
 

⻄区連合町内会･⾃治会連絡協議会 ６⽉定例会 
 

平成 29 年 6 ⽉ 19 ⽇（⽉）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.1〜21） 

 

2 その他 

・ 平成２９年度⻄区連合町内会・⾃治会連絡協議会会費の納⼊について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ＜次回区連会定例会⽇程＞ 

（１）⽇時 ７⽉ 1８⽇（⽕）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 局
お知らせ・
報告

エキサイトよこはま２２における横浜駅西口・東口の整備状
況及び横浜駅西口駅前広場整備に関する市民意見募集に
ついて

③ 都市整備局
後藤都心再生課横浜駅
周辺等担当係長

4 市連会
お知らせ・
報告

「横浜市いじめ防止基本方針」改定における市民意見募集
について ④ 教育委員会事務局

石津人権教育・児童生徒
課担当係長

5 関係機関
お知らせ・
報告

平成２９年度西区保健活動推進員の活動について ⑤
西区保健活動推進員
会

本間福祉保健課長

6 区
お知らせ・
報告

福祉・保健情報ニュース「みみより広場」平成２９年度分の
配布について ⑥ 福祉保健課 本間福祉保健課長

7 区
お知らせ・
報告

区民利用施設等の工事及び工事期間に係る利用について -
地域振興課
土木事務所

五月女地域振興課長

8 区
お知らせ・
報告

平成３０年度自治会町内会館整備について - 地域振興課 五月女地域振興課長

9
区連会
区

お知らせ・
報告

新任自治会・町内会長研修会について - 地域振興課 五月女地域振興課長

10 関係機関 班回覧
平成２９年度神奈川県歌舞伎鑑賞教室開催チラシの班回
覧について ⑩

神奈川県立青少年セ
ンター

清水舞台芸術課長

11 市連会 班回覧
横浜みどりアップ計画３か年の実績概要リーフレットの班回
覧について ⑪ 環境創造局

景山みどりアップ推進課担
当課長・湯川西区税務課長

12 関係機関 班回覧 情報誌「にしとも広場　mini」第１号の班回覧について ⑫
にしく市民活動支援セ
ンター

加世田センター長

13 区 班回覧
西区地域づくり大学校の受講生募集のチラシの班回覧につ
いて ⑬ 区政推進課 本多区政推進課長

14 関係機関 班回覧 「西区青指だより」の班回覧について ⑭
西区青少年指導員連
絡協議会

五月女事務局長
（地域振興課長）

15 関係機関 班回覧
西区文化協会ニュース「にしぶんか」第３０号の班回覧につ
いて ⑮ 西区文化協会 五月女地域振興課長

16 区 班回覧 「西区３Ｒ夢ニュース」の班回覧について ⑯ 地域振興課 髙橋資源化推進担当課長

17 市連会 ポスター掲出
水銀体温計などの水銀製品の回収に係るポスター掲出に
ついて ⑰ 資源循環局 髙橋資源化推進担当課長

18 関係機関 ポスター掲出 「防衛省自衛官募集」のポスター掲出について ⑱
自衛隊横浜中央募集
案内所

小松広報官

19 関係機関 ポスター掲出
「にしく打ち水大作戦2017」及び「にしくライトダウンキャン
ペーン2017」の実施に係るポスター掲出について ⑲

西区環境行動推進本
部

本多区政推進課長

20 関係機関
ポスター掲出
及び班回覧

第３４回「横浜かもんやま能」ポスター掲出及びチケット先行
販売チラシの班回覧について ⑳

ふるさと西区推進委
員会

五月女事務局長
（地域振興課長）

21 関係機関 就任依頼 横浜市西区明るい選挙推進協議会推進員就任について ㉑
西区明るい選挙推進
協議会

永峯事務局次長
（総務課長）

22 区連会 その他
平成２９年度西区連合町内会・自治会連絡協議会会費の納
入について

依頼
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 

 

  《依 頼》 カード・還付金詐欺のチラシ（Ａ４判）の班回覧 

 

  【６月下旬にチラシを自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

 

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 エキサイトよこはま２２における横浜駅西口・東口の  

 整備状況及び横浜駅西口駅前広場整備に関する市民意  

 見募集について            〔お知らせ〕 
（都市整備局） 

 

 （議題３の資料参照）    後藤都心再生課横浜駅周辺等担当係長 

 

