
 

⻄区連合町内会･⾃治会連絡協議会 ４⽉定例会 
 

平成 29 年 4 ⽉ 18 ⽇（⽕）14︓30〜  
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.1〜13） 

 

2 その他 

・「平成２８年度決算報告」について      林会⻑（区連会会計） 

・「平成２９年度予算（案）」について     ⼤本区連会事務局⻑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ＜次回区連会定例会⽇程＞ 

（１）⽇時 5 ⽉ 18 ⽇（⽊）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 加藤刑事担当次長

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

防災・減災推進研修の御案内について ③ 総務局 鈴木危機管理課担当係長

4 市連会
お知らせ・
報告

平成２８年度第４四半期燃やすごみ量実績について ④ 資源循環局 高橋資源化推進担当課長

5 市連会
お知らせ・
報告

平成３０年度自治会町内会館整備について ⑤ 市民局 五月女地域振興課長

6 市連会
お知らせ・
報告

自治会町内会活動のための情報交流誌～ハマの元気印
自治会町内会 vol.4～」の送付について ⑥ 市民局 五月女地域振興課長

7 区
お知らせ・
報告

西区ごみゼロの日｢横浜駅をきれいに！キャンペーン｣につ
いて ⑦ 地域振興課 五月女地域振興課長

8 関係機関
お知らせ・
報告

平成２９年度西区社会福祉協議会賛助会費について ⑧ 西区社会福祉協議会 山下事務局長

9 市連会 その他依頼 平成２９年度「赤十字活動資金（社資）」の募集について ⑨
日赤横浜市西区地区
委員会

山下事務局長

10 区 その他依頼 緊急時情報伝達システムの試行導入について ⑩ 総務課 永峯総務課長

11 市連会 その他依頼
平成29年７月30日執行横浜市長選挙に関するお願いにつ
いて - 選挙管理委員会 永峯書記次長（総務課長）

12 市連会 班回覧
「危害防止命令に基づく加湿器回収」に関するチラシの班
回覧について ⑫ 経済局 五月女地域振興課長

13 区 その他 区連会資料の配送業者の変更について - 地域振興課 五月女地域振興課長

14 区連会 協議事項
西区連合町内会・自治会連絡協議会「平成２８年度決算報
告」について

協議
事項

区連会事務局 林会長（区連会会計）

15 区連会 協議事項
西区連合町内会・自治会連絡協議会「平成２９年度予算
（案）」について

協議
事項

区連会事務局 大本事務局長

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 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 防災・減災推進研修の御案内について          

                    〔お知らせ〕 

（市連会・総務局） 
 

 （議題３の資料参照）          鈴木危機管理課担当係長 

 

（１）研修対象者 

   「町の防災組織」のメンバーの方 

   ※各組織から２名まで推薦可能。また、家庭防災員や防災ライセンス講習会を 

   受講された方も推薦可能です。 

（２）研修内容 

  ア 研修カリキュラム 

    ①横浜市の防災対策について知ろう【講義】 

    ②実践的な自主防災活動の事例から学ぼう【事例紹介】 

    ③地域の特性を活かした行動目標を作ろう【講義・グループワーク】 

  イ 日時（※各回７０～１００名 全６回 計５４０名：内容はすべて同じです。） 

   会場 

第１回 ６月 10 日（土） 9:30～15:30 横浜市民防災センター訓練室 

第２回 ６月 18 日（日） 9:30～15:30 都筑区役所６階大会議室 

第３回 ６月 21 日（水） 9:30～15:30 横浜市役所５階関係機関執務室 

第４回 ６月 27 日（火） 9:30～15:30 横浜市民防災センター訓練室 

第５回 ７月２日（日） 9:30～15:30 横浜市役所５階関係機関執務室 

第６回 ７月 11 日（火） 9:30～15:30 戸塚区役所８階大会議室 

（３）申込方法（申込締切 ５月１９日まで） 

   「推薦書」に必要事項を御記入のうえ、総務局危機管理課まで郵送、ＦＡＸ 

  または電子メールにてお申し込みください。 

  ア 郵送 

    〒231-0017 横浜市中区港町１－１ 横浜市総務局危機管理課 あて 

  イ ＦＡＸ 

    ６４１－１６７７  

  ウ 電子メール 

    so-gensai@city.yokohama.jp 

    ※電子ファイルはホームページからダウンロードできます 

    http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/kikikanri/kyojo.docx 

（４）問合せ先 

   総務局危機管理課 担当：花塚、橋之口 

   電話６７１－４３５１ 

 

