
 

⻄区連合町内会･⾃治会連絡協議会 10 ⽉定例会 
 

平成 30 年 10 ⽉ 18 ⽇（⽊）13︓00  
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 

⻄区⾃治会・町内会⻑懇親会の開催について     ⻄岡会⻑（第２地区連合町内会⾃治会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ＜次回区連会定例会⽇程＞ 

（１）⽇時 11 ⽉ 19 ⽇（⽉）10︓30〜 

（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
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

緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練の実施について ③
神奈川県くらし安
全防災局、消防局

大野くらし安全防災局消防
課副課長

4 市連会
お知らせ・
報告

備蓄食料の有効活用について ④ 総務局 永峯総務課長

5 市連会
お知らせ・
報告

横浜市強靱化地域計画(素案)に対する市民意見募集の実
施について ⑤ 政策局 村上区政推進課長

6 局
お知らせ・
報告

連節バスを活用した「高度化バスシステム」について ⑥ 都市整備局 村上区政推進課長

7 市連会
お知らせ・
報告

「ヨコハマ３Ｒ夢プラン推進計画（2018～2021）」の策定につい
て ⑦ 資源循環局 髙橋資源化推進担当課長

8 市連会
お知らせ・
報告

西区における平成３０年度上半期燃やすごみ量実績につい
て ⑧ 資源循環局 髙橋資源化推進担当課長

9 市連会
班回覧
（１１月）

年末年始のごみと資源物の収集日程のチラシの班回覧につ
いて ⑨ 資源循環局 髙橋資源化推進担当課長

10 市連会 班回覧
住宅用火災警報器の抽選配付に関する資料の班回覧につ
いて ⑩ 消防局 西予防課長

11 関係機関 班回覧
Dance Dance Dance @ Nishiku 2018の開催チラシの班回覧に
ついて ⑪

西公会堂・西地区
センター他

五月女地域振興課長

12 局 班回覧
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
情報伝達訓練などに関するチラシの班回覧について ⑫ 総務局 永峯総務課長

13 区
参加依頼
ポスター掲出

「平成３０年度西区・保土ケ谷区人権啓発合同講演会」への
参加及びポスターの掲出について ⑬ 総務課 永峯総務課長

14 関係機関
参加依頼
ポスター掲出

「平成３１年西区新年賀詞交換会」への参加及びポスター掲
出について ⑭

西区新年賀詞交換
会実行委員会

永峯事務局長
（総務課長）

15 関係機関 推薦依頼
西区社会福祉協議会 地域福祉功労者表彰候補者の推薦に
ついて ⑮

西区社会福祉協議
会

武井事務局長

16 市連会 ポスター掲出 特定健康診査未受診者勧奨に伴うポスター掲出について ⑯ 健康福祉局 菊池保険年金課長

17 区 ポスター掲出
西区読書連携事業「ブック スタンプラリーin西区！」の開催に
関するポスター掲出について ⑰ 地域振興課 五月女地域振興課長

18 市連会 その他
平成３０年度横浜市自治会町内会長永年在職者表彰式につ
いて ⑱ 市民局 五月女地域振興課長

19 区 その他 平成３０年度西区自治会・町内会長感謝会について - 地域振興課 五月女地域振興課長

20 区 その他 第１回円卓会議について - 区政推進課 村上区政推進課長

区連会 その他 西区自治会・町内会長懇親会の開催について -
第２地区連合町内
会自治会会長

西岡会長

議題一覧

一括説明

一括説明

一括説明

一括説明
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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     

長谷川生活安全課長 

 

［自治会・町内会長へのお知らせ・報告］ 

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 緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練の実施について   

                    〔お知らせ〕 
（市連会・神奈川県くらし安全防災局、消防局） 

 

 （議題３の資料参照）     大野くらし安全防災局消防課副課長 

 

１１月３０日から１２月１日にかけて、みなとみらい２１地区に関東都県の消防機

関等が集まる合同訓練を実施しますので、御理解と御協力をお願いいたします。 

 