 横浜駅周辺については、平成２１年に策定したエキサイトよこはま２２計画に基づ

き、まちづくりを推進しています。特に西口では、東京オリンピック・パラリンピッ

クに向けて、様々な事業が進行しており、今後は横浜駅西口駅前広場の整備も予定し

ています。東口地区の開発については、横浜駅東口地区開発推進協議会で検討が進め

られており、国際都市の玄関口にふさわしい都市空間の形成等のために、土地の高度

利用（用途：商業、業務、宿泊等）を図ります。 

 なお、西口駅前広場整備について、市民の皆様から愛され、利用者にとって使いや

すい駅前広場を整備するために、市民の皆様の御意見を募集します。 

 

（１）横浜駅西口をとりまく現状 

  ア （仮称）横浜駅西口開発ビル 

    平成２７年度に工事着手し、平成３２年の 2020 東京オリンピック・パラリン 

   ピック前の完成を目指して工事が進められており、業務・商業施設とアトリウ 

   ム、鶴屋町方面には駐車場棟が完成する予定です。 

  イ 西口地下街中央通路接続事業 

    2020 東京オリンピック・パラリンピック前の完成を目指しており、完成後は 

   鉄道とバスの乗換利便性が大きく向上し、地下レベルの歩行者ネットワークが 

   強化されます。 

（２）横浜駅東口の現状 

   ステーションオアシス地区を含む「横浜駅みなみ東口地区 地区計画」について、

平成２９年度中の都市計画決定を目指して手続きを進めています。 

（３）横浜駅西口駅前広場整備に関する市民意見募集 

  ア 意見募集期間 

    ６月１２日（月）～７月１２日（水） 

  イ 意見の提出方法 

    郵送、ＦＡＸ、電子メール、持参、ホームページ（電子申請） 

  ウ 資料の閲覧場所 

    区役所広報相談係、市民情報センター、都市整備局都心再生課 

   ※本市ホームページでも公開します。 

（４）問合せ先 

   都市整備局都心再生課 

   電話６７１－２６９３／FAX６６４－３５５１ 

  【資料を地区連あて送付します。】 
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４ 「横浜市いじめ防止基本方針」改定における市民意見  

 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）     石津人権教育・児童生徒課担当係長 

 

 「横浜市いじめ防止基本方針」は、横浜市全体で子供の健全育成を図り、いじめの

ない社会の実現を目指すものです。今回「横浜市いじめ防止基本方針」を改定するに

あたり、市民の皆様の御意見を募集します。 

 

（１）意見募集期間 

   ６月１２日（月）～７月２８日（金） 

（２）意見の提出方法 

   電子メール、郵送、ＦＡＸ 

（３）資料の閲覧場所 

   区役所広報相談係、市民情報センター、教育委員会事務局人権教育・児童生徒課 

   ※本市ホームページでも公開します。 

（４）問合せ先 

   教育委員会事務局人権教育・児童生徒課 

   電話６７１－３２５０／FAX６７１－１２１５ 

 

  【６月下旬に資料を自治会・町内会長宅あて送付いたします。】 
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５ 平成２９年度西区保健活動推進員の活動について   

                    〔お知らせ〕 
（西区保健活動推進員会） 

 

 （議題５の資料参照）              本間福祉保健課長 

 

 西区保健活動推進員は地域の方々の健康増進を目的として活動しています。 

 「第２期健康横浜２１」に基づき、これからも区役所や地域と連携して健康づくり

に関する様々な活動を行います。 

 このたび、地区ごとの年間活動計画表を作成しました。 

 保健活動推進員が健康づくり事業を計画的に実施してまいりますので、御支援御協

力をお願いします。 

 

（１）２９年度の主な地区活動 

  ア ウォーキング【第２地区、第五地区】  

  イ 体操・ロコモ【第３地区、第六地区、みなとみらい地区】 

  ウ 野毛山動物園での健康づくり啓発【第４地区】 

  エ 子育てサロンでの健康づくり啓発【第一地区】 

  オ 健康チェック・がん検診受診啓発、喫煙防止啓発等【各地区】 

（２）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 

 

  【６月下旬に資料を自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

６ 福祉・保健情報ニュース「みみより広場」平成２９年  

 度分の配布について          〔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 

 

