⻄区連合町内会･⾃治会連絡協議会 ５⽉定例会
平成 30 年５⽉ 18 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.1〜18）

2 その他

＜次回区連会定例会⽇程＞
（１）⽇時 ６⽉ 18 ⽇（⽉）13︓30〜
（２）場所 ⻄区役所３階Ｂ会議室

議題一覧
№

区 分

種

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
長谷川生活安全課長

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

宮川署長

3

市連会

お知らせ・
報告

新たな中期計画「素案」の公表と市民意見募集の実施につい
て

③

政策局

二見政策課担当係長

4

市連会

お知らせ・
報告

第４期横浜市地域福祉保健計画「素案」に関する市民意見募
集の実施について

④

健康福祉局

菅野福祉保健課長

5

市連会

お知らせ・
報告

よこはま地域包括ケア計画（第７期横浜市高齢者保健福祉計
画・介護保険事業計画）の策定について

⑤

健康福祉局

山田高齢・障害支援課長

6

区

お知らせ・
報告

平成３０年度「西区運営方針」について

⑥

区政推進課

村上区政推進課長

7

市連会

お知らせ・
報告

平成３０年住宅・土地統計調査の実施について

⑦

政策局

永峯総務課長

8

区

お知らせ・
報告

緊急時情報伝達システムの今後の運用について

⑧

総務課

永峯総務課長

9

市連会

お知らせ・
報告

「東京2020大会」機運醸成等のための事業・活動の全国認証
制度について

⑨

市民局

五月女地域振興課長

10 関係機関 班回覧

平成３０年度第１回フードドライブ運動の開催チラシの班回覧
について

⑩

西区社会福祉協議
武井事務局長
会

11 関係機関 班回覧

情報誌「にしとも広場 mini」第７号の班回覧について

⑪

にしく市民活動支
援センター

12 関係機関 班回覧

「西区民児協機関紙「水仙」第２１号」の班回覧について

⑫

西区民生委員児童
菅野福祉保健課長
委員協議会

13 関係機関 班回覧

第６８回「社会を明るくする運動 西区推進大会」のチラシの
班回覧について

⑬

社会を明るくする運
動西区推進大会実
行委員会

菅野福祉保健課長

14 区

班回覧

にこまちスキップ・アップ講座の開催チラシの班回覧について

⑭

福祉保健課

菅野福祉保健課長

15 区

ポスター掲出

「平成３０年度防災講演会～今日からはじめよう防災ご近所
物語～」ポスター掲出について

⑮

福祉保健課

菅野福祉保健課長

16 区

ポスター掲出

ひきこもり等の困難を抱える若者の専門相談窓口に係るポス
ター掲出について

⑯

こども家庭支援課

柴田学校連携・こども担当
課長

17 関係機関 ポスター掲出

第４３回西区民まつりステージ出演者・「くらしの広場」出店団
体の公募に関するポスター掲出について

⑰

西区民まつり実行 五月女事務局長
委員会
（地域振興課長）

18 関係機関

別

議

題

協力金の納入
「ふるさと西区推進委員会」協力金の納入について
依頼

資料

-

担当課等

ふるさと西区推進
委員会

説明者

加世田センター長

五月女事務局長
（地域振興課長）

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
長谷川生活安全課長

《依

頼》

チラシ（Ａ４判）の班回覧

【５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）

宮川署長
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３

新たな中期計画「素案」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３の資料参照）

二見政策課担当係長

横浜市では、市民の皆様をはじめ多くの方々からいただいた貴重な御意見を踏まえ、
「横浜市中期４か年計画 2018～2021」（素案）を公表しました。
策定にあたり、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
５月１４日（月）～６月２２日（金）
（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、本市ホームページ
（４）問合せ先
政策局政策課 担当：安達、白石
電話６７１－３２０６／FAX６６３－４６１３
◆参考：策定スケジュール
平成 30 年１月 「新たな中期計画の基本的方向」
策定にあたっての考え方や骨子をお示ししました。
市民アンケート
市民意見募集
有識者ヒアリング

広報よこはま３月号

今回

平成 30 年５月９日 素案の公表
具体的な目標や取組内容をお示しします。

パブリックコメントの実施
(５月 14 日(月)～６月 22 日(金))

