拠
点管理運営委員会連絡協議会の開催について - 総務課 早川総務課長

25 関係機関 その他 横浜市長選挙の選挙期日について
その
他

西区選挙管理委員
会

早川書記次長（総務課長）

26 区 その他 平成２９年度「地域のつどい」の日程調整等について
その
他

区政推進課 鈴木区政推進課長

27
区
区連会

その他 区連会事務局の外部委託契約について - 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）             加藤刑事担当次長 

 

２ 個人情報保護法改正に伴う名簿の取扱いについて          

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

 
 （議題２の資料参照）             犬塚市民情報課長 

 

 ５月３０日の個人情報保護法改正に伴い、自治会・町内会も個人情報保護法の対象

団体となります。 

 多くの自治会・町内会では、会の運営管理のために名簿を作成されていると思いま

す。また、災害時に備えた要援護者の把握に取り組んでいただいています。  

 これまでと同様に、今後も必要な個人情報を適切に取り扱い、活用できるよう、改

正点を含む法の内容や名簿の作成・管理にあたって注意すべき点等についてチラシ及

び手引にまとめましたので、お知らせします。 

 

（１）法に定められた個人情報取扱いの７つのチェックポイント 

  ア 個人情報を取得するときは、何に使うか目的を決めて、本人に伝えること 

  イ 個人情報は、決めた目的以外のことには使わないこと 

  ウ 個人情報を第三者に渡す際は、本人の同意を得ること 

  エ 個人情報のうち要配慮個人情報については、特別なルールを守ること 

  オ 本人からの「個人情報の開示や訂正等の請求」には応じること 

  カ 取得した個人情報は安全に管理すること 

  キ 苦情の申出に対応すること 

（２）問合せ先 

   市民局市民情報課 担当：粕谷、魚屋 

   電話６７１－３８８３ 

 

  【３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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３ 西区内の火災・救急概況について           

                    〔お知らせ〕 
（西消防署） 

 

 （議題３の資料参照）                  中嶋署長 

 

４ 初期消火器具等整備費補助金の交付申請受付及び設   

 置協力店への初期消火器具の設置について〔お知らせ〕 
（市連会・消防局） 

 

 （議題４の資料参照）                佐藤予防課長 

 
（１）平成２９年度初期消火器具等整備費補助金の交付申請受付について 

   自治会・町内会がスタンドパイプ式初期消火器具又は初期消火箱を、新規又は 

  更新設置する際の、整備費用の一部を補助する事業の申請受付を開始します。 

  ア 申請要件 

    単一の自治会・町内会で、以下の３つの条件を満たすこと。 

   （ア）地域に消火栓がある。 

   （イ）家屋が密集し、火災が発生した場合に延焼拡大のおそれがある。 

   （ウ）初期消火器具の取扱訓練を定期的に実施できる。 

  イ 補助率及び補助予定数 

   （ア）補助率：設置費用の２/３（上限額２０万円） 

   （イ）予定数：２９年度 100 基 

  ウ 申請期間 

    ４月３日（月）～８月３１日（木） 

（２）設置協力店舗への初期消火器具の設置について 

   自治会・町内会が所有するスタンドパイプ式初期消火器具の設置場所として、 

  「設置協力店舗を希望される自治会・町内会」を募集します。 

  ア 設置協力をいただける店舗 

    コンビニエンスストア、外食チェーン、ドラックストア、自動車販売店 等 

  イ 応募期間 

    ４月３日（月）～７月３１日（月） 

（３）問合せ先 

   西消防署予防課予防係 電話３１３－０１１９ 

   ※補助金の申請及び初期消火器具の設置を希望される場合、まずは西消防署 

   まで御相談ください。 

 

  【３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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５ 「身近なまちの防災施設整備事業補助」リーフレット  
 の送付について            〔お知らせ〕 

（都市整備局） 

 
 （議題５の資料参照）   田川防災まちづくり推進課エリア担当係長 

 

 地震による火災の危険性が高い地域を対象に、自治会・町内会等が行う防災施設（避

難経路、防災広場、防災設備）の整備等に対し補助を行う「身近なまちの防災施設整

備事業補助」について、施策の周知のため、補助対象地域の町丁目を含む自治会・町

内会の会長宛てに案内リーフレットを送付します。 

 