（１）訓練名称 

 緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練 

（２）緊急消防援助隊とは 

   平成７年阪神淡路大震災の教訓を踏まえ、大規模災害時において被災した都道

府県内の消防力では対応が困難な場合に、人命救助活動等を効果的かつ迅速に実

施するために創設された全国の消防機関による都道府県単位の援助体制です。 

（３）訓練実施日 

   １１月３０日（金）８時３０分から１２月１日（土）１２時００分まで 

（４）主催 

総務省消防庁及び緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練神奈川県実行委員会  

（５）訓練会場（西区） 

   みなとみらい２１地区 

（６）超高層建物救助訓練（横浜ランドマークタワー訓練）について 

  ア 訓練実施時間 

    １１月３０日（金）１２時３０分から１６時３０分まで 

  イ 実施場所 

    横浜ランドマークタワー６９階展望フロア 

  ウ 訓練参加部隊・車両・人員数（予定） 

    関東ブロック都道府県大隊１隊 車両台数：約２０台、人員：約８０人 

  エ 訓練内容 

    ６９階展望台に取り残された人を消防隊員が非常階段で救出する訓練 

（７）地下鉄多数傷病者救助訓練（みなとみらい線訓練）について 

  ア 訓練実施時間 

    １２月１日（土）０時００分から４時００分まで 

  イ 実施場所 

    みなとみらい線 みなとみらい駅～馬車道駅間 

  ウ 訓練参加部隊・車両・人員数（予定） 

    関東ブロック都道府県大隊１隊 車両台数：約２０台、人員：約８０人 

  エ 訓練内容 

    脱線した車両に負傷者が取り残されており、消防隊員が線路を歩いて救出す

る訓練 
（次ページに続く） 
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（８）みなとみらい２１地区を使用した訓練における遵守事項 

  ア 消防車両が通行する道路の安全確保を徹底します。 

  イ 周辺道路の渋滞に配慮し、消防車両を分散させて通行します。 

  ウ 赤色灯やサイレンの吹鳴は行わず、普通走行にて車両移動します。 

（９）その他 

  ア 会場の都合上、一般の方の見学場所は設けておりません。 

  イ 交通規制はありません。 

  ウ 気象警報の発令や国内で大きな災害が発生した場合、訓練が中止になる場合

があります。 

（１０）問合せ先 

緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練神奈川県実行委員会事務局 

    電話２１０－３５８５／FAX２１０－８８７６ 

 

  【１０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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４ 備蓄食料の有効活用について             

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

 

 （議題４の資料参照）               永峯総務課長 

 

家庭内備蓄等の自助・共助の取組を促進することを目的として、本市で備蓄してい

る食料の一部について、地域の皆様を中心に無償配布を行いますので、お知らせしま

す。 

 

（１）対象 

   横浜市内の法人・団体（自治会、町内会、ＮＰＯ、社会福祉法人、企業） 

（２）備蓄物資の概要 

配布物資 賞味期限 配布対象数 内容 １箱あたり 

水 平成３１年

３月３１日 

約５万缶 ３５０ml 缶 ２４缶 

保存用ビスケット 平成３１年 

２月２８日 

約５万食 ５枚入り ６０食 

（３）引き渡し期間・場所 

   期間：１１月２６日（月）～１１月３０日（金） 

      午前の部１０時～１２時・午後の部１４時～１６時 

      （申込期間：１１月６日（火）～１１月１９日（月）） 

   場所：南部方面備蓄庫（横浜市金沢区富岡東２－２－１０） 

（４）申込の流れ 

  ア 以下の配布条件を原則全て満たすことを確認してください。 

  （ア）転売しないこと 

  （イ）水は１０箱以上、保存用ビスケットは４箱以上で申し込むこと 

  （ウ）自ら引渡場所に受け取りに来ること 

  （エ）賞味期限内に食べ（飲み）きり、賞味期限を過ぎたものは適切に処分する

こと 

  イ 申込書の提出 

    申込書に必要事項を記入し、危機管理課へ電子メール又は郵送で提出 

    （申込書は本市ホームページからもダウンロードできます。） 

（４）問合せ先 

   総務局危機管理室危機管理課 

   電話６７１－２０１１／FAX６４１－１６７７ 

 

  【１０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 横浜市強靱化地域計画(素案)に対する市民意見募集  

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

 