 「みみより広場」は、ひとり暮らし高齢者世帯等に、福祉・保健情報をお伝えする

情報ニュースとして年４回（６・９・１２・３月）発行し、民生委員・児童委員、ふ

れあい会の見守り活動の中で活用いただいております。 

 見守り活動の取組を幅広く周知させていただくため、各自治会・町内会長へ参考と

して年４回配布いたします。 

 

  【発行月の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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７ 区民利用施設等の工事及び工事期間に係る利用に   
 ついて                〔お知らせ〕 

（地域振興課・土木事務所） 

 

                            五月女地域振興課長 

 

 区民利用施設等の工事について、工事内容の一部を既にお知らせしておりますが、

概要がまとまりましたので、改めて御報告いたします。 

 工事期間中は、休館など、御利用者の方々に御迷惑をおかけいたしますが、よろし

くお願いします。 

 

（１）藤棚地区センター 

   冷暖房設備の工事を行うため、期間中冷房が使用できません（代替として、冷 

  風機を仮設置します）。それに伴い、一部の部屋の利用を休止します。 

  ア 冷房停止期間及び利用休止期間 

    ６月２６日（月）～７月２８日（金） 

  イ 利用を休止する部屋 

    体育室、料理室、グループ室、プレイルーム 

（２）西地区センター・西公会堂 

   衛生配管（給水・ガス・消火・排水）の工事を行うため、全部休館します。 

  ア 休館期間 

   （ア）西地区センター：１１月１日（水）～平成３０年２月１８日(日) 

   （イ）西公会堂：１１月２９日（水）～平成３０年２月１８日（日） 

  イ その他 

    １１月１日(水)から１１月２８日(火)までの間、西公会堂は講堂のみ利用可 

   能です（全館利用時を除き会議室は利用できません）。また、地区センター側 

   の１階及び２階のトイレ並びに多目的トイレも使用できません。 

（３）野毛山荘 

   冷暖房設備の工事に伴い、温水の供給が出来なくなるため、期間中シャワー室 

  の利用を休止します。 

  ア 休止期間 

    １０月１４日（土）～１０月２８日（土） 

  イ その他 

    通所介護の運営についても、上記の期間は入浴サービスをお休みします。 

（４）戸部コミュニティハウス 

   屋上防水改修工事を実施します。休館の予定はありませんが、工事期間中は利 

  用者の皆さまへ御迷惑をおかけする場合があります。 

  ア 工事期間 

    １１月～平成３０年３月予定 

 

 （次ページに続く） 
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（５）戸部公園 

   防球ネットの張り替え工事に伴い、戸部公園グランド側全面の利用を休止しま 

  す。 

  ア 工事期間 

    １１月（区民まつり以降）～平成３０年３月予定 

（６）問合せ先 

  ア （１）～（４）に関すること 

地域振興課（４階４８番窓口）担当：津田 

    電話３２０－８３９３／FAX３２２－５０６３ 

  イ （５）に関すること 

    土木事務所 担当：宮下 

    電話２４２－１３１３／FAX２４１－７５８２ 

 

８ 平成３０年度自治会町内会館整備について      
                    〔お知らせ〕  

（地域振興課） 

 
                    五月女地域振興課長 

 
 ４月定例会でお知らせしましたが、平成３０年度に自治会町内会館の新築・購入・

増築・改修・修繕（補助対象工事費１００万円以上）を行う意向がある自治会・町内

会で、自治会町内会館整備費助成事業の申請を希望する自治会・町内会につきまして

は、７月２８日（金）までに書類の提出が必要になります。申請希望の自治会・町内

会につきましては、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。 

 

（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 
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９ 新任自治会・町内会長研修会について         

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

 

                          五月女地域振興課長 

 

 自治会・町内会は、地域住民相互の連帯をもとに、地域の福祉・環境・防犯・防災

等様々な課題に取り組みを行っており、その活動内容は多岐にわたっています。 

 今年度も、新任の自治会・町内会長の方を対象に自治会・町内会の活動内容につい

て、総括的に理解を深めていただくため、新任自治会・町内会長研修会を開催します。 

 