（１）対象の自治会・町内会 

   石崎自治会、天神町町内会、紅梅二町内会、紅梅町自治会、御所山町会 

西戸部町三丁目自治会、伊勢町三丁目睦会、伊勢四自治会、西杉町内会、 

扇田杉山自治会、中央一丁目親和会、杉山町四丁目町内会、西前三丁目町内会、

西前町四丁目自治会、藤棚一丁目東部町内会、浜松町町内会、 

藤棚町１丁目自治会、浜松町東部自治会、藤棚町２丁目東部自治会、 

藤棚町二丁目西部自治会、県営藤棚アパート自治会、元久保町自治会、 

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、 

久保町第五町内会、東久保町東朋会、東久保町東台会、東久保町東睦会、 

伊勢町一丁目町内会、伊勢町二丁目町会、伊勢町２・３丁目親和会、 

老松町内会、アトラス野毛山自治会、羽沢東部自治会、羽沢西部自治会、 

西戸部二丁目第一自治会、パレステージ横濱自治会、上原東部運営会、 

西戸部二丁目第四町内会、東ケ丘町内会、東ケ丘西部町内会、 

赤門町二丁目自治会、霞ヶ丘丘友会、境之谷東部自治会、境之谷西部町内会、 

浅間台自治会、浅間町２丁目自治会、浅間町三丁目自治会、 

浅間町四丁目東睦会、浅間町上四丁目自治会、浅間町五丁目町内会、 

南浅間町第二町内会 

（２）問合せ先 

   都市整備局防災まちづくり推進課 

   電話６７１－３５９５／FAX６６３－５２２５ 

 

  【３月下旬にリーフレットを該当の自治会・町内会長宅あて送付します。】 
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６ 学校などに保管している指定廃棄物等の新たな保管  

 場所への移動について          〔お知らせ〕

（市連会・教育委員会事務局・こども青少年局） 

 

 （議題６の資料参照）      鹿志村学校連携・こども担当課長 
 

 学校・保育園に保管されている指定廃棄物等については、新たな保管庫の整備が完

了しましたので、児童・生徒等への安全に配慮し、３月２５日から３月３１日の間に

学校・保育園から保管場所に移動します。 

 

（１）新たな保管場所 

  ア 施設名 

    北部汚泥資源化センター 

  イ 所在地 

    鶴見区末広町１－６－１ 

  ウ 保管庫概要 

    鉄筋コンクリート造平屋建て床面積約 99 ㎡ 

（２）新たな保管場所へ移管される指定廃棄物等（西区） 

  ア 種別 

    学校雨水利用施設内に沈殿した汚泥 

  イ 学校名 

    軽井沢中学校 

  ウ 移動予定日 

    ３月２５日 

（３）問合せ先 

   教育委員会事務局教育施設課 担当：奥野 

   電話６７１－３２５５ 
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７ 「平成２９年度横浜市市民活動保険」の周知及びリー  
 フレットの配布について        〔お知らせ〕 

 （市連会・市民局） 

 

 （議題７の資料参照）                早川総務課長 

 

 できるだけ多くの市民の皆様に安心してボランティア活動に参加していただけるよ

うに、市があらかじめ保険会社と保険契約を締結する「横浜市市民活動保険」事業を

平成２９年度も実施します。 

 

（１）補償内容 

賠償責任保険（限度額） 傷 害 保 険 

身体賠償 

１名  １億円 死亡 １名 500 万円 

１事故 ５億円 後遺傷害 
後遺障害の程度に応じた

金額（１名上限 500 万円） 

財物賠償 １事故 500 万円 入院 
１日 3,500 円 

   （180 日限度） 

保管物賠償 １事故 500 万円 通院 
１日 2,500 円 

   （ 90 日限度） 

免責金額 

（自己負担額） 
5,000 円 手術 手術の種類に応じた金額 

（２）主な配布先 

   西区総務課、市民活動支援センターなど 

（３）問合せ先 

   総務課（４階５１番窓口） 担当：川畑・伊藤 

   電話３２０－８３０８／FAX３２２－９８４７ 

 

  【３月下旬にリーフレットを自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

８ 「西区っていいねーデータでみる西区ー平成 29 年版」 
 について                       〔お知らせ〕 

 （総務課） 

 