広報よこはま特別号

平成 30 年９月頃
原案の策定
素案に対するご意見を反映させます。
※「横浜市中期４か年計画 2018～2021」は、原案を基に市会に 議案を提出する予定です。

【５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

第４期横浜市地域福祉保健計画「素案」に関する市民
意見募集の実施について
〔お知らせ〕
（市連会・健康福祉局）

（議題４の資料参照）

菅野福祉保健課長

平成３１年度から平成３５年度までを計画期間とする第４期横浜市地域福祉保健計
画の素案がまとまりました。策定にあたり、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
５月２８日（月）～６月２９日（金）
（２）意見の提出方法
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、横浜市健康福祉局福祉保健課、各区社
会福祉協議会、地域ケアプラザ、本市ホームページ
（４）問合せ先
健康福祉局福祉保健課 計画担当
電話６７１－３５６７／FAX６６４－３６２２
【５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 よこはま地域包括ケア計画（第７期横浜市高齢者保健
福祉計画・介護保険事業計画）の策定について〔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

団塊の世代が７５歳以上となる 2025 年を見据え、高齢者に関する保健福祉事業や介
護保険制度の円滑な実施に関する総合的な計画として、「よこはま地域包括ケア計画」
（計画期間：2018 年度－2020 年度）を策定しました。
この計画をもとに、横浜市の高齢者保健福祉施策・介護保険事業を推進し、横浜型
地域包括ケアシステム構築に取り組みます。
（１）計画の主な内容
ア 介護・医療・介護予防・生活支援・住まい等の分野別の具体的かつ実効性の
ある施策や目標・指標などを盛り込みました。
イ 介護保険給付費の見込みや介護報酬改定の影響等を踏まえ、第７期計画期間
中の保険料（基準月額）を、6,200 円としました。
ウ 横浜型地域包括ケアシステムの構築に向けた区行動指針の概要を掲載しま
した。
（２）計画書の閲覧・販売
ア 計画書（全 215 頁）
冊子は６月上旬から市役所１階市民情報センター「刊行物サービスコー
ナー」で販売予定です。（価格未定）
イ 概要版（全 22 頁）
市民情報センター、区役所広報相談係などで配布しています。（無料）
※計画書・概要版は、ホームページからも閲覧・ダウンロードできます。
（３）問合せ先
健康福祉局高齢健康福祉課 担当：近藤、水野、菊池
電話６７１－３４１２／FAX６８１－７７８９
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６

平成３０年度「西区運営方針」について
〔お知らせ〕
（区政推進課）

（議題６の資料参照）

村上区政推進課長

西区の運営の基本的な考え方を示す「平成３０年度西区運営方針」を策定しました。
策定した運営方針については、西区ホームページで公表し、広報よこはま西区版６月
号でもお知らせします。
（１）基本目標
つながりを大切に 誰もがにこやかしあわせにくらせるまち 西区へ
（２）目標達成に向けた施策
ア 地域のつながりづくり
３年目を迎える「にこまちプラン」の推進を通じて、地域の皆さまと一緒に
考え、課題の解決に取り組む「協働による地域づくり」を進めます。地域の皆
さまが中心となる取組や課題解決の場づくりを支援するとともに、地域の特徴
に合わせ、「担い手づくり」や「居場所づくり」などの取組を応援します。
イ いきいきと健やかに暮らせるまちづくり
子どもから高齢者まで、誰もが自分らしく安心して暮らせる環境づくりとし
て、切れ目のない子育て支援、高齢者の暮らしを支える仕組みづくり、障害の
ある人への活動サポート、生活習慣病予防などの健康づくりに取り組みます。
ウ まちの回遊性向上とにぎわいづくり
大規模イベントの開催を見据え、横浜駅周辺やみなとみらい 21 地区の魅力を
さらに高めます。また、そのにぎわいを西区全体に広げていくため、商店街を
中心としたにぎわいづくりや地域資源を活用したまちの回遊性向上施策に取り
組みます。
エ 安全・安心なまちづくり
地域における自助・共助の取組を支援するとともに、災害時に迅速・的確な
活動を行うため、各種訓練の実施など地域の防災機能を強化します。また、地
域と連携した防犯・交通安全対策や、感染症・食中毒予防に力を入れて取り組
みます。
（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
【５月下旬に運営方針を自治会・町内会長宅あて送付します。】
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７