 （議題５の資料参照）             村上区政推進課長 

 

様々な自然災害が発生しようとも最悪な事態に陥ることが避けられるよう「強さ」

と「しなやかさ」を持った安全・安心な社会を平時から作り上げていくため、平成 

２５年に策定された「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資

する国土強靱化基本法」に基づき、市域における国土強靱化に関する取組の方向性を

示すものとして、「横浜市強靱化地域計画（素案）」をとりまとめました。 

つきましては、計画(素案)について、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１２日（金）～１１月２６日（月） 

（２）意見の提出方法 

   リーフレットのハガキの郵送、ＦＡＸ、電子メール、本市ホームページ（投稿

フォーム）、政策局政策課へ持参 

（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 

   電話６７１－３１２６／FAX６６３－４６１３ 

 

  【１０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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６ 連節バスを活用した「高度化バスシステム」について   

                    〔お知らせ〕 

（都市整備局） 
 

 （議題６の資料参照）             村上区政推進課長 

 

 都心臨海部全体の回遊性向上等を目的に、連節バスを活用した「高度化バスシステ

ム」を導入することとし、検討を進めてきましたので、その内容についてお知らせし

ます。 

 

（１）平成３２年時点での導入ルート 

   横浜駅東口を起点とし、水際線沿いを中心に来街者が利用する主要な施設を結

び山下ふ頭を終点とするルートとします。  

停留所の詳細な位置等については、今後関係者との調整を進めて確定します。  

 なお、導入時には、同エリアを運行する既存バス路線を再編し、最適なバスネ

ットワークを構築します。 

（２）運行時間帯・運行本数 

  ア 運行時間帯 

概ね１０時台から１９時台まで 

  イ 運行頻度 

平成３２年の導入時には連節バス４台で１時間あたり２～３本とし、導入後

の利用状況やまちづくりの状況を踏まえ、見直しをしていきます。また、繁忙

期・多客時は一般車を組み合わせたダイヤとするなど、利便性の確保を検討し

ます。 

（３）名称 

   「ＢＡＹＳＩＤＥ ＢＬＵＥ（ベイサイドブルー）」 

（４）事業スケジュール 

   平成３０年度に車両調達や詳細設計等を行い、平成３１年度は整備工事等を実

施し、平成３２年６月頃に運行を開始する予定です。また、運行開始に向けて周

知・ＰＲを図ります。 

（５）問合せ先 

   都市整備局都市交通課 

 電話６７１－２０２１ 
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７ 「ヨコハマ３Ｒ夢
ス リ ム

プラン推進計画（2018～2021）」の    

 策定について             〔お知らせ〕 

（市連会・資源循環局） 
 

 （議題７の資料参照）          髙橋資源化推進担当課長 

 

 横浜市では、ヨコハマ３Ｒ夢プラン（2010～2025）に基づき、ごみのリデュース・

リユース・リサイクル（３Ｒ）や適正処理の取組を進めています。 

このたび、2018 年度から 2021 年度までに取り組む具体的な施策を示した「ヨコハ

マ３Ｒ夢プラン推進計画（2018～2021）」を策定しましたので、お知らせします。 

 

（１）推進計画期間 

2018 年度から 2021 年度 

（２）計画の概要 

  ア 考え方 

    市民・事業者の皆様による自主的で自分らしい３Ｒ行動を大切にしながら、

「横浜らしい循環型社会」に向けて、全ての取組を進めます。 

  イ 施策体系 

(ア) ５つの「つながる」プロジェクト 

(イ) ９つの推進政策 

（３）目標 

  ア 基本目標 

   (ア) ごみと資源の総量を３％以上削減 

(イ) ごみ処理に伴い排出される温室効果ガスを 25％以上削減 

  イ 戦略目標 

(ア) 食品ロス発生量（家庭系）を 20％以上削減 

(イ) 焼却工場での創エネ・省エネによる電力効率化で送電電力量５％以上増     

加 

（４）計画冊子・概要版パンフレット閲覧場所 

  ア １０月１２日から 

本市ホームページ 

  イ １１月上旬から 

    区役所地域振興課資源化推進担当、区役所区政推進課広報相談係、市民情報

センター、資源循環局政策調整課 

 

