
 

⻄区連合町内会･⾃治会連絡協議会 ２⽉定例会 
 

平成 30 年２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.1〜20） 

 

2 その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ＜次回区連会定例会⽇程＞ 

（１）⽇時 3 ⽉ 19 ⽇（⽉）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

みなとみらい本町小学校の開校について ③ 教育委員会事務局
小正東部学校教育事務所
首席指導主事

4 市連会
お知らせ・
報告

「横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例」の制定につい
て ④ 道路局

藤﨑交通安全・自転車政策
課担当係長

5 市連会
お知らせ・
報告

特別避難場所の名称変更に伴う広報チラシについて ⑤ 健康福祉局 山田高齢・障害支援課長

6 局
お知らせ・
報告

国が実施する全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の全国一斉
情報伝達訓練について ⑥ 総務局 永峯総務課長

7 市連会
お知らせ・
報告

「新たな中期計画の基本的方向」の公表と市民意見募集の実
施について ⑦ 政策局 本多区政推進課長

8 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

五月女地域振興課長

9 区
お知らせ・
報告

ふれあい会の事務説明会について ⑨ 福祉保健課 本間福祉保健課長

10 区
お知らせ・
報告

「にこまちトライセミナー」の開催報告について ⑩ 福祉保健課 本間福祉保健課長

11 市連会
お知らせ・
報告

平成２９年度「日赤会費募集」・「共同募金運動」の結果とお礼
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 ポスター掲出 「春の火災予防運動」に向けた防火ポスターの掲出について ⑫ 西消防署 尾崎予防課長

13 関係機関 班回覧 第４回フードドライブ運動の開催チラシの班回覧について ⑬
西区社会福祉協議
会

山下事務局長

14 市連会 班回覧 「行政相談のお知らせ」のチラシの班回覧について ⑭
神奈川行政評価事
務所

永田行政相談課長

15 関係機関 班回覧
にしく市民活動支援センター広報紙「にしとも広場」　第１１号
の班回覧について ⑮

にしく市民活動支
援センター

加世田センター長

16 市連会 班回覧
ラグビーワールドカップ2019に関する御案内のチラシの班回
覧について ⑯ 市民局 五月女地域振興課長

17 関係機関 班回覧 さくらフェスタ2018開催に伴うチラシの班回覧について ⑰
さくらフェスタ2018
実行委員会

五月女地域振興課長

18 市連会 推薦依頼
平成３０年民生委員・児童委員及び主任児童委員の推薦につ
いて - 健康福祉局 本間福祉保健課長

19 関係機関 その他依頼 第２６期横浜市青少年指導員西区委嘱式の開催について -
西区青少年指導員
協議会

五月女地域振興課長

20 関係機関 各世帯配布 広報紙の配布について ⑳ 市民局 本多区政推進課長

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 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 みなとみらい本町小学校の開校について       
                    〔お知らせ〕 

（教育委員会事務局） 

 

 （議題３の資料参照）    小正
こ ま さ

東部学校教育事務所首席指導主事 

 

 ４月に開校予定のみなとみらい本町小学校について、開校準備の状況を御報告しま

す。 

 

（１）施設概要 

  ア 普通教室（１７教室） 

  イ 個別支援教室、特別支援教室（３教室） 

ウ 特別教室（７教室）、多目的室（５教室）、放課後キッズクラブ 

エ その他（管理諸室（職員室等）、体育施設（屋内運動場、プール等）） 

 

 

 

 （次ページに続く） 
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（２）開校時の児童数・学級数 

   親校である本町小学校の約１/３の児童がみなとみらい本町小学校へ通学しま 

  す。 

                         （※平成３０年１月時点見込み） 

 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 一般級計 個別級 合計 

児童数 57 46 52 36 43 44 278 5 283 

学級数 2 2 2 1 2 2 11 2 13 

（３）開校当初の予定 

  ア ４月１日（日）：開校式典・記念祝賀会（参加者内覧会） 

  イ ４月５日（木）：始業式・入学式 

（４）問合せ先 

   東部学校教育事務所指導主事室 

電話４１１－０６０８／FAX４１１－０６１３ 

 

４ 「横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例」の制定  
 について               〔お知らせ〕 

（市連会・道路局） 

 
 （議題４の資料参照）   藤﨑交通安全・自転車政策課担当係長 

 

