
 

⻄区連合町内会･⾃治会連絡協議会 ９⽉定例会 
 

平成 29 年９⽉ 1９⽇（⽕）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.1〜29） 

 

2 その他 

・ ⻄消防署 100 周年記念誌について     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ＜次回区連会定例会⽇程＞ 

（１）⽇時 10⽉18⽇（⽔）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

横浜駅西口駅前広場整備に関する市民意見募集結果につ
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 局
お知らせ・
報告

鶴屋橋開通に関わる交通規制変更と開通式について ④ 都市整備局
後藤都心再生課横浜駅
周辺等担当係長

5 局
お知らせ・
報告

小学校建設用地における土壌汚染概況調査の結果と対応
について ⑤ 教育委員会事務局

海老原教育施設課
校地係長

6 市連会
お知らせ・
報告

横浜市住生活基本計画の改定に伴う市民意見募集の実施
について ⑥ 建築局 本多区政推進課長

7 市連会
お知らせ・
報告

防災計画修正に伴う市民意見募集の実施について ⑦ 総務局 永峯総務課長

8 区
お知らせ・
報告

平成２９年就業構造基本調査の実施について ⑧ 総務課 永峯総務課長

9 区
お知らせ・
報告

窓口混雑状況システムの稼働開始について ⑨
戸籍課
保険年金課

島村保険年金課長

10 区
お知らせ・
報告

平成２９年度ふれあい会の研修会について ⑩ 福祉保健課 本間福祉保健課長

11 市連会
お知らせ・
報告

「横浜市介護予防・生活支援サービス補助事業」について ⑪ 高齢・障害支援課 山田高齢・障害支援課長

12 市連会
お知らせ・
報告

分別・リサイクルの今後の方向性（中間報告）について - 資源循環局 髙橋資源化推進担当課長

13 局
お知らせ・
報告

横浜駅周辺地区浸水対策の公共事業事前評価の実施に伴
う市民意見募集について ⑬ 環境創造局

遠藤下水道事業マネジメン
ト課長

14 関係機関 班回覧
横浜マラソン2017開催に伴う交通規制のチラシの班回覧に
ついて ⑭ 横浜市体育協会 五月女地域振興課長

15 関係機関 班回覧
神奈川県立青少年センター開館５５周年に係るチラシの班
回覧について ⑮

神奈川県立青少年セ
ンター

五月女地域振興課長

16 関係機関 班回覧
横浜市脳卒中市民啓発キャンペーン講演会の開催チラシ
の班回覧について ⑯

脳卒中・神経脊椎セ
ンター

五月女地域振興課長

17 関係機関 班回覧
西区在宅医療相談室市民啓発講演会の開催チラシの班回
覧について ⑰ 西区在宅医療相談室 石橋相談員

18 関係機関 班回覧
にしく市民活動支援センター情報誌「にしとも広場mini」第３
号及び広報紙「にしとも広場」第１０号の班回覧について ⑱

にしく市民活動支援セ
ンター

加世田センター長

19 区 班回覧
介護者支援講演会『「在宅介護を考える」～住み慣れた場
所でさいごまで生きるために～』開催チラシの班回覧につい
て

⑲ 高齢・障害支援課 山田高齢・障害支援課長

20 区 班回覧
「平成２９年度高齢者インフルエンザ予防接種のご案内」の
班回覧について ⑳ 福祉保健課 本間福祉保健課長

21 関係機関 ポスター掲出
最高裁委嘱「無料調停相談会」の開催に伴うポスター掲出
について ㉑

保土ケ谷民事調停協
会

野呂民事調停委員

22 区 ポスター掲出
西区読書活動推進講演会「『ピタゴラスイッチ』の生みの親
が語る新しい読書体験」のポスター掲出について ㉒ 地域振興課 五月女地域振興課長

23 市連会 ポスター掲出
ヨコハマトリエンナーレ2017開催に伴うポスター掲出につい
て ㉓ 文化観光局 五月女地域振興課長

24 市連会 ポスター掲出 ラグビー日本代表戦開催に伴うポスター掲出について ㉔ 市民局 五月女地域振興課長

25 関係機関
班回覧及びポ
スター掲出

「第１１回西区ハマのウォーキングフェスティバル」チラシの
班回覧及びポスター掲出について ㉕

西区スポーツ振興事
業推進委員会

五月女事務局長
（地域振興課長）

26 関係機関
分担金納入
ポスター掲出

「第４２回西区民まつり」分担金等の納入及びポスター掲出
について ㉖

西区民まつり実行委
員会

五月女事務局長
（地域振興課長）

27 関係機関
後援依頼
後援金納入

西区シニアクラブ連合会「第４７回運動会」開催に伴う後援
名義使用及び後援金の納入について ㉗

西区シニアクラブ連合
会

梅山会長
山田高齢・障害支援課長

28 関係機関
募金とりまと
め

平成２９年度「共同募金運動」の実施に伴う募金のとりまと
めについて ㉘

神奈川県共同募金会
西区支会

山下事務局長

29 市連会 情報提供 平成２９年度自治会町内会長感謝会について - 市民局 五月女地域振興課長

議題一覧



- 1 - 

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 

 