（５）問合せ先 

資源循環局政策調整課 担当：亀若、毛受 

電話６７１－２５０３／FAX６４１－１８０７ 

 

【１０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 西区における平成３０年度上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８の資料参照）          髙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。 

西区における上半期（４～９月）の燃やすごみの原単位は、おかげさまで平成２９

年度上半期よりも１３グラム減少し 372 グラムでした。また、平成２１年度の同時期

に比べ１６％減少しました。 

御協力いただきまして誠にありがとうございました。 

下半期（１０～３月）以降につきましても、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）  

                         【原単位：ｇ／人・日】 

 

 ２９年度実績 ３０年度実績 
差 

（％） 

上半期 重 量 7,029ｔ 6,913ｔ 
△116ｔ 

（△1.7％） 

（４～９月） 原単位 385ｇ 372ｇ 
△13ｇ 

（△3.4％） 

※原単位：一日一人当たりの排出量。平成３０年度目標は 380ｇ／人・日。 

 

（２）問合せ先 

   地域振興課（４階４７番窓口）担当：鈴木 

   電話３２０－８３８８／FAX３２２－５０６３ 
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［班回覧］ 

９ 年末年始のごみと資源物の収集日程のチラシの班回    

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

 

 （議題９の資料参照）          髙橋資源化推進担当課長 

 

（１）年末年始のごみと資源物の収集日程 

   １２月３０日（日）から１月３日（木）まで、ごみと資源物の収集を、お休み

させていただきます。 

（２）「燃やすごみ」の収集日について 

  ア 「月・金曜日」が収集日の地域：通常の曜日どおり収集します。 

    年末：１２月２８日（金）まで  年始：１月４日（金）から 

  イ 「火・土曜日」が収集日の地域：通常の曜日どおり収集します。 

    年末：１２月２９日（土）まで  年始：１月５日（土）から 

（３）「資源物」については、年末は１２月２９日（土）まで、年始は１月４日（金） 

  から通常の曜日どおり収集します。 

（４）粗大ごみの受付 

   年末は１２月２９日（土）まで、年始は１月４日（金）から行います。 

   インターネット受付については１２月２９日正午から１月３日にお申込みされ

た方への返信（収集日等のお知らせ）は１月４日以降になります。 

   ※１２月の申込は特に混み合い、年内の収集にお伺いできない場合があります。 

（５）問合せ先 

  ア 収集日程に関するお問合せ 

    資源循環局業務課計画係 電話６７１－２５３３ 

  イ 広報に関するお問合せ 

    資源循環局業務課運営係 電話６７１－３８１５ 

 

  《依 頼》 チラシ（Ａ４判両面）の班回覧 

 

  【１１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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10 住宅用火災警報器の抽選配付に関する資料の班回覧  

 について              〔依 頼〕   
（市連会・消防局） 

 

 （議題 10 の資料参照）               西予防課長 

 

消防局では秋の火災予防運動期間（１１月９日～１１月１５日）を住宅用火災警報

器の点検強化キャンペーン期間としており、この一環として高齢者世帯に住宅用火災

警報器を抽選で配付いたします。 

班回覧にて周知をお願いします。 

 

（１） 配付品及び配付数 

    連動型住宅用火災警報器 360 組（親機と子機の２個１組） 

（２） 応募対象世帯 

  ア ６５歳以上のひとり暮らし世帯 

  イ ７５歳以上のみの世帯 

   ※上記年齢は平成３０年１１月１日現在とします。 

（３）申込方法 

   往復はがきに必要事項を記入の上、１１月１日（木）から１１月３０日（金）

（１１月３０日消印有効）までに消防局予防課あてご応募ください。 

（４）抽選結果の発表 

   抽選の結果は、平成３１年１月中に返信はがきにて応募された方全員にお知ら

せします。 

（５）配付方法 

   当選された方へは、西消防署で住宅用火災警報器を配付しますので、２月２８

日（木）（土日祝を除く）までにお受け取りをお願いします。 

（６）問合せ先 

   西消防署 予防課予防係 電話３１３－０１１９ 

 