  【４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 平成２８年度第４四半期燃やすごみ量実績について  

                    〔お知らせ〕 
（市連会・資源循環局） 

 
 （議題４の資料参照）           高橋資源化推進担当課長 

 

 日頃から「ヨコハマ３Ｒ夢プラン」の推進に御協力いただきありがとうございます。 

西区における第４四半期（１～３月）の燃やすごみ量は、おかげさまで昨年度よりも

１８９トン少ない３，２２２トンでした。 

 ２８年度全体では、目標である１３，９４９トンに対し、１３，８３４トンと、 

１１５トンの減となりました。御協力いただきまして誠にありがとうございました。 

 ２９年度につきましても、引き続きごみの減量に御協力をお願いいたします。 

 

（１） 燃やすごみ量実績（西区） 

【単位：トン】 

 ２７年度実績 ２８年度実績 差 

第１四半期（４～６月） ３，５９７ ３，５８３ △１４ 

第２四半期（７～９月） ３，４７３ ３，５０３  ３０ 

第３四半期（10～12 月) ３，５６５ ３，５２６ △３９ 

第４四半期（１～３月) ３，４１１ ３，２２２ △１８９ 

累計（４～３月） １４，０４６ １３，８３４ △２１２ 

 

（２）平成２８年度実績(西区)                   

【単位：トン】 

 ２８年度目標 ２８年度実績 差 

ごみ量 １３，９４９ １３，８３４ △１１５ 

 

（３）問合せ先 

   地域振興課（４階４７番窓口）資源化推進担当 

   電話３２０－８３８８／FAX３２２－５０６３ 
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５ 平成３０年度自治会町内会館整備について      

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

 

 （議題５の資料参照）             五月女地域振興課長 

 
 平成３０年度に自治会町内会館の新築・購入・増築・改修・修繕（補助対象経費 

１００万円以上）を行う意向がある自治会・町内会を対象に、あらかじめ審査を行っ

た上で補助金の予算編成を行うことを予定しています。 

 申請希望の自治会・町内会につきましては、７月３１日（月）までに書類の提出が

必要になりますので、お早めに区役所に御相談をいただきますようお願いします。 

※公園集会所の整備を予定している場合も、担当までお問い合わせください。 

 

（１）問合せ先 

   地域振興課（４階４７番窓口）担当：市川 

   電話３２０－８３８６／FAX３２２－５０６３ 

 

  【４月下旬に資料を自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

６ 自治会町内会活動のための情報交流誌～ハマの元気  

 印 自治会町内会 vol.4～」の送付について〔お知らせ〕 
（市連会・市民局） 

 

 （議題６の資料参照）             五月女地域振興課長 

 

 昨年度に引き続き、自治会・町内会相互や行政との情報共有・情報交流をすすめて

いくことを目的とした情報交流誌を作成しました。 

 つきましては、各自治会・町内会の活動の参考として送付します。 

 

（１）問合せ先 

   地域振興課（４階４７番窓口）担当：市川 

   電話３２０－８３８６／FAX３２２－５０６３ 

 

  【４月下旬に情報交流誌を自治会・町内会長宅あて送付します。】 
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７ 西区ごみゼロの日｢横浜駅をきれいに！キャンペー    

 ン｣について              〔お知らせ〕 
（地域振興課） 

 

 （議題７の資料参照）             五月女地域振興課長 

 