３ 横浜駅西口駅前広場整備に関する市民意見募集結果  

 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 

 

 東京 2020 オリンピック・パラリンピックが開催される平成３２年までに、横浜駅西

口駅前広場の整備を予定しています。整備計画の策定に先立ち、市民の皆様の御意見

を参考にするため、意見募集を実施しましたので、その結果について御報告します。  

 

（１）取りまとめ結果 

  ア 「横浜の玄関口として人に優しい駅前空間をつくる」という整備方針に対す 

   る意見としては、多くの人々の賛同を得られました。 

  イ 現状の問題点としては「狭くて歩きづらい」という回答が も多く、駅前広 

   場に必要なものとしては、「屋根」という回答が も多い結果となりました。ま 

   た、整備後の西口駅前広場をどのように使いたいかという設問については、「歩 

   きやすい空間」という回答が多く寄せられました。 

 

（次ページに続く） 
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（２）今後の進め方 

   意見募集の結果を踏まえて、整備計画の深度化を図り、今年度中には整備計画 

  を公表する予定です。 

（３）問合せ先 

   都市整備局都心再生課 

   電話６７１－２６９３／FAX６６４－３５５１ 

 

４ 鶴屋橋開通に関わる交通規制変更と開通式について   

                    〔お知らせ〕 
（都市整備局） 

 

 （議題４の資料参照）     後藤都心再生課横浜駅周辺等担当係長 

 

 横浜駅きた西口近くに架かる鶴屋橋は、快適な歩行者空間の確保と治水安全度向上

を目的に、平成２６年５月より架替工事を進めてきました。この度、工事が完了しま

したので、９月２９日に開通します。 

 また、鶴屋橋の開通と合わせ、横浜駅西口駅前広場の交通規制が変更になります。

変更にあたり、進行方向についての案内標識等は、事前に周辺道路に掲出します。 

 

（１）交通規制変更日 

   ９月２９日（金）１１時頃 

   ※１０時００分から横浜駅きた西口で開通式を行います。 

（２）鶴屋橋架替と交通規制変更による効果 

  ア 治水安全性の向上 

    橋脚の撤去などにより、帷子川分水路の流水量を増加させることが可能とな 

   り、帷子川本川の治水安全度が向上します。 

  イ 歩行環境の向上 

    鶴屋橋歩路を拡幅することにより、歩行の円滑化など、周辺のまちづくりに 

   も対応した歩行環境が向上します。 

  ウ 駅前交通環境の向上 

    鶴屋橋の自動車通行方向を変更し鶴屋町方面から西口駅前広場に入る自動車 

   がなくなることと、また、横浜駅とモアーズ間を歩行者専用道路とすることで、 

   歩行者と自動車の錯綜が解消され安全性が向上します。 

（３）問合せ先 

   都市整備局都心再生課 

   電話６７１－２６９３／FAX６６４－３５５１ 
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５ 小学校建設用地における土壌汚染概況調査の結果と  

 対応について             〔お知らせ〕 
（教育委員会事務局） 

 

 （議題５資料参照）           海老原教育施設課校地係長 

 

 平成３０年４月の開校に向けて建設を進めている「みなとみらい本町小学校」にお

いて、任意による土壌汚染概況調査を実施した結果、グラウンド部分の一部から「砒

素及びその化合物」が溶出量の指定基準値（0.01mg/L）を超えて検出（0.018mg/L）さ

れました。法令に準拠した措置を適切に行い、さらに児童等の安全と安心を確保する

ための措置を進めます。 

 なお、溶出量基準とは土壌に含まれる有害物質が地下水に溶け出して、その有害物

質を含んだ地下水を飲んで口にすることによる健康リスクを防ぐために設けられた基

準であることから、直ちに関係局へ照会を行い、周囲に地下水の飲用利用等はないこ

とを確認しました。 

    

（１）今後の対応 

   概況調査で「砒素及びその化合物」の土壌溶出量が基準値を超えていた 30ｍ格 

  子の区画について、更に 10ｍ区画ごとに「砒素及びその化合物」の土壌溶出量を 

  調べ、汚染区画を特定します。 

   汚染区画特定後は、関係局と調整をしながら法令等に準じた措置を適切に行い 

  ます。さらに学校としての安全・安心を確実に確保するため、グラウンドを樹脂 

  等で表面を覆う全天候舗装に変更する対策を講じます。 

   なお、新たな工事に伴う開校スケジュールの変更はありません。 

（２）問合せ先 

   教育委員会事務局教育施設課 

   電話６７１－３２３０ 

 