  《依 頼》 資料（Ａ４判３ページ）の班回覧 
 

  【１０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 Dance Dance Dance @ Nishiku 2018 の開催チラシの  

 班回覧について             〔依 頼〕 

    （西公会堂・西地区センター、藤棚地区センター、戸部コミュニティハウス） 
 

 （議題 11 の資料参照）           五月女地域振興課長 

 

 

 Dance Dance Dance @ Nishiku 2018 は、西公会堂・西地区センター、藤棚地区セン

ター、戸部コミュニティハウスの３施設が、横浜市の Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 

2018 にちなんで、西区も独自の企画で盛り上げようと開催するダンスフェスティバル

です。 

 今回は、洋舞を中心とし活動している団体が、西公会堂に集まり発表をします。 

 

（１）日時 
   １２月２日（日）１１時００分～１７時００分（予定） 

（２）場所 

   西公会堂 

（３）申込 

   申込不要、入場無料 

（４）問合せ先 

   西地区センター 電話３１４－７７３４ 

   藤棚地区センター 電話２５３－０３８８ 

   戸部コミュニティハウス 電話２３１－９８６５ 

 

 《依 頼》 チラシ（Ａ４判片面）の班回覧 

 

  【１０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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12 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などに関するチラシの班回覧に    
 ついて                 〔依 頼〕 

（総務局） 

 
 （議題 12 の資料参照）          永峯総務課長 

 

 総務省消防庁等が地震・津波などの災害時等に備え、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、本市による津波警報伝達システムの試験放送を行います。 

班回覧にて周知をお願いします。 

 

（１）日時（予定） 

  ア 全国一斉情報伝達訓練放送 

    １１月２１日（水） １１時００分頃 

  イ 津波警報伝達システム試験放送（横浜市のみ） 

１１月２１日（水） １１時１０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 

（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、Yahoo!防災速報及び tvk データ放送 

（４）問合せ先 

   総務局危機管理室情報技術課 

   電話６７１－４１４１ 

 

  《依 頼》 チラシ（Ａ４判両面）の班回覧 

 

  【１０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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［参加依頼及びポスター掲出］ 
13 「平成３０年度西区・保土ケ谷区人権啓発合同講演会」  
 への参加及びポスターの掲出について   〔依 頼〕 

（総務課） 

 

 （議題 13 の資料参照）               永峯総務課長 

 
 西区では、区民および職員の人権意識を啓発するため、人権啓発講演会を開催して

います。平成３０年度は、以下のとおり開催しますので、自治会・町内会からの積極

的な御参加及びポスターの掲出をお願いします。 

 
（１）開催日時 

   １２月１３日（木）１５時００分～１６時４５分 

（２）場所 

   保土ケ谷公会堂（保土ケ谷区星川１－２－１） 

（３）内容 

   演題：「大人の知らない子どもの素顔 ネット・スマホの世界」 

   講師：石川 結貴 氏（作家・ジャーナリスト） 

（４）申込方法 

   予約不要・当日会場で受付、入場無料 

（５）問合せ先 

   西区総務課庶務係（４階５１番窓口）担当：住吉 

   電話３２０－８３０８／F A X３２２－９８４７ 

 

  《依 頼》 講演会への参加及びポスター（Ａ４判）の掲出 

 

  【１０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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14 「平成３１年西区新年賀詞交換会」への参加及びポス  

 ター掲出について            〔依 頼〕    
（西区新年賀詞交換会実行委員会） 

 

 （議題 14 の資料参照）          永峯事務局長（総務課長） 

 

 平成３１年１月７日（月）に、ホテル横浜キャメロットジャパンにて、西区新年賀

詞交換会を開催します。 

 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）開催日時 

   平成３１年１月７日（月）１５時３０分から１７時００分まで 

（２）場所 

   ホテル横浜キャメロットジャパン（西区北幸１－１１－３） 

（３）主催 

   西区新年賀詞交換会実行委員会 

（４）会費 

   ３，６００円 

   ※会費は、所定用紙での振込み、又は区役所４階 51 番窓口まで御持参願います。 

（５）申込期間 

   １１月１日（木）から１１月３０日（金）まで 

（６）申込先 

   総務課庶務係（４階５１番窓口） 

   電話３２０－８３０８／FAX３２２－９８４７ 

（７）その他 

   広報よこはま西区版（１１月号）でお知らせします。 

   ※西区消防出初式 

    ・開催日時：平成３１年１月７日（月）１２時３０分受付開始 

    ・場  所：西公会堂 

    ・内  容：西消防署創設１００周年記念講演、等 

 