 （議題８の資料参照）               早川総務課長 

 

 各種統計データをまとめた｢西区っていいね」を発行しましたので、お知らせします。 

 

（１）問合せ先 

   総務課（４階５０番窓口） 担当：大杉・本間 

   電話３２０－８３１４／FAX３２２－９８４７ 

  【３月下旬に｢西区っていいね」を自治会・町内会長宅あて送付します。】 
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９ 平成２９年度ふれあい会助成金申請受付について     

                    〔お知らせ〕  
（福祉保健課） 

 

 （議題９の資料参照）              本間福祉保健課長 

 

 「ふれあい会」とは、自治会・町内会単位の地域で結成され、ひとり暮らし高齢者

等を見守り・訪問する活動です。活動を通して、温かみのある近隣関係を築き、誰も

が安心して暮らせるまちづくりを目指します。 

 西区では、ふれあい会の活動を支援するために、助成金を交付しており、次年度も

４月から助成金の申請受付を予定しています。 

 

（１）既にふれあい会がある自治会・町内会 

   各ふれあい会の会長の皆様には、別途西区社会福祉協議会より御案内しており 

  ます。 

   （受付期間：４月１７日（月）から２７日（木）９時から１７時 日曜日除く） 

 

（２）ふれあい会未結成の自治会・町内会 

   この機会に、是非助成金を活用した取組を御検討ください 

   また、新規の申請は４月以降随時受け付けておりますので、問合せ先までお気 

  軽に御相談ください。 

 

  【３月下旬に資料を該当する自治会・町内会長宅あて送付します。】 
 

（３）問合せ先 

  ア 福祉保健課事業企画担当（２階２７番窓口）  

    電話３２０－８４３７／FAX３２４－３７０３ 

  イ 西区社会福祉協議会（西区高島2-7-1ﾌｧｰｽﾄﾌﾟﾚｲｽ横浜３階「ﾌｸｼｱ」） 

     電話４５０－５００５／FAX４５１－３１３１ 
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10 「にこまちフォーラム」の開催結果について     

                     〔報 告〕 
（福祉保健課） 

 

 （議題 10 の資料参照）             本間福祉保健課長 

 

 区連会で参加の御協力をお願いした、「にこまちフォーラム」について、開催結果 

を報告します。 
 

（１）概要  

  ア 実施日時 ２月１８日（土） １３時００分～１５時３０分 

  イ 会  場 西公会堂 

  ウ 内  容 第１部：講演会 

         「みんなでつくる地域のつながり」 

         第２部：地域活動発表 

  エ 参加者数 ２２９人 

（２）アンケートでの主な意見 

   「各地区が活発に活動していることがわかりました」「とても興味深い内容で参 

  考になりました」「自分の地域でも取り入れたい」等の意見が寄せられました。 

 

  【３月下旬に資料を自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

11 「鋼管ポールＬＥＤ防犯灯ＥＳＣＯ事業」の施工完了  

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

 

 （議題 11 の資料参照）             森地域振興課長 

 

 「鋼管ポールＬＥＤ防犯灯ＥＳＣＯ事業」について、申請をいただいた鋼管ポール

防犯灯の LED 化が完了しましたので、報告します。 

 今回 LED 化した防犯灯の電気料金については、４月１日から横浜市が支払います。

東京電力エナジーパートナー株式会社との名義変更の手続きに関しましても本市が行

いますので、自治会・町内会において手続きの必要はございません。 

 今後も引き続き、不具合の発見および連絡などの日常の見守りについて、自治会・

町内会の皆様の御協力を賜りますようよろしくお願いします。 

 

（１）西区における鋼管ポールＬＥＤ防犯灯ＥＳＣＯ事業交換灯数 

   ４４１灯 

（２）平成２８年度鋼管ポールＬＥＤ防犯灯ＥＳＣＯ事業工事結果報告について 

   ESCO 事業の申請書に記入いただいた防犯灯の情報について、単位自治会・町内 

  会ごとにまとめました。３月下旬に資料を送付しますので、御確認ください。 

（次ページに続く） 
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（３）LED 化できなかった鋼管ポール防犯灯の今後の取扱について 