 横浜市では「横浜市自転車等の放置防止に関する条例」に基づき、市営自転車駐車

場の整備や放置自転車の移動作業等を行ってきました。これにより、放置自転車台数

は年々減少しており、駅周辺の環境は大きく改善されてきています。 

 しかし、駅周辺に限らず、一部の集客施設周辺では、依然として施設利用者による

放置自転車が発生している状況があります。また共同住宅についても、マンション等

の周辺に自転車が放置されている実態があります。 

 そこで、駐輪需要を発生させる集客施設及び共同住宅等を新築又は増築する際に、

自転車駐車場の附置を義務付ける条例を制定しますので、お知らせします。 

 

（１）問合せ先 

   道路局交通安全・自転車政策課 

電話６７１－３６４４ 

 

  【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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５ 特別避難場所の名称変更に伴う広報チラシについて  
                    〔お知らせ〕 

（市連会・健康福祉局） 

 
 （議題５の資料参照）       山田高齢・障害支援課長 

 

 横浜市では、大規模な災害が発生した場合でも、避難生活に支援等が必要な要援護

者が二次的に避難する特別避難場所が円滑に開設・運営できるよう検討を行ってきま

した。 

 この検討結果を受け、４月から特別避難場所の名称を、一般的に使用され、より機

能をイメージしやすい「福祉避難所」に変更します。 

 名称変更にあわせて、福祉避難所の役割について広く周知するため、広報チラシを

作成しましたので、お知らせします。 

 

（１）問合せ先 

   高齢・障害支援課（２階２１番窓口） 担当：渋谷、川島 

電話３２０－８４９３／FAX２９０－３４２２ 

 

  【２月下旬に資料を自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

６ 国が実施する全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の  
 全国一斉情報伝達訓練について     〔お知らせ〕 

（総務局） 

 
 （議題６の資料参照）           永峯総務課長 

 

 総務省消防庁が災害時等に備え、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を用いて、

訓練情報の受信及びスピーカー等の起動を確認する目的で、全国一斉情報伝達訓練放

送を行います。 

 あわせて、横浜市がその他の情報伝達手段による防災情報の試験配信を行います。 

 

（１）日時 

   ３月１４日（水） １１時００分頃 

（２）放送場所（西区） 

   首都高横浜駅西口出口付近、高島二丁目東口第２駐輪場、内海橋付近、 

   横浜駅東口バスターミナル付近、相鉄口交番付近、岡野町交差点付近、 

   岡野中学校、高島一丁目国道脇、平沼橋付近、浅山橋付近、臨港パーク、 

   西スポーツセンター、平沼一丁目付近、平沼さわやか公園、平沼小学校、 

   日本丸メモリアルパーク 

（次ページに続く） 
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（３）その他の情報伝達手段 

   防災情報Ｅメール、横浜市危機管理室ツイッター、 

横浜市危機管理室ホームページ 

（４）問合せ先 

   総務局危機管理室情報技術課 

   電話６７１－４１４１ 

 

７ 「新たな中期計画の基本的方向」の公表と市民意見募 

 集の実施について           〔お知らせ〕 
（市連会・政策局） 

 

 （議題７の資料参照）             本多区政推進課長 

 

 横浜市では、新たな中期計画を平成３０年度に策定します。策定にあたっての考え

方や骨子を示した「新たな中期計画の基本的方向」を１月３０日に公表しました。 

 幅広く市民の皆様の御意見を伺うため、市民意見を募集しますのでお知らせします。 

 

（１）意見募集期間 

   ３月２３日（金）まで 

（２）資料の閲覧場所 

   区役所広報相談係、市民情報センター 

   ※その他、本市ホームページでも御覧いただけます。 

   ※http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/seisaku/chuki2018-/ 

（３）意見の提出方法 

   郵送、ＦＡＸ、電子メール 

（４）問合せ先 

   政策局政策課 

   電話６７１－２１９７／FAX６６３－４６１３ 

 

  【２月下旬に概要版を自治会・町内会長宅あて送付いたします。】 
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８ 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） 

 

五月女地域振興課長 

 

 平成３０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・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 

  の申請について 

（２）開催日時 

   ４月１４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：佐々木、市川 

   電話３２０－８３８６／FAX３２２－５０６３ 

（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。】 
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９ ふれあい会の事務説明会について            

                    〔お知らせ〕 
（福祉保健課） 

 