６ 横浜市住生活基本計画の改定に伴う市民意見募集の  

 実施について             〔お知らせ〕 
（市連会・建築局） 

 

 （議題６の資料参照）             本多区政推進課長 

 

 横浜市では、「横浜市住生活基本計画」の改定を進めています。改定にあたり、幅広

く市民の皆様の御意見を伺うため、市民意見募集を実施しますのでお知らせします。 

 

（１）意見募集期間 

   １０月２日（月）～１１月１日（水） 

（次ページに続く） 
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（２）意見の提出方法 

   意見募集リーフレットに印刷した葉書の郵送、ＦＡＸ、電子メール 

（３）資料の閲覧場所 

   区役所広報相談係、市民情報センター等 

   ※本市ホームページでも公開します。 

（４）問合せ先 

   建築局住宅政策課 

   電話６７１－２９２２／FAX６４１－２７５６ 

 

  【９月下旬にリーフレットを自治会・町内会長宅あて送付いたします。】 

 

７ 防災計画修正に伴う市民意見募集の実施について   

                    〔お知らせ〕 
（市連会・総務局） 

 

 （議題７の資料参照）               永峯総務課長 

 

 横浜市では、横浜市防災計画「震災対策編」について、熊本地震を踏まえた震災対

策の検証状況及び横浜市各区局の取組等を踏まえ、必要な修正を進めています。 

 計画の修正にあたり、幅広く市民の皆様の御意見を伺うため、市民意見募集を実施

しますのでお知らせします。 

 

（１）意見募集期間 

   １０月２日（月）～１１月１日（水） 

（２）意見の提出方法 

   パンフレットに印刷した葉書の郵送、ＦＡＸ、電子メール 

（３）資料の閲覧場所 

   区役所広報相談係、市民情報センター等 

   ※本市ホームページでも公開します。 

（４）問合せ先 

   総務局危機管理室危機対処計画課 

   電話６７１－４０９６／FAX６４１－１６７７ 

 

  【９月下旬にパンフレットを自治会・町内会長宅あて送付いたします。】 
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８ 平成２９年就業構造基本調査の実施について     

                    〔お知らせ〕 
（総務課） 

 

 （議題８の資料参照）               永峯総務課長 

 

 １０月１日を調査期日として、就業構造基本調査を実施します。１０月下旬頃まで

調査員証を携帯した調査員が調査区内の各世帯を訪問しますので、御承知おきいただ

きますようお願いします。 

 

（１）調査の概要 

   国民の就業及び不就業の状態を明らかにすることで、国や横浜市の行う経済政 

  策や雇用政策の基礎資料を得ることを目的に５年ごとに行うもので、今回は１７ 

  回目の調査になります。 

（２）調査員 

   調査員は、常任統計調査員から７名を選任しています。 

   調査活動中は顔写真入りの統計調査員証を携帯し、世帯を訪問する際は必ず提 

示します。 

（３）調査スケジュール 

   ９月上旬 準備調査（西区全体約 650 世帯、１調査区あたり約 50 世帯） 

調査区内、全世帯を訪問して調査への協力を依頼し、名簿等を作成

します。 

   ９月下旬 調査票配布（西区全体約 200 世帯、１調査区あたり約 15 世帯） 

        名簿から調査対象世帯を抽出し、訪問して調査票を配布します。 

   10 月上旬 調査票の回収 

調査対象世帯を訪問して調査票を回収します。 

   10 月下旬 お礼状の配布 

         調査票が提出された世帯を訪問してお礼状を配布します。 

（４）問合せ先 

   総務課統計選挙係（４階５０番窓口） 

   電話３２０－８３１６／FAX３２２－９８４７ 

 

  【９月下旬に資料を対象の自治会・町内会長宅あて送付いたします。】 
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９ 窓口混雑状況システムの稼働開始について      

                    〔お知らせ〕 
（戸籍課・保険年金課） 

 

 （議題９の資料参照）             島村保険年金課長 

 

 窓口の混雑状況をリアルタイムでお知らせするためのシステムを、８月２８日（月）

から区役所ホームページに掲載しました。 

 パソコンで区ホームページを見て、混雑時の来庁を避けたり、来庁後も携帯電話や

スマートフォン等で現在の受付番号を確認することで、待合を離れてお待ちいただく

ことが可能になりました。 

 