   平成２８年度に LED 化の申請をいただいたもので、防犯灯設置承諾書の添付が 

  無かったものや障害物（ＣＡＴＶ線等）が設置されていたため、LED 化できなか 

  ったものについては、防犯灯設置承諾書の取得や障害物の撤去を行い、その旨の 

  御報告をいただいた場合には、平成２９年度中の LED 化を検討します。 

  ア 報告期限 

    ７月３１日（月） 

  イ 報告先 

    西区役所地域振興課又は市民局地域防犯支援課 

（４）LED 防犯灯の不具合発見時等について 

    LED 防犯灯に不具合があった際には、西区役所地域振興課又は市民局地域防 

   犯支援課まで御連絡ください。 

（５）電気料金について 

  ア 「４月分」請求の電気料金について 

    ESCO 事業により LED 化した防犯灯は、４月１日付で自治会・町内会名義から

横浜市名義に変更しますが、３月の検針日から３月３１日までの日割の電気料

金は自治会・町内会にお支払いいただく必要があります。 

    ３月３１日までの日割の電気料金は、東京電力エナジーパートナー(株)から

「４月分(※)」としての請求となりますのでよろしくお願いします。 

    ※３月分は２月検針日から３月検針日前日までとなります。よって、３月検

針日から３月３１日までは４月分となります。 

  イ 電気料金に関するお問い合わせ先 

    東京電力エナジーパートナー株式会社 カスタマーセンター神奈川（第一） 

    電話０１２０－９９－５７７２ 

（６）問合せ先 

  ア 西区役所地域振興課  電話３２０－８３８８／FAX３２２－５０６３ 

  イ 市民局地域防犯支援課 電話６７１－３７０９／FAX６６４－０７３４ 

 

  【３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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12 平成２９年度ＬＥＤ防犯灯整備事業について     

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

 

 （議題 12 の資料参照）              森地域振興課長 

 

 防犯灯の LED 化については、これまでに約 176,000 灯を LED 化してまいりました。

平成２９年度は「鋼管ポールＬＥＤ防犯灯の新設」工事を主に、進めてまいります 

ので御協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

（１）鋼管ポールＬＥＤ防犯灯の新設について 

   設置を希望する自治会・町内会は、申請書類の提出が必要になりますので、事 

  前に地域振興課まで御相談ください。（申請書提出期限：５月３１日（水）） 

（２）平成２８年度の「鋼管ポールＬＥＤ防犯灯ＥＳＣＯ事業」で、ポールの劣化等 

  で LED 化できなかった鋼管ポールの建替について 

  ア 「鋼管ポールＬＥＤ防犯灯ＥＳＣＯ事業」で申請をいただいたものの中で、 

   本市が建替対象を選定しますので、自治会・町内会からの申請書類の提出の必 

   要はありません。 

  イ 自治会・町内会所有の鋼管ポール防犯灯で建替の対象となった場合には、工 

   事業者から連絡します。 

（３）問合せ先 

   地域振興課（４階４７番窓口）担当：井森、松村、片柳 

   電話３２０－８３８８／FAX３２２－５０６３ 

 

 ※なお、今回の配布のほかに、自費で防犯灯（LED 灯含む）の新設・交換をお考え 

 の自治会・町内会がございましたら区の補助金の対象となりますので担当まで必ず 

 事前に御相談ください。また、補助金を受けない場合でも、必ず工事前に御連絡い 

 ただきますよう、お願いします。 

 

  【３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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13 平成２９年度西区交通安全対策協議会事業計画      
 について               〔お知らせ〕 

（地域振興課） 

 

                        森地域振興課長 
 

 市交通安全運動実施計画に基づき、２９年度の西区の事業計画を作成しましたので、

お知らせします。 

 

事 業 名 実施日及び場所等 事 業 概 要 

 
小中学生・幼稚園児 
交通事故防止対策 
事業 

新入学児童通学時歩行訓練及び４年生
等の自転車乗り方指導 

新入学児童を対象に、通学時における交通安全の
ための歩行指導、また高学年児童の自転車の乗り
方指導等も含めて実施します。  ４月～６月 区内全小学校実施予定 

体験型交通安全教室 車両とダミー人形を使った体験型・実践型の交通
安全教室を実施します（東小、宮谷小、稲荷台小）。   ４月～６月 区内３校実施予定 

中学生のための交通安全教室 スタントマンが交通事故をリアルに再現し事故の
怖さを体感させるスケアードストレイト方式の交
通安全教室を実施します。  平成２９年度中 老松中学校 