平成３０年住宅・土地統計調査の実施について
〔お知らせ〕
（市連会・政策局）

（議題７の資料参照）

永峯総務課長

１０月１日を調査期日として、住宅・土地統計調査を実施します。
本調査は、住生活関係諸施策の基礎資料を得ることを目的とした調査で、各世帯に
対する調査としては国勢調査に次いで大規模な調査です。正確かつ円滑な調査の実施
を確保していくため、調査の周知等に御協力をお願いいたします。
（１）調査対象について
平成２７年国勢調査調査区のうち約５分の１の調査区を対象とし、１調査区か
ら１７住戸を抽出して調査します。
西区内調査対象：３２９調査区、約５，６００世帯
（２）調査項目
ア 住宅の構造に関する事項（床面積、敷地面積、建築時期、家賃等）
イ 住宅に居住する世帯に関する事項（世帯員構成、入居時期、通勤時間等）
ウ 高齢者のための設備、省エネルギー設備に関する事項
エ 増改築及び改修工事に関する事項
オ 住居地以外の住宅及び土地に関する事項
カ 建物の構造に関する事項（階数、建て方、腐食破損の有無等） 等
※カについては調査員が目視等で調査します。
（３）調査の日程
次の日程で調査員が対象調査区にお伺いいたしますので、御協力お願いします。
ア

９月上旬から中旬
対象調査区内の巡回（調査地域の確認）
イ ９月中旬から１０月上旬まで
調査票の配布と回収
ウ １０月中旬頃
調査票未提出世帯への提出依頼
（４）問合せ先
総務課統計選挙係（４階５０番窓口）
電話３２０－８３１４／FAX３２２－９８４７
【５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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８

緊急時情報伝達システムの今後の運用について
〔お知らせ〕
（総務課）

（議題８の資料参照）

永峯総務課長

西区では、災害発生時の重要な情報を地域のみなさまに速やかにお伝えするため、
避難勧告などの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 29
年６月から３年間の予定で試行導入しています。本システムの今後の運用方法につい
て、以下のとおりお知らせします
（１）提供する情報
ア 気象に関する情報の発令／発表及び解除
特別警報（大雨、洪水、暴風、暴風雪、大雪、波浪、高潮）及び土砂災害警
戒情報
イ 避難に関する情報（河川、土砂）の発令／発表及び解除
避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示、避難所開設情報
ウ その他、特別にお知らせすべき緊急情報
（２）情報提供開始時期
６月１日
※６月１日以降に、
「１ 提供する情報」に該当する情報が発表／発令された場
合に、登録いただいている自治会・町内会長の皆様へ本システムによる情報発
信を行います。
（３）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
【５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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９

「東京 2020 大会」機運醸成等のための事業・活動の
全国認証制度について
〔お知らせ〕
（市連会・市民局）

（議題９の資料参照）

五月女地域振興課長

2020 年に、東京 2020 オリンピック・パラリンピックが開催されます。
大会の成功には、地域からの盛り上げが重要であり、オールジャパンで取り組む参
加型のプログラム「東京 2020 参画プログラム」及び「beyond2020 プログラム」が策
定されました。
つきましては、対象となるイベントについて、ぜひ申請いただくと共に大会全体の
盛り上げに御協力をお願いします。
（１）東京 2020 参画プログラム
ア 対象事業
地域の団体等が主体となって、オリンピック・パラリンピックを盛り上げて
いくイベント
イ 対象となる活動例
夏祭り、スポーツ大会、文化祭、環境美化活動など
ウ メリット
「東京 2020 応援プログラム」という用語、応援マークの使用、公式ウェブサ
イトへの掲載等
エ 問合せ先
市民局オリンピック・パラリンピック推進課
電話６７１－３６９０
（２）beyond2020 プログラム
ア 対象事業
日本の文化芸術の魅力を発信するイベント
イ 対象となる活動例
夏祭り、文化祭、作品展、音楽会などの文化芸術イベント
※障害者または外国人にとってのバリアを取り除く取組を含むもの
ウ メリット
「beyond2020 ロゴマーク」の使用、公式ウェブサイトへの掲載
エ 問合せ先
文化観光局文化プログラム推進課
電話６７１－３４０４
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［班回覧］
10 平成３０年度第１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 10 の資料参照）

武井事務局長

（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、
「たべもの」に困
っている人や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。
（３）日時・会場
御提供いただける「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
６月１日（金）～１５日（金） １０時００分～２０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）
ウ 配分期間
６月２１日（木）～２８日（木）
（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