（１）対象窓口 

  ア 戸籍課登録担当（３番窓口） 

住民異動届、印鑑登録、マイナンバーカード交付等 

  イ 保険年金課（７番窓口） 

    国民健康保険、介護保険への加入等 

（２）問合せ先 

  ア 戸籍課登録担当（１階３番窓口） 

    電話３２０－８３３４・８３３５／FAX３２４－３５８５ 

  イ 保険年金課保険係（１階７番窓口） 

    電話３２０－８４２５・３４２６／FAX３２２－２１８３ 

 

  【９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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10 平成２９年度ふれあい会の研修会について       

                    〔お知らせ〕 

（福祉保健課） 
 

 （議題 10 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等を行っていただいて

いる「ふれあい会」の研修会を開催します。 

 今回の研修会では、「見守り」をする上での気づきのポイントなどについて西区地域

ケアプラザの地域包括支援センター社会福祉士にお話していただきます。昨年度に引

き続き、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御案内させ

ていただいております。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。 

 

※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。 

 

（１）日時 

   １１月７日（火）１４時００分～１６時００分 

（２）会場 

   西区役所３階ＡＢ会議室 

（３）内容 

  ア 研修「みんなで知ろう！語ろう！見守りの工夫」 

お話し：西区地域ケアプラザの地域包括支援センター社会福祉士 

  イ グループワーク 

  ウ 情報提供 

（４）申込方法 

   １０月２日（月）から１１月２日（木）までに電話、FAX、Ｅメールにてお申し 

  込みください。 

（５）申込先 

   福祉保健課（２階２７番窓口）事業企画担当 

   電話３２０－８４３７／FAX３２４－３７０３ 

   メール：ni-hukuho@city.yokohama.jp 

 

  【９月下旬にお知らせをふれあい会のない自治会・町内会長宅あて送付します。】 
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11 「横浜市介護予防・生活支援サービス補助事業」に  

 ついて                〔お知らせ〕 

（市連会・健康福祉局） 
 

 （議題 11 の資料参照）         山田高齢・障害支援課長 

 

 ５月の定例会で、横浜市介護予防・生活支援サービス補助事業について御説明し、

第１回の募集を終えたところですが、この中でいただいた御意見等を踏まえ、補助の

要件を一部緩和しました。引き続き御理解・御協力のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

（１）変更点 

  ア 通所型支援 

    利用者数について、「利用者のうち、要支援者等が半数以上」としていた要件 

   を削除し、固定した人数を設定しました。 

    また、拠点家賃に対する補助については、法人格を有する団体に限っていま 

   したが、法人格の要否の要件を一部緩和しました。 

  イ 訪問型支援・配食支援・見守り支援 

    提供回数の基準を変更しました。 

    ※回数の考え方 

旧：１０人の利用者に対して年５０週の支援を提供することを想定し、 

年間 500 回 

新：５人の利用者に対して月４回の支援を年間１２か月提供することを想定 

し、年間 240 回 

（２）問合せ先 

   高齢・障害支援課（２階２２番窓口） 

   電話３２０－８４１０／FAX２９０－３４２２ 
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12 分別・リサイクルの今後の方向性（中間報告）    

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

 

                    髙橋資源化推進担当課長 

 

 横浜市では、現在の分別ルールが一定程度定着していることをふまえ、今後の施策

の方向性を検討するため、昨年１２月に横浜市廃棄物減量化・資源化等推進審議会へ

諮問しました。 

 この度、これまでの議論をもとに、中間報告が取りまとまりました。 

 今後、自治会・町内会の皆様の御意見をいただきながら、ヨコハマ３Ｒ夢プランの

推進に向けた施策を検討してまいりますので、御協力をお願いいたします。 

 

＜中間報告の概要＞ 

１ 検討の視点 

 ○市民の皆様の理解と協力が得られるよう、十分考慮しながら、検討を進める必要

がある。 

 ○リサイクルに要している費用のあり方を検討する必要がある。 

 ○リサイクルによる燃やすごみ量の削減や 終処分場の延命化などの効果、リサイ

クル技術の進展などをふまえた検討をする必要がある。 

２ 現在の取組について検討すべきこと 

 ○現在、リサイクルを行っている、缶・びん・ペットボトルやプラスチック製容器

包装などの処理を今後どのように行っていくのか、改めて検討する必要がある。 

 ○製品プラスチックやせん定枝などについて、リサイクルによる活用ができないか、

検討する必要がある。 

 ○現在の分別品目について、「誰もが負担なく分別に取り組める」という視点から、

必要に応じて見直しを行う必要がある。 

３ 検討に際して考慮すべきこと 

 ○老朽化が進んでいる処理施設や資源物回収場所のあり方について、検討する必要

がある。 

 ○地域の意欲とアイデアによるリサイクルの取組が進むよう、検討する必要がある。 

 ○外国人住民の方々へ分別ルールを理解してもらうための取組や、高齢・障害等に

よりごみの分別が困難な方への支援について、検討する必要がある。 

 ○ 大の政令指定都市としてリーダーシップを発揮した国等への働きかけや、リサ

イクル文化の醸成、市内経済の活性化なども、検討すべき大切なテーマである。 

 