園児歩行訓練 
浅間幼育園の園児を対象に、交通安全のための歩
行指導を実施します。 

 
４月 10 日（月）KANTOモ－タ－スク－ル 

その他 
区内保育園・幼稚園・小学校で交通安全のための
歩行指導・安全講話を随時実施します。 

春の全国交通安全運
動西区キャンペーン 

期間：4 月 6 日～15 日 
４月６日(木) 
横浜駅東口新都市プラザ 

パネルの展示、白バイ試乗等各種体験コーナーを
設けるとともに、啓発物品、チラシを配布し、交
通安全を呼びかけます。 

自転車マナーアップ
運動 

期間：5 月 1 日～31 日 
５月下旬 国道１号西横浜駅（予定） 

啓発物品、チラシを配布しながら、自転車のマナ
ーアップを呼びかけます。 

二輪車交通事故防止
及び暴走族追放キャ
ンペーン 

期間：6 月 1 日～30 日 
６月中旬 高島町交差点（予定） 

啓発物品、チラシを配布しながら、二輪車の安全
運転を呼びかけます。 

夏の交通事故防止 
キャンペーン 

期間：7 月 11 日～20 日 
７月中旬 みなとみらい地区（予定） 

啓発物品、チラシを配布しながら、交通事故防止
を呼びかけます。 

高齢者交通事故防止
対策事業 

シルバー・ドライビングスクール 高齢者に対し、実車走行による実践型の交通安全
運転教育を実施します。  ４月 10 日（月）KANTOモ－タ－スク－ル 

交通安全教室 歩行指導等の交通安全教育を実施します。 

高齢者家庭訪問 高齢者宅を訪問し、交通安全指導を実施します。 

秋の全国交通安全運
動西区キャンペ－ン 

期間：9 月 21 日～30 日 
９月 26 日(火) 
横浜駅東口新都市プラザ 

パネルの展示、白バイ試乗等各種体験コーナーを
設けるとともに、啓発物品、チラシを配布し、交
通安全を呼びかけます。 

「交通事故死ゼロを目

指す日」キャンペーン 
４月 10 日（月）、９月 30 日（土） 

春・秋の交通安全運動と連携してキャンペーンを
実施します。 

違法駐車及び放置自転

車・バイククリーンキ

ャンペーン 

１０月中 横浜駅周辺 
放置自転車等への警告札の取付活動、自転車マナ
ー向上キャンペーンを実施します。 

年末の交通事故防止
運動西区キャンペー
ン 

期間：12 月 11 日～20 日 
12 月 14 日(木) 
横浜駅西口ビブレ周辺（予定） 

啓発物品、チラシを配布しながら、交通事故防止
を呼びかけます。 

飲酒運転根絶キャン
ペーン 

期間：12 月 1 日～31 日 
１２月中旬 横浜駅周辺（予定） 

啓発物品、チラシを配布しながら、飲酒運転根絶
を呼びかけます。 

交通安全対策協議会
総会 

３月 13 日(火) 
西区役所 

平成２９年度事業報告及び３０年度事業計画（案）
を審議します。 

交通安全功労者 
表彰 

３月 13 日(火) 
西区役所 

平成２９年度交通安全功労者の表彰を交通安全対
策協議会開催時に実施します。 

【各季の運動等の開始時期前月下旬に、通知を自治会・町内会長宅あて送付します。】 
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14 「西区地域のつながりを育み強める補助金」及び    

 「西区まちづくりアドバイザー派遣団体」の募集に   

 ついて                〔お知らせ〕 
（区政推進課） 

 
 （議題 14 の資料参照）             鈴木区政推進課長 

 

 「西区地域のつながりを育み強める補助金」及び「西区まちづくりアドバイザー派

遣団体」を募集します。申し込みを希望する自治会・町内会は、区政推進課へお気軽

に御相談ください。 

 