  《依 頼》ア 各自治会・町内会におかれましては、是非御参加をお願いします。 

       イ ポスター（Ａ４判）の掲出 

 

  【１０月下旬に申込書（賀詞交換会）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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［推薦依頼］ 

15 西区社会福祉協議会 地域福祉功労者表彰候補者の推 

 薦について                  〔依 頼〕 
（西区社会福祉協議会） 

 

 （議題 15 の資料参照）             武井事務局長 

  

本年も西区社会福祉協議会社会福祉功労者表彰要綱に基づき、社会福祉功労者表彰

式を平成３１年２月２２日(金)に実施することになりました。 

つきましては、同表彰候補者の御推薦をお願いします。 

 

（１）推薦対象 

   地域の福祉活動に対し、原則として３年以上、その功労が顕著な個人・団体。

当該年度を除く過去３年間に表彰を受けたものは除く。 

（２）提出先および提出方法 

   提出先：横浜市西区社会福祉協議会 下記担当あて 

       〒220-0011 西区高島２－７－１ ファーストプレイス横浜３階 

   提出方法：推薦書原本を郵送にてお送りください。 

（３）推薦締切   

   １１月１６日（金） 

（４）参考 

   第３７回西区社会福祉功労者表彰式 

   日時：平成３１年２月２２日（金）午後予定 

   場所：崎陽軒本館６Ｆ 会議室 

（５）問合せ先 

   西区社会福祉協議会 担当：竹上・土居 

   電話４５０－５００５／FAX４５１－３１３１ 

 

  《依 頼》 西区社会福祉協議会 地域福祉功労者表彰候補者の推薦 

 

  【推薦書類を地区連会長あて郵送します。】 
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［ポスター掲出］ 

16 特定健康診査未受診者勧奨に伴うポスター掲出につ    

 いて                  〔依 頼〕 
（市連会・健康福祉局） 

 

 （議題 16 の資料参照）             菊池保険年金課長 

 

 横浜市国民健康保険では、法令に基づき国民健康保険被保険者の「健康増進」、「健

康寿命の延伸」、「医療費の適正化」、「医療費の削減」を図るため、平成２０年度から

特定健康診査（以下「特定健診」という。）を実施しておりますが、本市の受診率は、

２０％台前半と、低迷が続いております。 

つきましては、多くの区民の皆様に受診いただくため、各自治会・町内会において、

特定健診の未受診者勧奨用のポスター掲出をお願いします。 

 

（１）検診の目的 

   メタボリックシンドロームに着目し、生活習慣病の危険因子の保有状態を的確

にみつけること 

（２）対象者 

   横浜市国民健康保険にご加入の４０歳～７４歳の方 

   ※横浜市国民健康保険以外の健康保険等に加入している方は、加入している健

康保険にお問い合わせください。 

（３）費用 

   無料 

（４）実施期間 

   平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 

（５）受診機関 

   市内医療機関 約 1,150 機関 

（６）問合せ先 

   横浜市けんしん専用ダイヤル 

電話：６６４－２６０６ FAX：６６４－２８２８ 

 

  《依 頼》 ポスター（Ａ４判）の掲出 

 

  【１０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 西区読書連携事業「ブック スタンプラリーin 西区  

 ！」の開催に関するポスター掲出について 〔依 頼〕 

                                （地域振興課） 
 

 （議題 17 の資料参照）           五月女地域振興課長 

 

 西区読書連携事業「ブック スタンプラリーin 西区！」を開催します。 

つきましては、広く区民の皆様に周知させていただくため、各自治会・町内会にお

いて、ポスターの掲出をお願いします。 

 