（１）問合せ先 

   資源循環局政策調整課 

   電話６７１－２５０２・２５０３ 
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13 横浜駅周辺地区浸水対策の公共事業事前評価の実施  

 に伴う市民意見募集について      〔お知らせ〕 
（環境創造局） 

 

 （議題 13 の資料参照）     遠藤下水道事業マネジメント課長 

 

 横浜駅周辺地区の浸水対策として、新たに雨水幹線およびポンプ場を整備する予定

です。事業の実施にあたり、公共事業事前評価に基づく手続きを開始します。今後、

必要性や効果等を公表し、市民の皆様からの意見募集を実施します。 

 

（１）意見募集期間 

   １０月２日（月）～１１月２日（木） 

（２）意見の提出方法 

   郵送、ＦＡＸ、電子メール、持参 

（３）資料の閲覧場所 

   区役所広報相談係、市民情報センター、環境創造局下水道事業マネジメント課 

   ※本市ホームページでも公開します。 

（４）問合せ先 

   環境創造局下水道事業マネジメント課 

   電話６７１－２８３９ 
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［班回覧］ 

14 横浜マラソン 2017 開催に伴う交通規制のチラシの   

 班回覧について             〔依 頼〕 

（横浜市体育協会） 

 （議題 14 の資料参照）           五月女地域振興課長 

 

 １０月２９日（日）に「横浜マラソン 2017」が開催されます。開催にあたり、市内

で交通規制が実施されますので御協力をお願いします。 

 

（１）交通規制時間（一般道） 

   １０月２９日（日） ６時３０分頃～１５時３０分頃 

（２）問合せ先 

  ア 交通規制について 

    横浜マラソン交通規制コールセンター 

    電話５９４－７５６５ 

  イ 大会全般について 

    横浜マラソン組織委員会事務局 

    電話６５１－０６６６ 

 

  《依 頼》 チラシ（Ａ３判両面）の班回覧 

 

  【９月下旬にチラシを自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

15 神奈川県立青少年センター開館５５周年に係るチラ  

 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 15 の資料参照）            五月女地域振興課長 

 

 神奈川県立青少年センターは、今年で開館５５周年を迎えます。今まで支えてくだ

さった多くの方々に感謝を申しあげるとともに、これからも青少年の夢の懸け橋とし

て、より一層みなさまに親しまれる施設を目指してまいります。 

今年は５５周年を記念した事業など多数の事業を実施しますので、ぜひ足をお運び

ください。 

 

 

 

 
（次ページに続く） 
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（１）問合せ先 

   神奈川県立青少年センター青少年サポート課  

   電話２６３－４４６７／FAX２４１－７０８８ 

 

  《依 頼》 チラシ（Ａ４判両面）の班回覧 

 

  【９月下旬にチラシを自治会・町内会長宅あてに送付します。】 

 

16 横浜市脳卒中市民啓発キャンペーン講演会の開催    

 チラシの班回覧について         〔依 頼〕 
（脳卒中・神経脊椎センター） 

 

 （議題 16 の資料参照）           五月女地域振興課長 

 

 横浜市脳卒中市民啓発キャンペーンとして、市民講演会を開催します。 

 

（１）日時 

   １０月２５日（水）１３時３０分～１５時５０分（１２時３０分開場） 

（２）会場 

   関内ホール（中区住吉町４－４２－１） 

（３）内容 

  ア 一部（１３時３０分～１４時３０分） 

    「脳卒中の予防と治療」 

    講師：脳卒中・神経脊椎センター 副病院長 城倉 健 氏 

  イ 二部（１４時４５分～１５時０５分） 

    「横浜市における救急要請・救急活動～脳血管疾患～」 

    講師：横浜市消防局救急課 救急救命士 家田 昌利 氏 

  ウ 三部（１５時２０分～１５時５０分） 

    横浜市消防音楽隊コンサート 

（４）参加方法 

   先着 800 人。事前申し込みは不要です。当日直接会場へお越しください。 

（５）問合せ先 

   脳卒中・神経脊椎センター総務課 

   電話７５３－２５００／FAX７５３－２８５９ 

 

  《依 頼》 チラシ（Ａ４判両面）の班回覧 

 

  【９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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17 西区在宅医療相談室市民啓発講演会の開催チラシの  