【５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

情報誌「にしとも広場
ついて

mini」第７号の班回覧に
〔依 頼〕
（にしく市民活動支援センター）

（議題 11 の資料参照）
「にしとも広場

加世田センター長

mini」第７号について、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》

「にしとも広場

【５月下旬に「にしとも広場

12

mini」（Ａ４判両面）の班回覧
mini」を自治会・町内会長宅あて送付します。】

「西区民児協機関紙「水仙」第２１号」の班回覧に
ついて
〔依 頼〕
（西区民生委員児童委員協議会）

（議題 12 の資料参照）

菅野福祉保健課長

日頃から住民の相談に応じ必要な援助を行い、社会福祉の増進に努めている西区民
生委員児童委員協議会の機関紙「水仙」第２１号が発行されましたので、御案内しま
す。
（１）問合せ先
福祉保健課運営企画係（２階２７番窓口）
電話３２０－８４３６／FAX３２４－３７０３
《依

頼》

「水仙」（Ａ４判、８ページ）の班回覧

【５月下旬に「水仙」を自治会・町内会長宅あて送付します。】
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13

第６８回「社会を明るくする運動
チラシの班回覧について

西区推進大会」の
〔依 頼〕

（社会を明るくする運動西区推進大会実行委員会）

（議題 13 の資料参照）

菅野福祉保健課長

（１）日時
６月２４日（日）１０時００分～１３時３０分
（２）会場
西公会堂 講堂
（３）参加方法
当日、直接会場にお越しください。
（４）内容
ア 第１部（１０時００分～１１時００分）
推進大会
イ 第２部（１２時００分～１３時３０分）
「海さくら」社会貢献清掃活動コラボレーション（近辺の川沿いの清掃活動）
（５）主催
社会を明るくする運動西区推進大会実行委員会
（６）問合せ先
福祉保健課（２階２７番窓口）担当：本田、平野
電話３２０－８４３７／FAX３２４－３７０３
《依

頼》

チラシ（Ａ４判両面）の班回覧

【５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

にこまちスキップ・アップ講座の開催チラシの班回覧
について
〔依 頼〕
（福祉保健課）

（議題 14 の資料参照）

菅野福祉保健課長

にこまちスキップ・アップ講座を次のとおり開催いたします。
（１）講演タイトル・日時
講演タイトル
第

『我が事・丸ごと』『地域共生社

１

会』の実現に向けて

回

～今日から私にできること～

第

（仮）『みんな〝ごちゃまぜ″

２

の居心地のよさ』

回

～子どもも高齢者も障害者も～

第
３
回

日

時

７月９日（月）
10:00～12:00

講

師

原田 正樹 氏
（厚生労働省 地域力強化検討会座長）
（日本福祉大学 学長補佐）

９月６日（木） 雄谷 良成 氏
14:00～16:00

（社会福祉法人佛子園理事長）

（仮）〝あなたがいてよかった″
『共に歩んで・共に支え合う』

10 月 16 日（火） 大原 裕介 氏

～子どもも高齢者も障害者も

14:00～16:00

（社会福祉法人ゆうゆう理事長）

自分らしく暮らすには～

（２）会場
西区役所３階ＡＢ会議室
（３）定員
８０名
（４）申込みについて
ア 受付期間
６月１３日（水）から（定員になり次第受付終了）
イ 申込方法
電話、FAX 又はＥメールにてお申し込みください。また、申込時に「氏名」
「住所」「参加を希望される回」をお知らせください。
（５）申込先
福祉保健課（２階２７番窓口）担当：本田、小高、平野
電話３２０－８４３７／FAX３２４－３７０３
Ｅメール：ni-hukuho@city.yokohama.jp
《依

頼》

チラシ（Ａ４判両面）の班回覧

【５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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［ポスター掲出］
15 「平成３０年度防災講演会～今日からはじめよう
防災ご近所物語～」ポスター掲出について 〔依 頼〕
（福祉保健課）

（議題 15 の資料参照）

菅野福祉保健課長

地域には、災害時に高齢者や障害者など避難に支援が必要な方もいらっしゃいます。
そうした方々とも日頃から「顔の見える関係づくり」を行い、自助・共助の取組を進
め、避難行動を共にしていただくことで、一人でも多くの命を救っていくことが大切
だと考えています。
つきましては「その日」のために、今日できることについて、地域の皆さんと一緒
に考えるための講演会を開催しますので、御参加のほどよろしくお願いします。