（１）開催日 

   ８月７日（月） １８時３０分～２０時３０分 

（２）会場 

   西区役所３階Ｂ会議室 

（３）対象者 

   今年度に就任された自治会・町内会長 

   （上記以前に就任の自治会・町内会長でも参加できます。） 

（４）研修内容 

  ア 規約について 

  イ 会議の種類について（総会、臨時総会、役員会等） 

  ウ 予算・執行・決算、市補助金申請手続き、監査等について 

  エ 役員の選任等について 

  オ 委員等の推薦（スポーツ推進委員、青少年指導員、民生委員・児童委員、 

   保健活動推進員等） 

  カ 各種広報関係の回覧、掲示等（広報紙の配布とポスター掲示等） 

（５）申込先 

   地域振興課（４階４７番窓口） 担当：市川 

   電話３２０－８３８６／FAX３２２－５０６３ 

（６）申込期限 

   ７月２８日(金) 

 

  ※当日は併せて「にこまちプラン」「地域防災」について説明をさせていただき 

  ます。 

 

  【６月下旬に通知文を自治会・町内会長宅あて送付します。】 
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［班回覧］ 

10 平成２９年度神奈川県歌舞伎鑑賞教室開催チラシの  

 班回覧について             〔依 頼〕 
（神奈川県立青少年センター） 

 

 （議題 10 の資料参照）             清水舞台芸術課長 

 

 国立劇場で上演される七月歌舞伎鑑賞教室と同じ内容を県立青少年センターにおい

て開催します。お芝居の前に歌舞伎俳優が見どころなどをわかりやすく解説する「歌

舞伎のみかた」も好評を得ております。 

 

（１）日時 

   ７月２６日（水）・２７日（木） １１時００分・１４時３０分開演 

（２）会場 

   県立青少年センターホール（西区紅葉ケ丘９－１） 

（３）料金 

   学生：１,３００円 一般：３,９００円 

   ※ 県立青少年センター舞台芸術課（２６３－４４７５）へ直接「西区自治会・

町内会の班回覧チラシを見た」と申し出た場合は割引料金（３，３００円）

となります。 

（４）演目 

   解説「歌舞伎のみかた」 

   「一條大蔵譚（いちじょうおおくらものがたり）鬼一法眼三略巻」 

   檜垣茶屋の場、大蔵館奥殿の場 

（５）問合せ先 

   県立青少年センター舞台芸術課 

   電話２６３－４４７５／FAX２４１－７０８８ 

 

  《依 頼》 チラシ（Ａ４判両面）の班回覧 

 

  【６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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11 横浜みどりアップ計画３か年の実績概要リーフレッ  
 トの班回覧について           〔依 頼〕 

（市連会・環境創造局） 

 

 （議題 11 の資料参照）      景山みどりアップ推進課担当課長 

                              湯川西区税務課長 

 

 「緑豊かなまち横浜」を次の世代に引き継いでいくために、「横浜みどり税」を財源

の一部に活用し進めている「横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26－30 年度）」

について、３か年（平成 26－28 年度）に実施した事業の実績を御報告します。 

 

（１）問合せ先 

   環境創造局みどりアップ推進課 担当：横野、小堀 

   電話６７１－２７１２／FAX２２４－６６２７ 

 

  《依 頼》 「リーフレット」の班回覧 
 
  【６月下旬に概要版資料１部及び班回覧用リーフレットを自治会・町内会長宅あ

て送付します。】 

 

12 情報誌「にしとも広場 mini」第１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 12 の資料参照）            加世田センター長 

 

 「にしとも広場 mini」第１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》 「にしとも広場 mini」（Ａ４判両面）の班回覧 

 

  【６月下旬に「にしとも広場 mini」を自治会・町内会長宅あて送付します。】 
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13 西区地域づくり大学校の受講生募集のチラシの     

 班回覧について             〔依 頼〕 
（区政推進課） 

 

 （議題 13 の資料参照）             本多区政推進課長 
 

 「住んでいてよかった」と思える地域を自分たちの手で実現することを学んでいた

だくため、「西区地域づくり大学校」を、平成２９年度も開催します。今年度はまちの

ホッとな“つながりの場”づくりをテーマに受講者を募集します。 

 

（１）日程 

第１回 ９月 30 日(土) 第４回 12 月９日(土) 

第２回 10 月～11 月中旬 第５回 １月 13 日(土) 

第３回 11 月 11 日(土) 第６回 ３月 10 日(土) 