 班回覧について             〔依 頼〕  

                            （西区在宅医療相談室） 
 

 （議題 17 の資料参照）                石橋相談員 

 

 西区在宅医療相談室市民啓発講演会「あなたと家族のための在宅医療～在宅医療の

すすめ～」を開催します。 

 

（１）日時 
   １０月２８日（土）１４時００分～１６時００分 

（２）場所 

   西区役所３階ＡＢ会議室 

（３）内容 

   病気になっても、住み慣れた地域で暮らし続けるための在宅医療のお話 

（４）講師 

   永友 章先生（ながともクリニック） 

   増田 英明先生（三ツ沢ハイタウンクリニック） 

   石橋 好子先生（西区在宅医療相談室） 

（５）申込み方法 

   電話にてお申し込みください。（先着７０名） 

  ア 申込期間 

    １０月１１日（水）から 

    平日１０時００分～１７時００分 

  イ 申込先 

    西区在宅医療相談室 電話６２０－５８３０ 

 

  《依 頼》 チラシ（Ａ４判片面）の班回覧 

 

  【９月下旬にチラシを自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 14 - 

18 にしく市民活動支援センター情報誌「にしとも広場  

 mini」第３号及び広報紙「にしとも広場」第１０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 18 の資料参照）            加世田センター長 

 

 にしく市民活動支援センターが発行している情報誌「にしとも広場 mini」第３号

及び広報紙「にしとも広場」第１０号を発行しますので、班回覧の御協力をお願いし

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》 情報誌（Ａ４判両面）及び広報紙（Ａ４判、８ページ）の班回覧 

 

  【９月下旬に情報誌及び広報紙を自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

19 介護者支援講演会『「在宅介護を考える」～住み慣れ  

 た場所でさいごまで生きるために～』開催チラシの班回  

 覧について               〔依 頼〕 

                             （高齢・障害支援課） 
 

 （議題 19 の資料参照）          山田高齢・障害支援課長 

 

 介護負担やストレスから生じる心身の変化、頑張りすぎない介護のコツについて、

在宅医療を行っている医師に御講演いただきます。 

 

（１）日時 
   １１月１４日（火）１３時３０分～１５時３０分 

（２）場所 

   西区役所３階ＡＢ会議室 

（３）講師 

   渡辺 良 氏（渡邊醫院 院長） 

（４）定員 

   先着５０名（参加費無料） 

 
（次ページに続く） 
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（５）申込方法 

   電話又は FAX にてお申し込みください。 

  ア 申込期間 

    １０月１１日（水）から１０月３１日（火） 

  イ 申込先 

    高齢・障害支援課（２階２３番窓口）高齢担当 

    電話３２０－８４１０／FAX２９０－３４２２ 

 

  《依 頼》 チラシ（Ａ４判両面）の班回覧 

 

  【９月下旬にチラシを自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

20 「平成２９年度高齢者インフルエンザ予防接種の    

 ご案内」の班回覧について        〔依 頼〕 
（福祉保健課） 

 

 （議題 20 の資料参照）            本間福祉保健課長 

 

（１）対象者 

  ア ６５歳以上の方 

  イ ６０歳以上６５歳未満の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能、又はヒト免疫 

   不全ウイルスにより免疫機能に１級相当の障害のある方 

（２）実施期間 

   １０月１日（日）～１２月３１日（日） 

（３）接種場所 

   市内協力医療機関 

（４）接種費用 

   ２，３００円（市民税非課税世帯等の方は無料） 

（５）接種に必要なもの 

   住所、氏名、年齢を確認できるもの（保険証等） 

   ６０歳以上６５歳未満の方は身体障害者手帳等で障害の程度も確認します。 

（６）問合せ先 

   福祉保健課（２階２６番窓口）健康づくり係 

   電話３２０－８４３９／FAX３２４－３７０３ 

 

  《依 頼》 リーフレット（Ａ４判、４ページ）の班回覧 

 

  【９月下旬にリーフレットを自治会・町内会長宅あて送付いたします。】 
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［ポスター掲出］ 

21 高裁委嘱「無料調停相談会」の開催に伴うポスター    

 掲出について              〔依 頼〕 
（保土ケ谷民事調停協会） 

 

 （議題 21 の資料参照）            野呂民事調停委員 

 

 高裁判所からの委嘱を受けた「無料調停相談会」が開催されます。 

 調停制度は裁判官１人と民間の調停委員２人で構成する調停委員会が当事者の言い

分を聞き、紛争の実情に応じて解決を図る制度です。結論は判決と同じ効力を持ちま

す。 

 不動産、近隣トラブル、交通事故等の民事上のトラブルや相続、離婚等の家庭内の

トラブルでお困りの方に無料で相談をお受けし、あわせて調停制度の普及を図ってま

いります。 

 