 西区では、横浜駅周辺での散乱するごみ、屋外喫煙、放置自転車の追放を目的に、

年間を通して清掃活動や啓発活動を実施することとしています。 

 今年度も「横浜駅をきれいに！キャンペーン」を開催し、より充実した活動を推進

していきます。 

 

（１）実施日 

   ５月２７日（土）【雨天中止】 

   ９時３０分集合（１１時００分解散予定） 

（２）集合場所 

   横浜駅西口：横浜ビブレ前広場 

   横浜駅東口：横浜新都市ビル２階「鐘の広場」 

（３）主な参加団体 

   駅近隣自治会、横浜駅西口振興協議会、横浜駅東口振興協議会、 

   環境事業推進委員、保健活動推進員、鉄道事業者、 

   ハマロードサポーター等（総勢２６０名程度を予定） 

（４）募集依頼 

   参加団体には別途依頼します。 

（５）問合せ先 

   地域振興課（４７番窓口）担当：村瀬・河野 

   電話３２０－８３８８／FAX３２２－５０６３ 

 

８ 平成２９年度西区社会福祉協議会賛助会費について  

                    〔お知らせ〕 
（西区社会福祉協議会） 

 

 （議題８の資料参照）               山下事務局長 

 

 毎年度、地区社会福祉協議会の御協力のもと、各地域の個人、世帯及び法人・団体

に対して、本会及び地区社協の活動に賛同いただける方々から通年で賛助会費を集め

ていただいております。 

 

 （次ページに続く） 
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 集めていただきました会費は翌年度の地区社協や区社協の地域福祉サービスに活用

させていただいており、今年度も各地区において５月から賛助会費募集を開始するこ

とを、お知らせします。 

 

（１）問合せ先 

   西区社会福祉協議会 

   電話４５０－５００５／FAX４５１－３１３１ 

 

［その他依頼］ 

９ 平成２９年度「赤十字活動資金（社資）」の募集   

 について                〔依 頼〕 
（市連会・日赤横浜市西区地区委員会） 

 

 （議題９の資料参照）               山下事務局長 

 

（１）募集期間 

   ５～６月 

（２）目安額 

   １世帯あたり 社資 １６０円 

（３）納入期限 

   ７月３１日（月） 

   〈社資とは〉 

    赤十字の趣旨に賛同し、赤十字活動資金を納めていただく方を 

    「社員」といいます。この資金を「社資」といいます。 

（４）問合せ先 

   日本赤十字社横浜市西区地区委員会 担当：金澤・小木曽 

   電話４５０－５００５／FAX４５１－３１３１ 

 

  《依 頼》 日赤社資のとりまとめ 

 

  【４月下旬に依頼文を自治会・町内会長宅あて送付します。】 
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10 緊急時情報伝達システムの試行導入について       

                     〔依 頼〕 

（総務課） 
 

 （議題 10 の資料参照）              永峯総務課長 

 

 西区では、地震発生や気象災害に伴う避難勧告などの緊急情報を一斉に電話でお知

らせする「緊急時情報伝達システム」を６月に試行導入します。 

 試行導入に御協力いただける場合には、「西区緊急時情報伝達システム 登録用紙」

を５月３１日（水）までに総務課へ御提出ください。 

 

（１）想定される主な情報 

  ア 気象災害関連（避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告等の避難情報、 

気象に関する特別警報など） 

  イ 地震関連（震度５強以上の地震発生、安否の確認など） 

  ウ その他緊急情報（事件、大規模な事故など） 

（２）情報伝達の流れ 

  ア 大雨特別警報や避難準備情報等の発令 

  イ 区役所から、各会長の登録された番号にお電話します。 

  ウ 電話をおとりください。 

  エ 機械による自動音声で情報をお伝えします。 

（３）特徴 

  ア 家庭の電話や携帯電話により受信が可能です。 

  イ 一斉に連絡するため、重要な情報を速やかにお知らせすることができます。 

  ウ 緊急時には、休日または夜間も発信いたします。 

（４）問合せ先 

   総務課（４階５１番窓口）担当：三橋、岩下 

   電話３２０－８３１０／FAX３２２－９８４７ 

 