 （議題９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」の事務説明会を開催します。今回の事務説明会では、ふれあい会の

制度の一部変更案についても御説明します。 

 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

うに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 

   ３月１２日（月）１４時００分～１５時３０分 

   対象：対象：ふれあい会、自治会・町内会 

   ※なお、２月２６日（月）には、ふれあい会を対象とした説明会を実施します。 

（２）会場 

   西区役所３階ＡＢ会議室 

（３）内容 

  ア 西区ふれあい福祉推進事業（ふれあい会）の制度の一部変更案について 

  イ 平成３０年度助成金申請の事務手続き等について 

  ※制度の一部変更案は、平成３０年度予算が横浜市議会において議決されるこ 

とを停止条件とします。 

（４）申込方法 

   電話・ＦＡＸ又はＥメールにてお申し込みください。 

  ア 申込期間 

    ２月２３日（金）～３月９日（金） 

  イ 申込先 

    福祉保健課事業企画担当 

    電話３２０－８４３７／FAX３２４－３７０３ 

    Ｅメール: ni-hukuho@city.yokohama.jp 

 

  【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。】 
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10 「にこまちトライセミナー」の開催報告について    

                     〔報 告〕 
（福祉保健課） 

 

 （議題 10 の資料参照）             本間福祉保健課長 

 

 「にこまちトライセミナー」について、開催結果を報告します。 
 

（１）概要  

  ア 開催日時 １月２０日（土）１３時３０分～１５時３０分 

  イ 会  場 西区役所３階ＡＢ会議室 

  ウ 参加者数 ５２名 

  エ 内  容 講師講演、ワークショップ 

  オ 講  演 「子ども×家庭×学校×地域＝幸せ 

～みんなが幸せになるための４つの因子～」 

  カ 講演講師 前野 隆司氏（慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメ 

ント研究科研究科委員長・教授） 

（２）アンケートの主な意見 

   「とても楽しい講演とワークショップだった」「色々な人と話すことができ、楽

しかった」「他の地域の様子がわかってよかった」「前を向いて前進するのが幸せ

だと思いました」「ＰＴＡや家庭でも今日学んだことを取り入れて幸せを増やして

いきたい」「より良いコミュニティを目指してどう行動していけばよいか参考にな

った」等の意見が寄せられました。 

（３）問合せ先 

   福祉保健課（２階２７番窓口）事業企画担当 

   電話３２０－８４３７／FAX３２４－３７０３ 

 

  【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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11 平成２９年度「日赤会費募集」・「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 11 の資料参照）              山下事務局長 

 

（１）「日赤会費募集」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。 

 

「日赤会費募集」・「共同募金運動」結果（２月１日現在） 

 ２９年度実績額 内     訳 

日赤会費 4,258,120 円 
自治会・町内会 4,015,120 円 

法人等 243,000 円 

共同募金 8,273,771 円 

戸別募金 4,298,171 円 

街頭募金 241,540 円 

法人募金 778,232 円 

学校募金 0 円 

職域募金 396,141 円 

イベント募金 7,250 円 

その他の募金 177,385 円 

年末たすけあい募金 2,375,052 円 
 

（２）問合せ先 

   日本赤十字社横浜市西区地区委員会 担当：西郷・小木曽 

   神奈川県共同募金会横浜市西区支会 担当：竹上・工藤 

   電話４５０－５００５／FAX４５１－３１３１ 

 

  【昨年度と振込口座が変更となる場合は、通知と同封の口座振込依頼書を西区社

協宛に御返信ください。】 
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［ポスター掲出］ 

12 「春の火災予防運動」に向けた防火ポスターの掲出  

 について                〔依 頼〕 
（西消防署） 

 

 （議題 12 の資料参照）              尾崎予防課長 

 

 「春の火災予防運動」にあわせて、西区版火災予防ポスターの掲出を依頼します。 

 

（１）運動期間 

   ３月１日（木）から３月７日（水）まで 

（２）期間中の主な訓練 

  ア 横浜駅西口消防総合訓練 

  （ア）日時 

     ３月１日（木）８時５０分～９時４０分 

  （イ）場所 

     相鉄ジョイナス地下街 他（調整中） 

  イ みなとみらい２１地区合同防災訓練 

  （ア）日時 

     ３月５日（月）１０時００分～１２時００分 

  （イ）場所 

     日本丸メモリアルパーク内広場 

（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 

 