（１）日時 

   １０月２７日（金） １０時００分～１６時００分(受付終了１５時３０分) 

（２）場所 

   横浜市開港記念会館（中区本町１－６） 

（３）相談内容 

   不動産、近隣トラブル、借金、交通事故、相続、離婚、家庭内トラブル等 

（４）申込 

   予約不要・当日会場で受付 

 

  《依 頼》 ポスター（Ａ４判）の掲出 

 

  【９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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22 西区読書活動推進講演会「『ピタゴラスイッチ』の生  

 みの親が語る新しい読書体験」のポスター掲出について  

                     〔依 頼〕 

                                （地域振興課） 
 

 （議題 22 の資料参照）           五月女地域振興課長 

 

 読書活動推進講演会を開催します。 

 

（１）日時 
   １１月２６日（日）１４時００分～１６時００分 

（２）場所 

   中央図書館地下ホール（老松町１） 

（３）定員 

   １８０人（抽選・西区在住者優先） 

（４）講師 

   佐藤 雅彦 氏（東京藝術大学大学院教授） 

（５）申込みについて 

  ア 申込期間 

    １０月１１日（水）９時３０分～１１月７日（火） 必着 

  イ 申込方法 

    往復はがき又は電子申請でお申し込みください。 

（６）問合せ先 

   横浜市中央図書館サービス課 

   電話２６２－００５０ 

 

  《依 頼》 ポスター（Ａ４判）の掲出 

 

  【９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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23 ヨコハマトリエンナーレ 2017 開催に伴うポスター   

 掲出について              〔依 頼〕 

（市連会・文化観光局） 

 （議題 23 の資料参照）           五月女地域振興課長 

 

 本市では、創造都市横浜の発展をリードするため、３年に１度の現代アートの国際

展「ヨコハマトリエンナーレ 2017 島と星座とガラパゴス」を８月４日に開幕し、11

月５日まで開催いたします。 

 つきましては、多くの市民の皆様に御来場いただくため、各自治会・町内会におい

て、当展覧会のポスター掲出に御協力いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

（１） 事業概要 

  ア 開催期間 

    ８月４日（金）～１１月５日（日） 

  イ 主催 

    横浜市、（公財）横浜市芸術文化振興財団、NHK、朝日新聞社、 

横浜トリエンナーレ組織委員会 

  ウ 内容 

    現代アートの国際展 

  エ 会場 

    横浜美術館、横浜赤レンガ倉庫１号館、横浜市開港記念会館地下ほか 

（２）問合せ先 

   文化観光局文化プログラム推進課 担当：會田、古川 

   電話６７１－３６８２ 

 

  《依 頼》 ポスター（Ａ４判）の掲出 

 

  【９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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24 ラグビー日本代表戦開催に伴うポスター掲出に    

 ついて                 〔依 頼〕 

（市連会・市民局） 

 （議題 24 の資料参照）           五月女地域振興課長 

 

 １１月４日に、ラグビー日本代表 対 オーストラリア代表戦が日産スタジアムにて

開催されます。この試合をラグビーワールドカップ 2019 の機運醸成に向けた重要な試

合と位置づけ、１人でも多くの市民の皆様に観戦していただきたいと考えています。 

 つきましては、各自治会・町内会において、ポスター掲出に御協力いただきますよ

う、お願い申し上げます。 

 

（１）概要 

  ア 日時 

    １１月４日（土）１４時４０分キックオフ 

  イ 会場 

    日産スタジアム 

  ウ チケット 

    大人３，０００円から 小中学生１，０００円 

    お近くのコンビニエンスストア、インターネット等で購入できます。 

（２）問合せ先 

   市民局ラグビーワールドカップ･オリンピック・パラリンピック推進課 

   電話６７１－４５６６ 

 

  《依 頼》 ポスター（Ａ４判）の掲出 

 

  【９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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［班回覧及びポスター掲出］ 

25 「第１１回西区ハマのウォーキングフェスティバル」  

 チラシの班回覧及びポスター掲出について  〔依 頼〕 
（西区スポーツ振興事業推進委員会） 

 

 （議題 25 の資料参照）       五月女事務局長（地域振興課長） 

 

（１）実施日時 

   １２月３日（日） 

   ア 食の街道コース（約８Ｋｍ）：９時００分受付開始 

   イ 横浜みちコース（約６Ｋｍ）：９時３０分受付開始 

（２）会場等 

   受付・スタート：西前小学校グラウンド（共通） 

   ※ゴールはみなとみらい２１地区臨港パーク潮入りの池 

（３）申込方法等 

   １０月１０日（火）から１１月１７日（金）までに電話、FAX、メール、 

インターネットでお申込ください。 

（４）参加費 

   一般（高校生以上）：３００円、小・中学生：１００円 ※未就学児は無料 

   ※参加費は会場受付において、事務局から郵送するハガキと引換えにお支払 

   いをお願いいたします。 

（５）問合せ先 

   地域振興課（４階４８番窓口）担当：河野・小野・丹羽・秋枝 

   電話３２０－８３９０・８３９１／FAX３２２－９５３５ 

 