（１）西区地域のつながりを育み強める補助金について 

  ア 対象団体 

    自治会・町内会を含む２つ以上の団体 

  イ 対象となる活動 

    地域課題の解決や地域活動の活性化を目指した連合地区内の活動 

  ウ 補助内容 

    対象経費の９０％で２０万円以内 

（２）西区まちづくりアドバイザー派遣団体 

  ア 対象団体 

    地区連合町内会、単位自治会・町内会、自治会・町内会が関わる協議会等の 

   組織 

  イ 対象となる活動 

    ・地域活動の担い手発掘・育成 

    ・地域の防災・減災 

    ・福祉の視点を取り入れたまちづくり 

    ・まちづくりに関する専門的な知識・経験・情報 

（３）問合せ先 

   区政推進課地域力推進担当（４階４９番窓口） 

   電話３２０－８３１９ 

 

  【３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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［班回覧］ 

15 春のまち歩きキャンペーン「にしまろちゃんのぶらり  

 川柳を探せ」チラシの班回覧について    〔依 頼〕

（区政推進課） 
 

 （議題 15 の資料参照）             鈴木区政推進課長 

 

 まちの回遊性向上の一環として、春のまち歩きキャンペーン「にしまろちゃんのぶ

らり川柳を探せ」を実施します。 

 

（１）実施期間 

   ３月２５日（土）～６月４日（日） 

（２）実施エリア 

   横浜駅、みなとみらい２１地区、掃部山公園周辺 

（３）キャンペーン用紙入手場所 

   観光案内所（横浜駅・桜木町駅）、西区役所など 

（４）問合せ先 

   区政推進課（４階４９番窓口） 

   電話３２０－８３２９／FAX３２２－９８４７ 

 

  《依 頼》 チラシ（Ａ４判両面）の班回覧 

 

  【３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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16 にしく市民活動支援センター「にしとも広場」広報紙  

 第９号の班回覧について         〔依 頼〕 
（にしく市民活動支援センター） 

 

 （議題 16 の資料参照）          加世田センター長代行 

 

 にしく市民活動支援センターが発行している広報紙「にしとも広場」第９号を発行

しますので、御協力をお願いします。 

 

（１）問合せ先 

   にしく市民活動支援センター 

   電話６２０－６６２４ 

 

  《依 頼》 広報紙（Ａ４判、８ページ）の班回覧 

 

  【３月下旬に広報紙を自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

17 介護予防普及啓発事業講演会及び測定会「自分自身の 

 足腰の力を知ろう！ロコモ度測定会・講演会」開催チラ 

 シの班回覧について           〔依 頼〕 
（高齢・障害支援課） 

 

 （議題 17 の資料参照）         内山高齢・障害支援課長 

 

（１） 日時・内容 
  ア ５月１５日（月）１４時００分～１６時００分 
    ロコモの基本的知識の説明、立ち上がりテスト・２ステップテストによるロ 
   コモ度の測定 
  イ ５月２５日（木）１４時００分～１６時００分 
    ロコモ予防につながる体操、運動や生活の中で気をつけることの紹介 

（２）会場 

   西区役所３階ＡＢ会議室 

（３）対象 

   おおむね６５歳以上の西区民 定員７０名 

（４）講師 

   かながわ健康財団 健康運動指導士 高垣茂子先生 

 

 

 

 （次ページに続く） 
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（５）申込方法 

   区役所窓口又は電話にてお申し込みください。 

  ア 申込期間 

    ４月１２日（水）～４月２８日（金） 

  イ 申込先 

    高齢・障害支援課（２階２２番窓口） 

    電話３２０－８４１０ 
 

 ※ロコモとは、ロコモティブシンドロームの略称です。加齢に伴う筋力低下や骨・ 

 関節の疾患など運動器の障害が起こり、「立つ、座る、歩く」などの移動能力が低下 

 する状態のことです。 
 

  《依 頼》 チラシ（Ａ４判片面）の班回覧 

 

  【３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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18 西区感震ブレーカー簡易タイプ設置促進事業の    

 チラシの班回覧等について        〔依 頼〕 
（総務課） 

 

 （議題 18 の資料参照）               早川総務課長 
 

 西区では、延焼危険性の高い地域の感震ブレーカー設置促進のため、感震ブレーカ

ー簡易タイプ設置促進事業を実施してまいりました。 

 平成２９年度も引き続き実施いたしますので、自治会・町内会でのとりまとめに御

協力をお願いします。 

 