  【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。】 
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［班回覧］ 

13 第４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 13 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。 

  ※お酒や生鮮食品はお受け出来ません。 

（３）日時・会場 

   ご提供いただける「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１日（木）～１５日（木） １０時００分～２０時００分 

    ※日曜日は１０時００分～１６時００分 

  イ 受付会場 

    西区社会福祉協議会 

    （高島２－７－１ファーストプレイス横浜３Ｆ） 

（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。】 
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14 「行政相談のお知らせ」のチラシの班回覧について    

                     〔依 頼〕 
  （市連会・神奈川行政評価事務所・市民局） 

 

 （議題 14 の資料参照）             永田行政相談課長 

 

 国の行政等に関する意見・要望などの相談をお聴きしている総務省の行政相談につ

いて、総務大臣から委嘱された行政相談委員が毎月１回、区役所でお受けしています。 

 区民の皆様に知っていただきたく、チラシの班回覧をお願いします。 

 

（１）日時 

   毎月第４金曜日 １３時００分～１６時００分 

（２）場所 

   西区役所１階特別相談室 

（３）問合せ先 

  ア 総務省神奈川行政相談センター 

    電話０５７０－０９０１１０（行政苦情 110 番） 

  イ 西区役所区政推進課広報相談係（１階１番窓口） 

    電話３２０－８３２１ 

 

  《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。】 

 

15 にしく市民活動支援センター広報紙「にしとも広場」  

 第１１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 15 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広報紙「にしとも広場」第１１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》 広報紙（Ａ４判、８ページ）の班回覧 

 
  【２月下旬に広報紙を自治会・町内会長宅あて送付します。】 
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16 ラグビーワールドカップ 2019 に関する御案内のチラ  

 シの班回覧について           〔依 頼〕 

（市連会・市民局） 

 （議題 16 の資料参照）           五月女地域振興課長 

 

 2019 年に開催されるラグビーワールドカップ 2019 では、横浜で決勝戦・準決勝戦

を含む７試合が開催されます。横浜市民（神奈川県民）の皆様は、横浜で開催される

試合のチケットについて、他の自治体の住民に先駆け、６か月早く抽選に申し込むこ

とができるメリットがあります。 

 また、大会を支えていただくボランティアについて、４月から募集が始まります。  

 つきましては、ラグビーワールドカップの開催等について、広く市民の皆様に周知

させていただきたく、自治会・町内会での回覧に御協力をお願いします。 

 

（１）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／FAX６６４－０６６９ 

 

  《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。】 

 

17 さくらフェスタ 2018 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 2018 実行委員会） 

 

 （議題 17 の資料参照）           五月女地域振興課長 

 

 ３月３１日（土）～４月８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 2018」が開催されます。 

 期間中、周辺施設にて様々なイベントやサービスを行うほか、４月７日（土）には

「さくら通り」を歩行者天国とし、パレード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：野村 

   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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［推薦依頼］ 

18 平成３０年民生委員・児童委員及び主任児童委員の  

 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３０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」及び「連合地区推薦準備会」を開催し、候補者を推薦して

いただきます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

きますようお願いします。 

 

（１）問合せ先 

   福祉保健課（２階２７番窓口）担当：高橋、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。】 

 

［その他依頼］ 

19 第２６期横浜市青少年指導員西区委嘱式の開催に   

 ついて                 〔依 頼〕 
（西区青少年指導員協議会） 

 

                 五月女事務局長（地域振興課長） 

 

（１）開催日時 

   ４月６日（金）１９時００分 

（２）場所 

   西区役所３階ＡＢ会議室 

（３）問合せ先 

   地域振興課（４階４８番窓口）担当：河野、俵 

   電話３２０－８３９１／FAX３２２－５０６３ 

 

 
（次ページに続く） 
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  《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の議長 

         地区連会長：地区役員選出のための議長 

 

  【３月上旬頃に依頼文を区連会長及び各地区連会長宅あて送付します。】 

 

［各世帯配布］ 

20 広報紙の配布について               

                     〔依 頼〕 
  （市連会・市民局） 

 

 （議題 20 の資料参照）             本多区政推進課長 

 

 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３０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･３１年２月） 

（３）配布時期 

   広報紙配送後から該当月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３０年度予算議決後に確定します。 

（６）謝金支払 

   年２回（１０月、３１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。】 