  《依 頼》 チラシ（Ａ４判両面）の班回覧及びポスター（Ａ４判）の掲出 

 

  【９月下旬にチラシ及びポスターを自治会・町内会長宅あてに送付します。】 
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［分担金等の納入とポスター掲出］ 

26 「第４２回西区民まつり」分担金等の納入及びポス   

 ター掲出について            〔依 頼〕 
（西区民まつり実行委員会） 

 

 （議題 26 の資料参照）       五月女事務局長（地域振興課長） 

 

（１）開催日時 

   １１月５日（日）１０時００分～１４時３０分   

   ※小雨決行、荒天中止 

（２）場所 

   戸部公園、西前小学校等 

（３）分担金、協力金等 

   区連会     ５００，０００円 

   各地区連会    １５，０００円 

   各自治会・町内会  ３，０００円 

（４）納入方法 

   横浜銀行へ振込み、又は地域振興課まで御持参願います。 

   地域振興課（４階４７番窓口）担当：佐々木 

   電話３２０－８３８６／FAX３２２－５０６３ 
 

  《依 頼》 ① 区連会、各地区連会及び各自治会・町内会分担金等の納入 

        ② ポスター（Ａ４判）の掲出 
 

  【依頼文を地区連会長あて席上配付します。また、ポスターについては、９月下 

  旬に自治会・町内会長宅あて送付します。】 
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［後援依頼・後援金納入］ 

27 西区シニアクラブ連合会「第４７回運動会」開催に伴  
 う後援名義使用及び後援金の納入について 〔依 頼〕 

（西区シニアクラブ連合会） 

 

 （議題 27 の資料参照）          梅山会長 

山田高齢・障害支援課長 

 

（１）開催日時 

   １０月１８日（水） １０時００分～１５時３０分 

   ※ 予備日：１０月２０日（金） 

（２）場所 

   戸部公園運動広場 

（３）後援金 

   １０，０００円 

 

  《依 頼》 後援名義使用及び後援金の納入 

 

［募金のとりまとめ依頼］ 

28 平成２９年度「共同募金運動」の実施に伴う募金の   

 とりまとめについて           〔依 頼〕  
（神奈川県共同募金会西区支会） 

 

 （議題 28 の資料参照）            山下事務局長 

 

（１）募金期間 

   １０月１日（日）～１２月３１日（日） 

（２）納入期間 

   １２月上旬までにお願いします。 

（３）納入方法 

   郵便振替又は御持参ください。 

   神奈川県共同募金会西区支会 

    西区高島２－７－１ ファーストプレイス横浜３階 

    西区社会福祉協議会内 担当：竹上、工藤 

    電話４５０－５００５／FAX４５１－３１３１ 

 

  《依 頼》 募金のとりまとめと納入 

 
  【９月下旬に依頼文等を自治会・町内会長宅あて送付します。】 
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〈情報提供〉 
  平成２９年度自治会町内会長感謝会について      
                            

（市連会・市民局） 
 

                             五月女地域振興課長 

 

 自治会町内会長感謝会については、昨年度同様、長期在職者の方を対象とした市長

主催による表彰式を開催します。また、区長主催による区長感謝会を開催します。 

 

（１）市長主催表彰式について 

  ア 表彰対象の皆様 

    １０年表彰以上（５年ごと）の皆様をお招きし、市長から表彰をします。ま 

   た、来賓として各区連会長にも御参加いただきます。 

  イ 会場 

    市長公舎（西区老松町）を予定しています。 

  ウ 実施時期 

    ２月上旬を予定しています。 

  エ その他 

    当日は、会場への送迎も予定しています。その他、詳細は、決定次第御報告 

   します。 

（２）区長主催感謝会について 

  ア 表彰対象の皆様 

    区長から、市長表彰者の皆様を御紹介するとともに、５年在職の皆様を、表

彰します。自治会・町内会長の皆様も例年どおり御招待します。 

  イ 会場 

    崎陽軒本店 

  ウ 実施時期 

    平成３０年３月７日（水）に、開催します。 

  エ その他 

    詳細は、決定次第御報告します。 

（３）問合せ先 

   地域振興課（４階４７番窓口）担当：野村・佐々木 

   電話３２０－８３８９／FAX３２２－５０６３ 

 