（１）開催期間 
   １１月２３日（金）～１２月２４日（月） 

   景品応募は１２月２８日（金）まで受付 

（２）実施施設 

   区内読書関連施設 １６施設 

   中央図書館、神奈川県立図書館、横浜市移動図書館「はまかぜ号」、にしく市民

利用活動支援センター、南浅間保育園、境之谷公園ログハウス、地区センター（西、

藤棚）、コミュニティハウス（西前、稲荷台、軽井沢、浅間）、ケアプラザ（藤棚、

戸部本町、宮崎、浅間台） 

（３）参加賞、景品 

  ア 参加賞（スタンプ２個で獲得） 

    にしまろちゃん木製クリップ、「はまかぜ号」クラフトペーパーなど 

  イ 景品 ５種類（スタンプ４個で応募可能） 

    ぬりえ絵本、クラフトブック、図書館員おすすめ絵本など 

（４）問合せ先 

   地域振興課（４階４８番窓口）担当：澁谷・石上・小野 

   電話３２０－８３９３／FAX３２２－５０６３ 

 

  《依 頼》 ポスター（Ａ４判）の掲出 

 

  【１０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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［その他］ 

18 平成３０年度横浜市自治会町内会長永年在職者表彰  
 式について                     

（市連会・市民局） 

 

 （議題 18 の資料参照）        五月女地域振興課長 

 

 次のとおり実施しますので、お知らせいたします。 

 

（１）日時 

   平成３１年２月１５日（金）１４時３０分～１６時１５分（予定） 

（２）会場 

   市長公舎（西区老松町２） 

（３）問合せ先 

   地域振興課（４階４７番窓口）担当：野村、森永 

   電話３２０－８３８９／FAX３２２－５０６３ 

 

  【１２月上旬を目安に御案内を市民局から参加対象者あてに郵送します。】 

 

19 平成３０年度西区自治会・町内会長感謝会について    

                           
（地域振興課） 

 

五月女地域振興課長 

 

次のとおり実施します。御出席につきましてよろしくお願いします。 

 

（１）日時 

   平成３１年３月６日（水）１６時００分～１７時３０分 

（２）会場 

   崎陽軒４階 宴会場（ダイナスティー） 

（３）問合せ先 

   地域振興課（４階４７番窓口）担当：野村、森永 

   電話３２０－８３８９／FAX３２２－５０６３ 

 

  【１月上旬を目安に御案内を地域振興課から参加対象者あてに郵送します。】 
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20 第１回円卓会議について                

                     〔その他〕 
（区政推進課） 

 

                       村上区政推進課長 

 

 地域の方々が区の運営に参画する仕組みのひとつである円卓会議について、より多

くの方からご意見をうかがい区の運営に反映させていくことを目的として、開催いた

します。 

 

（１）円卓会議のメンバー 

  ア 西区連合町内会・自治会連絡協議会 

  イ 各地区連合町内会・自治会から地区連の状況に応じて１名 

  ウ 関係機関 

    戸部警察署長、西消防署長、西区社会福祉協議会事務局長、西区小学校長会 

長、西区中学校長会長 

  エ 団体 

    円卓会議のテーマ等により、必要に応じて参加を要請 

（２）開催回数、開催時期 

   年２回（６月、２月） 

   ※ただし、西区連合町内会・自治会連絡協議会と協議のうえ、開催回数や時期

については柔軟に対応。 

（３）第１回円卓会議（予定） 

  ア 開催日時 

    平成３１年２月１８日（月） 区連会終了後 

  イ 議題 

  （ア）平成 31 年度西区予算案の説明、各地区の課題・要望への対応状況の説明 

（イ）次回以降の円卓会議の進め方 

（４）問合せ先 

   区政推進課地域力推進担当（４階４９番窓口） 

   電話３２０－８３１９／FAX３２２－９８４７ 
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２ その他 

 

 西区自治会・町内会長懇親会の開催について       

                           
（第２地区連合町内会自治会会長）    

 

                            西岡会長 

 

（１）開催日時 

   １１月２７日（火）１８時００分～（受付：１７時３０分～） 

（２）場所 

   ホテル横浜キャメロットジャパン ５階ジュビリーⅡ 

（３）会費 

   ７，０００円 

（４）通知 

   １０月２５日頃に各自治会・町内会長あて郵送いたします。 
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