（１）対象となる地域 

   「横浜市地震防災戦略における地震火災対策方針」における西区内の重点対策 

  地域及び対策地域 

（２）対象となる製品 

   ・（株）エヌ・アイ・ピー スイッチ断ボールⅢ A001J 

   ・（株）リンテック２１ 感震ブレーカーアダプター ヤモリ GV-SB1 

・（株）寺田電機製作所 まもれーる・感震くん RDJ10000W 

   ・（株）生方製作所 ピオマ 感震ブレーカー UGS6 

    ※付属品とのセットも補助対象になります。 

（３）補助の内容 

   対象となる感震ブレーカー簡易タイプの購入費用の３分の２（１台あたり上限

額 2,600 円）を西区役所で負担します。 

（４）申請について 

  ア 申請方法 

    お申し込みは自治会・町内会単位でお願いしています。 

    申請をお考えの場合は、総務課にお問い合わせください。 

  イ 申請期間 

    平成２９年度中 

（５）問合せ先 

   総務課（４階５１番窓口）担当：三浦、櫻井 

   電話３２０－８３１０／FAX３２２－９８４７ 

 

  《依 頼》 チラシ（Ａ４判、４ページ）の班回覧 

        町内の申し込みのとりまとめ 

 

  【３月下旬に依頼文及びチラシを該当の自治会・町内会長宅あて送付します。】 
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［その他依頼］ 

19 平成２９・３０年度西区環境事業推進委員委嘱式の  

 開催について              〔依 頼〕 
（西区環境事業推進委員連絡協議会） 

 

                        富田西事務所長 

 

各自治会・町内会から御推薦いただきました環境事業推進委員について、次のとお

り委嘱式を執り行いますので、各地区連会長の御出席をよろしくお願いします。 

推薦作業につきまして、御協力をいただきありがとうございました。 

 

（１）開催日時 

   ４月２７日（木）１４時００分 

（２）場所 

   西公会堂講堂 

（３）問合せ先 

   資源循環局西事務所 担当：大城、櫻井 

   電話２４１－９７７３／FAX２５１－１７９１ 

 

  《依 頼》 ①各地区連会長の出席  

        ②区連会長の挨拶 
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20 西区保健活動推進員委嘱状交付式の開催について   

                     〔依 頼〕 
（西区保健活動推進員会） 

 

                       本間福祉保健課長 

 

各自治会・町内会から御推薦いただきました全ての方を保健活動推進員として委嘱

する運びとなりました。御協力ありがとうございました。 

次のとおり委嘱状交付式を執り行いますので、各地区連会長の御出席をよろしくお

願いします。 

 

（１）開催日時 

   ４月２８日（金）１４時００分～１４時３０分 

（２）場所 

   西区役所３階ＡＢ会議室 

（３）問合せ先 

   福祉保健課（２階２６番窓口）担当：小林、平野 

   電話３２０－８４３８／FAX３２４－３７０３ 

 

  《依 頼》 ①各地区連会長の出席  

        ②区連会長の挨拶 

 

［推薦依頼］ 

21 西区スポーツ振興事業推進委員会委員の推薦に     

 ついて                 〔依 頼〕  
（西区スポーツ振興事業推進委員会） 

 

                  森事務局長（地域振興課長） 

 

 「西区スポーツ振興事業推進委員会」の区連会からの委員の推薦について、引き続

き林第４地区自治会連合会長にお願いいたしたく、依頼します。 

 

（１）役職 

   西区スポーツ振興事業推進委員会 委員 

（２）任期 

   ２年 

 

  《依 頼》 区連会からの委員の推薦 
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［交付申請等書類提出依頼］ 

22 地域防犯カメラ設置補助制度実施について      

                     〔依 頼〕 
（市連会・市民局） 

 

 （議題 22 の資料参照）              森地域振興課長 

 

 自治会・町内会が防犯カメラを設置する際に費用の一部を補助する「地域防犯カメ

ラ設置補助制度」について、平成２９年度も実施します。 

 防犯カメラの設置を希望する自治会・町内会は、地域振興課に御相談のうえ、申請

書類を御提出いただきますようお願いします。 

 