  《依 頼》 「西区緊急時情報伝達システム 登録用紙」の提出 

 

  【４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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11 平成29年７月30日執行横浜市長選挙に関するお願い  
 について                 〔依 頼〕 

（市連会・選挙管理委員会） 

 

                     永峯書記次長（総務課長） 

 
 平成２９年７月３０日に横浜市長選挙が執行されます。 

 つきましては、選挙の円滑な執行に御協力いただきたく、次の事項についてのお願

いをさせていただきます。 

 なにとぞ御理解を賜わり、従前同様の御協力をお願い申し上げます。 

 

（１）投票管理者・投票立会人の推薦 

  ア 各投票所に、投票管理者１人、同立会人２人の推薦をお願いします。 

  イ 投票管理者には、各投票所の従事者の推薦をお願いします。 

＜参考＞ 報酬等 

職  名 報 酬  

投票管理者 26,000 円（投票日前日・当日分、１日当たり 13,000 円） 

投票立会人 12,000 円（投票日当日分） 

 

  《依 頼》 投票管理者・投票立会人等の推薦 

 

  【各地区連会長あて依頼します。依頼文は席上配布します。】 

 

（２）選挙啓発（ＰＲ）ポスターの掲出 

  ア 選挙ＰＲポスターの掲出を各自治会・町内会の掲示板にお願いします。 

  イ ポスターは、各自治会・町内会長あて郵送します。 

 

  《依 頼》 選挙啓発（ＰＲ）ポスターの掲出 

 

  【ポスターを市選管から自治会・町内会長宅あて郵送します。】 

 

（３）選挙公報の配布 

   横浜市長選挙では、１種類の選挙公報を配布します。 

  ア 選挙公報を自治会・町内会で配布いただけるか、シルバー人材センターに配 

   布を委託するかの照会文を自治会・町内会長あてに郵送しますので、御回答を 

   お願いします。 
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［班回覧］ 

12 「危害防止命令に基づく加湿器回収」に関するチラシ 

 の班回覧について            〔依 頼〕 

（市連会・経済局） 
 

 （議題 12 の資料参照）            五月女地域振興課長 

 

 TDK（株）が販売したスチーム式加湿器（品名 KS-500H、KS-300W）については、ヒ

ーター部の問題により発煙・発火の恐れがあることが判明し、平成１１年１月からリ

コールにより製品回収を実施しています。 

 当該製品は平成１０年から平成１１年に製造されたものであり、現在も、神奈川県

内では未回収の当該製品が約 1,000 台ある状況です。このため、TDK（株）から加湿器

回収活動の促進と再発事故防止のため、自治会・町内会の回覧を利用した市民への周

知について協力依頼がありました。 

 つきましては、市民の生命の危険性がある状況を踏まえ、周知について御理解・御

協力いただきますようお願いいたします。 

 

（１）対象加湿器 

  ア 平成５年（1993 年）製造 

    ＫＳ-５００Ｈ、ＫＳ-３００Ｗ 

  イ 平成１０年（1998 年）製造 

    ＫＳ-３１Ｗ、ＫＳ-３２Ｇ 

（２）問合せ先 

   経済局消費経済課消費生活係 

   電話６７１－２５８４／FAX６６４－９５３３ 

 

  《依 頼》 チラシ（Ａ４判片面）の班回覧 

 

  【４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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＜その他＞ 

  区連会資料の配送業者の変更について        
                           

（地域振興課） 

 

                            五月女地域振興課長 

 
 毎月下旬に送付している区連会資料の配送業者が、下記のとおり変更になりました

のでお知らせします。 

 

（１）業者名 

   株式会社 若葉ネットワーク 

（２）所在地 

   金沢区鳥浜町３－５ 

（３）問合せ先 

   地域振興課（４階４７番窓口）担当：市川 

   電話３２０－８３８６／FAX３２２－５０６３ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