（２）会場 

   にしとも広場（にしく市民活動支援センター）他 

（３）対象者 

   多世代サロンや月１回のカフェ、まちの交流拠点等、趣味サークル等の居場 

  所づくりの活動をこれから始めたい方や今の活動を見直したい方。 

   西区在住・在勤の方優先。 

（４）定員 

   １５名（応募者多数の場合、抽選となります。） 

（５）申込み方法 

   次の申込先へＦＡＸ又は郵送等でお申し込みください。 

   〔申込先〕 にしく市民活動支援センター 

電話/FAX：６２０－６６２４、住所：西区中央１-５-１０西区役所１階 

（６）申込期限  

   ９月１１日（火）必着 

（７）受講料 

   無料（ただし、交通費、昼食代及び懇親会代等活動に関わる経費は実費負担。） 

（８）問合せ先 

  ア にしく市民活動支援センター“にしとも広場” 

    電話/FAX６２０－６６２４  

  イ 区政推進課地域力推進担当（４階４９番窓口） 

    電話３２０－８３１９／FAX３２２－９８４７ 

 

  《依 頼》 リーフレット（Ａ３判両面）の班回覧 

 

  【６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。】 
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14 「西区青指だより」の班回覧について        

                     〔依 頼〕 
（西区青少年指導員連絡協議会） 

 

 （議題 14 の資料参照）      五月女事務局長（地域振興課長） 

 

（１）問合せ先 

   地域振興課（４階４８番窓口）担当：河野 

   電話３２０－８３９１／FAX３２２－５０６３ 
 

  《依 頼》 「西区青指だより（第３３号）」（Ａ４判、４ページ）の班回覧 

 

  【６月下旬に「西区青指だより」を自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

15 西区文化協会ニュース「にしぶんか」第３０号の   

 班回覧について             〔依 頼〕 
（西区文化協会） 

 

 （議題 15 の資料参照）            五月女地域振興課長 

 

（１）問合せ先 

   地域振興課（４階４８番窓口）担当：久野 

   電話３２０－８３９２／FAX３２２－５０６３ 

 

  《依 頼》 「にしぶんか」（Ａ４判、８ページ）の班回覧 

 

  【６月下旬に「にしぶんか」を自治会・町内会長宅あて送付します。】 
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16 「西区３Ｒ夢ニュース」の班回覧について      

                     〔依 頼〕 
（地域振興課） 

 （議題 16 の資料参照）         髙橋資源化推進担当課長 

 

 「西区３Ｒ夢ニュース」は、ごみの減量化、リサイクルや街の美化に関する区の取

組について、年４回程度発信するものです。区民の皆さまにお知らせするため、班回

覧をお願いします。 

 

（１）問合せ先 

   地域振興課（４階４７番窓口）担当：村瀬 

   電話３２０－８３８８／FAX３２２－５０６３ 

 

  《依 頼》 「西区３Ｒ夢ニュース」（Ａ４判両面）の班回覧 

 

  【６月下旬に「西区３Ｒ夢ニュース」を自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

［ポスター掲出］ 

17 水銀体温計などの水銀製品の回収に係るポスター   

 掲出について              〔依 頼〕 
（市連会・資源循環局） 

 

 （議題 17 の資料参照）          髙橋資源化推進担当課長 

  

 家庭にある不要な水銀体温計などを、区役所、収集事務所及び、回収に御協力いた

だける薬局またはドラッグストアに、専用の回収ボックスを設置し、期間限定で集中

的に回収します。区民の皆さまにお知らせするため、ポスターの掲出をお願いします。 

 

（１）対象品目 

   家庭で使用していない、水銀体温計、水銀血圧計、水銀温度計 

   （購入時のケースに入れたまま、もしくはビニール袋に入れてお持ちください。） 

（２）回収期間 

   ７月３日（月）から１２月２８日（木）（ただし、施設開館時間に限ります。） 

（３）回収場所 

   対象マークのある薬局、ドラッグストア、区役所、収集事務所 

 

 

 
（次ページに続く） 
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（４）問合せ先 

   資源循環局業務課 担当：松島、水野 

   電話６７１－３８１９ 

 

  《依 頼》 ポスター（Ａ４判）の掲出 

 

  【６月下旬にポスターを自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

18 「防衛省自衛官募集」のポスター掲出について     

                     〔依 頼〕  
（自衛隊横浜中央募集案内所） 

 

 （議題 18 の資料参照）                小松広報官 

 