（１）日時
７月４日（水）１８時００分～２０時００分
（２）会場
西区役所３階ＡＢ会議室
（３）定員
先着８０名
（４）テーマ
「今日からはじめよう 防災ご近所物語」
～“その日”に備えて、“今”始めよう～
（５）内容
ア 講演会
講師：瀬戸 元（せと はじめ）氏（元両石町内会会長 災害伝承語部）
イ 災害時要援護者支援事業の説明
（６）参加方法
７月２日（月）までに電話、FAX 又はＥメールにてお申し込みください。
提出ください。
（７）問合せ先
福祉保健課（２階２７番窓口）担当：中村、平野
電話３２０－８４３７／FAX３２４－３７０３
Ｅメール ni-hukuho@city.yokohama.jp
《依

頼》

ポスター（Ａ４判）の掲出

【５月下旬に依頼文（出席申込票を含む）及びポスターを自治会・町内会長宅あ
て送付します。】
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16

ひきこもり等の困難を抱える若者の専門相談窓口に
係るポスター掲出について
〔依 頼〕
（こども家庭支援課）

（議題 16 の資料参照）

柴田学校連携・こども担当課長

ひきこもり、不登校等の相談窓口について、平成３０年度はより御利用しやすいよ
う時間帯を午前中から午後に変更しました。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
横浜市内にお住まいの１５～３９歳の方とそのご家族
（２）相談場所
西区役所
（３）相談日
原則 第１・第３火曜日 １３時３０分～１６時３０分（１回５０分）
（４）相談対応
ユースプラザ相談員(社会福祉士等)がお受けします。
（５）予約受付
こども家庭支援課（２階２５番窓口）
電話３２０－８４７０／FAX３２２－９８７５
《依

頼》

ポスター（Ａ４判）の掲出

【５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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17

第４３回西区民まつりステージ出演者・「くらしの
広場」出店団体の公募に関する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 17 の資料参照）

五月女事務局長（地域振興課長）

第４３回西区民まつりのステージ出演及び「くらしの広場」出店について、参加団
体等を募集します。
（１）開催日時・会場
ア 開催日時
１１月４日（日）１０時００分～１４時３０分 ※小雨決行、荒天中止
イ 会場
戸部公園、西前小学校等
（２）公募内容
ア ステージ出演団体
対
象：加入者の半数以上が西区民（在住、在学、在勤）の団体等
イ 販売エリア「くらしの広場」出店団体
対
象：西区内で活動している非営利団体・店舗・企業及び企業の団体で
組織される商店街、同業者組合等
区画概要：テント１張り（3.6ｍ×2.7ｍ、机２卓、椅子３脚を含む）
電源利用可(要申請）、最大２区画まで
出 店 料：7,000 円／１区画（※ただし、企業等（企業の団体で組織され
る商店街等を含む）は 10,000 円／１区画）
（３）申込期間
６月４日（月）～１８日（月）（必着）
（４）問合せ先
地域振興課（４階４７番窓口）担当：森永
電話３２０－８３８６／F A X３２２－５０６３
《依

頼》

ポスター（Ａ４判）の掲出

【５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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［協力金の納入依頼］
18 「ふるさと西区推進委員会」協力金の納入について
〔依 頼〕
（ふるさと西区推進委員会）

五月女事務局長（地域振興課長）
「ふるさと西区推進委員会」では、「西区虫の音を聞く会」、「横浜かもんやま能」、
「西区キャンドルアート」の開催や「西区民まつり」への協賛、西区の史跡等の保存
支援事業を行っております。今年度につきましても、これらの事業を継続して実施し
ていくために、協力金の納入をお願いいたします。
（１）協力金
２，０００円（各自治会・町内会）
（２）納入期限
６月２２日（金）
（３）納入方法
地域振興課まで御持参いただくか、ゆうちょ銀行（郵便局）でお振込みくださ
い。
（４）問合せ先
地域振興課（４階４７番窓口）担当：相澤
電話３２０－８３８７／FAX３２２－５０６３
《依

頼》

協力金の納入

【５月下旬に依頼文を自治会・町内会長宅あて送付します。】

- 16 -