（１）補助の対象とするカメラ 

   地域における犯罪の防止を目的として、道路等の公共空間における人等の動き 

  を撮影し、記録するために特定の場所に固定して設置する防犯カメラ 

（２）補助対象団体 

   自治会町内会及び地区連合町内会 

（３）補助対象経費 

  ア 防犯カメラの機器購入費及び設置工事費 

  イ 防犯カメラの設置を示す看板等の設置費 

（４）補助率 

   防犯カメラ 1 台ごとに補助対象経費の１０分の９（上限額 32 万 4,000 円） 

（５）提出締切日 

   ６月３０日（金） 

（６）問合せ先 

   地域振興課（４階４７番窓口）担当：井森、松村 

   電話３２０－８３８９／FAX３２２－５０６３ 

 

  《依 頼》 申請書等の提出 

 

  【３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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23 地域活動推進費・地域防犯灯維持管理費補助金、「町  

 の防災組織」活動費補助金の交付申請及び実績報告書の 

 提出について              〔依 頼〕 
（地域振興課・総務課） 

 
森地域振興課長・早川総務課長 

 

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

成２９年度交付申請及び平成２８年度実積報告書について、作成・提出の依頼をしま

す。なお、２月定例会で御案内しました会計役員研修会（４月８日開催）にて、申請

のポイントを説明します。 

 

（１）提出書類 

  ア 地域活動推進費・地域防犯灯維持管理費補助金 

   （ア）平成２９年度交付申請書類 

      交付申請書、事業計画書、収支予算書、規約（改正のない場合は省略 

     可）、防犯灯４月分電気料金領収書の写、防犯灯４月分電気料金集約分内訳 

     書の写、４月１日現在の加入世帯数が記載された総会資料または議事録 

   （イ）平成２８年度実績報告書類 

      実績報告書、事業実績報告書、収支決算書、領収書の写し等（１件１０ 

     万円以上の経費）、入札結果を示す書類等（１件１００万円以上の経費） 

  イ 「町の防災組織」活動費補助金 

   （ア）平成２９年度交付申請書類：交付申請書 

   （イ）平成２８年度実績報告書類：実績報告書 

※その他添付書類については、地域活動推進費のものを活用します。 

  ウ 平成２９年度自治会・町内会現況届 

  エ 口座振替依頼書 

（２）提出期限 

  ア 地域活動推進費・地域防犯灯維持管理費補助金 

    地区連：世帯数確定後随時  単位自治会町内会：５月３１日（水） 

  イ 「町の防災組織」活動費補助金：５月３１日（水） 

（３）提出先 

   地域振興課（４階４７番窓口）担当：竹松・市川 

   電話３２０－８３８６／FAX３２２－５０６３ 

 

  《依 頼》 上記申請書等の提出 

 

  【３月下旬に関係書類を自治会・町内会長宅あてに送付します。】 

 

 



- 20 - 

〈その他〉 

  平成２９年度西区災害対策連絡協議会及び西区地域   

 防災拠点管理運営委員会連絡協議会の開催について   
（総務課） 

 
                          早川総務課長 

 

 平成２９年度西区災害対策連絡協議会及び西区地域防災拠点管理運営委員会連絡協

議会の開催日時等をお知らせします。 

 

（１）西区災害対策連絡協議会 

  ア 日 時 ５月２６日(金)１５時００分～ 

  イ 場 所 西区役所３階ＡＢ会議室 

  ウ 内 容 平成２８年度 災害対策の取組（報告） 

        平成２９年度 各種災害対策の取組・方針等 

  エ 出席者 各地区連合町内会長・各地域防災拠点管理運営委員会会長他 

（２）西区地域防災拠点管理運営委員会連絡協議会 

  ア 日 時 ５月２６日（金）１６時００分～ 

  イ 場 所 西区役所３階ＡＢ会議室 

  ウ 内 容 平成２８年度 地域防災活動奨励事業報告 

        平成２９年度 西区防災訓練基本方針 

  エ 出席者 各地域防災拠点管理運営委員会会長 

 

  【後日、開催通知を関係者あて送付します。】 

 

  横浜市長選挙の選挙期日について           

                            
（西区選挙管理委員会） 

 
 （その他の資料参照）         早川書記次長（総務課長） 

 

 投票日が７月３０日（日）に決まりましたので、お知らせします。 

 

  平成２９年度「地域のつどい」の日程調整等について  

                            
（区政推進課） 

 
 （その他の資料参照）            鈴木区政推進課長 