 ７月１日から陸海空自衛官等採用試験の受付及び９月５日から防衛大学校・防衛医

科大学校各種学生の試験受付が始まります。 

 今回の採用試験を多くの皆様に周知するため、ポスターの掲出をお願いします。 

 
（１）問合せ先 

   自衛隊横浜中央募集案内所 担当：小松 

   電話６６２－９４２７／FAX６６２－９４２８ 

 
  《依 頼》 ポスター（Ａ４判）の掲出 

 
  【６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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19 「にしく打ち水大作戦 2017」及び「にしくライト   

 ダウンキャンペーン 2017」の実施に係るポスター     

 掲出について              〔依 頼〕 
（西区環境行動推進本部） 

 

 （議題 19 の資料参照）             本多区政推進課長 
 

 地球温暖化対策の一環として、「にしく打ち水大作戦 2017」と「にしくライトダウ

ンキャンペーン 2017」を実施します。 

 

（１）にしく打ち水大作戦 2017 について 

   暑い夏を涼しく過ごす工夫のひとつとして、７月から８月の「打ち水月間」に、 

  打ち水大作戦を実施します。 

   打ち水期間中、お祭りや地域の集まりで、打ち水を行う自治会・町内会には、 

  ひしゃく・バケツ・温度計等の貸出を行います。 

（２）にしくライトダウンキャンペーン 2017 について 

   不要な照明の消灯を呼びかけ電気を消すことで、日頃いかに照明を使用して 

  いるかを実感し、地球温暖化について考える機会とします。 

  ア 期間 

    ６月２１日（水）夏至 ～ ７月７日（金）七夕 

（３）問合せ先 

   区政推進課企画調整係（４階４９番窓口） 

   電話３２０－８３２７／FAX３２２－９８４７ 

 

  《依 頼》 ポスター（Ａ４判）の掲出 
 
  【６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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［ポスター掲出及び班回覧］ 

20 第３４回「横浜かもんやま能」ポスター掲出及び    

 チケット先行販売チラシの班回覧について 〔依 頼〕  

（ふるさと西区推進委員会） 
 

 （議題 20 の資料参照）       五月女事務局長（地域振興課長） 

 

（１）開催概要 

  ア 日時 

    １０月１５日（日）１４時００分開演（１６時２０分終演予定） 

  イ 会場 

    横浜能楽堂（西区紅葉ケ丘２７－２） 

  ウ 演目 

    狂言「萩大名（はぎだいみょう）」 

    能「弱法師・盲目之舞（よろぼし・もうもくのまい）」 

（２）区民先行チケット販売 

  ア 日時 

    ８月８日（火）１０時００分～１４時００分 

  イ 受付 

    西区役所３階Ａ会議室 

    ※一般販売は８月１９日（土）正午から横浜能楽堂のみで行います。 

（３）問合せ先 

   地域振興課（４階４８番窓口）担当：河野、石上 

   電話３２０－８３９２／FAX３２２－５０６３ 

 

  《依 頼》①ポスター（Ａ４判）の掲出 

       ②チケット先行販売のチラシ(Ａ４判両面)の班回覧 

 

  【６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。 
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［就任依頼］ 

21 横浜市西区明るい選挙推進協議会推進員就任に    

 ついて                 〔依 頼〕 
（西区明るい選挙推進協議会） 

 

 （議題 21 の資料参照）         永峯事務局次長（総務課長） 

  

 横浜市西区明るい選挙推進協議会は、民主政治の基盤である明るい選挙の実現及び

区民の投票参加の推進を期し、公正中立な立場で、自主的な選挙啓発運動を強力に展

開することにより、広く区民の間に明るく正しい選挙意識を醸成することを目的とし

て活動しています。 

 この運動の推進役として、自治会・町内会長に推進員への就任をお願いします。 

 

（１）主な実施事業 

  ア 選挙時啓発（選挙が実施される際、区内の駅頭などで投票参加を呼びかける） 

  イ 推進員研修（推進運動の充実を図るため年数回開催） 

  ウ 西区民まつり等での啓発事業（啓発物品を配り、明るい選挙の啓発を行う） 

  エ 区内の小・中学生を対象とした啓発事業の実施 

（２）任期 

   平成２９年７月１日～平成３１年６月３０日 

（３）問合せ先 

   総務課統計選挙係（４階５０番窓口）担当：満田、岩脇 

   電話３２０－８３１６／FAX３２２－９８４７ 

 

  《依 頼》 西区明るい選挙推進協議会推進員への就任 

 

  【６月下旬に委嘱状を自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 




