
 

⻄区連合町内会･⾃治会連絡協議会 11 ⽉定例会 
 

平成 30 年 11 ⽉ 19 ⽇（⽉）10︓30  
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 １⽉ 18 ⽇（⾦）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
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

「横浜市自転車活用推進計画（素案）」に係る市民意見募集
の実施について ③ 道路局

吉田交通安全・自転車政策
課担当係長

4 区
お知らせ・
報告

平成30年度西区地域防災拠点運営委員向け研修会の開催
について ④ 総務課 永峯総務課長

5 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 五月女地域振興課長

6 関係機関
お知らせ・
報告

平成30年度ふれあい会の研修会について ⑥
西区社会福祉協議
会

武井事務局長

7 関係機関 班回覧
平成30年度第３回フードドライブ運動の開催チラシの班回覧
について ⑦

西区社会福祉協議
会

武井事務局長

8 関係機関 班回覧 「平成31年西区消防出初式」チラシの班回覧について ⑧ 西消防署 瀬上庶務課長

9 区 班回覧 「西区３Ｒ夢ニュース」の班回覧について ⑨ 地域振興課 髙橋資源化推進担当課長

10 関係機関 班回覧
神奈川県主催　平成30年度防犯指導者養成セミナー「みん
なで考えよう！これからの地域の安全と安心！」の開催チラ
シの班回覧について

⑩
神奈川県くらし安
全交通課・地域振
興課

五月女地域振興課長

11 区 班回覧
介護予防普及啓発事業講演会「女性の健康応援講座～尿も
れが心配なあなたへ～」の開催チラシの班回覧について ⑪ 高齢・障害支援課 山田高齢・障害支援課長

12 区 ポスター掲出 西区ふれあい作品展のポスター掲出について ⑫ 高齢・障害支援課 山田高齢・障害支援課長

13 関係機関 ポスター掲出
「みんなが主役のまちづくり」フォーラム　みんな違っていい！
みんな違って当たり前！みんなで感じてみよう！～地域生活
編～のポスター掲出について

⑬ チームにしまる 阿部ガッツ・びーと西所長

14 関係機関 ポスター掲出 「西区キャンドルアート2018」のＰＲポスター掲出について ⑭
ふるさと西区推進
委員会

五月女事務局長
（地域振興課長）

15 関係機関 推薦依頼
平成30年度西区交通安全功労者表彰候補者の推薦につい
て ⑮

西区交通安全対策
協議会

五月女事務局長
（地域振興課長）

16 市連会
推薦依頼及び
その他依頼

「第32期横浜市スポーツ推進委員」の推薦及び「西区スポー
ツ推進委員連絡協議会全体会」の開催について ⑯

市民局・西区ス
ポーツ推進委員連
絡協議会

五月女地域振興課長

17 区
発表依頼及び
参加依頼

平成30年度「にこまちフォーラム」の開催について ⑰ 福祉保健課 菅野福祉保健課長

18 市連会 推薦依頼 保健活動推進員の推薦について ⑱ 健康福祉局 菅野福祉保健課長

19 市連会 推薦依頼 平成31・32年度横浜市環境事業推進委員の推薦について ⑲ 資源循環局 髙橋西事務所長

20 関係機関
班回覧及びポ
スター掲出

「確定申告だより」の班回覧及びポスター掲出について ⑳
横浜中税務署・西
区税務課

深瀧連絡調整官
湯川税務課長

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 「横浜市自転車活用推進計画（素案）」に係る市民意 

 見募集の実施について         〔お知らせ〕 
（市連会・道路局） 

 

 （議題３の資料参照）    吉田交通安全・自転車政策課担当係長 

 

横浜市では、「横浜市自転車総合計画」をもとに、「横浜市自転車活用推進計画」を

策定する予定です。 

つきましては、計画の策定にあたり、幅広く市民の皆様のご意見を伺うため、市民

意見募集を実施します。 

 

（１）意見募集期間 

   12 月 21 日（金）～平成 31 年１月 21 日（月） 

（２）意見募集リーフレットの配布場所 

区役所、横浜市市民情報センター、各区ＰＲボックス等で配布 

   ※計画（素案）の冊子は、各区役所広報相談係、横浜市市民情報センター、横

浜市道路局交通安全・自転車政策課及び本市ホームページで閲覧できます。 

（３）意見の提出方法 

ハガキの郵送、Ｅメールまたは FAX、道路局交通安全・自転車政策課へ持参 

（４）問合せ先 

   道路局交通安全・自転車政策課 

   電話 671-3644／FAX 663-6868 

 

  【11 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 平成 30 年度西区地域防災拠点運営委員向け研修会の  

 開催について             〔お知らせ〕 
（総務課） 

 

 （議題４の資料参照）               永峯総務課長 

 
 西区地域防災拠点の運営委員の皆様を対象とした研修会を開催します。今回の研修

会ではワークショップを取り入れ、より実践的・発展的に拠点運営について学ぶこと

ができます。 

地域防災拠点運営委員の皆様におかれましては、御多忙中恐縮ですが、御出席くだ

さいますようお願いいたします。 

 

 

（１）日時 

   12 月７日（金）15 時 00 分～17 時 00 分 

（２）場所 

   西区役所３階ＡＢ会議室 

（３）講師・内容 

   講師：浅野 幸子 氏（減災と男女共同参画 研修推進センター共同代表） 

   内容：拠点開設・運営に関する図上訓練形式のワークショップ 

      （拠点ごとにグループに分かれ、グループ内で議論等を行います。） 

（４）出席者の回答 

   各地域防災拠点運営委員会会長の皆様は、参加される委員の方（５名程度）を、

別途送付する連絡票で下記担当へ平成 30 年 12 月４日（火）までに御報告くださ

いますようお願いします。 

（５）問合せ先 

   西区総務課庶務係（４階 51 番窓口）担当：三橋、岩下 

   電話 320-8310／FAX 322-9847 

 

 【11 月下旬に依頼文（連絡票を含む）を各地域防災拠点運営委員会会長宅あて送付

します。】 
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５ 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） 

 

       五月女地域振興課長 

 

区民利用施設等の工事について、今後の予定を御報告いたします。 

 工事期間中は、部屋の利用休止など、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。 

 なお、31 年度実施予定の工事は、工事実施の有無及び工事期間が変更となる可能性

がございます。 

 

【30 年度】 

（１）藤棚地区センター 

   非常用放送設備の工事を行います。工事は、12 月以降の休館日に行います。 

（２）野毛山荘 

   事務室、通所介護エリア、厨房のパッケージ型空調機の工事を行います。工事

は、２月を予定しています。 

【31 年度】 

（１）西公会堂・西地区センター 

   吸収冷温水機等更新工事を行うため、期間中、空調機が使用できなくなる予定

です。 

  ※ 吸収冷温水機等更新工事期間 

    平成 31 年 10 月～12 月予定 

（２）藤棚地区センター 

   体育室の特定天井脱落防止工事及び LED 化工事を行う予定です。現在、工事設

計を行っています。休館期間など詳細が決まりましたらまたお知らせします。 

（３）西スポーツセンター 

   メインアリーナの特定天井脱落防止工事を行う予定です。併せて、空調機を新

設し、照明の LED 化を行います。期間中は、メインアリーナの利用を休止します。 

  ※ 工事期間 

    平成 31 年７月～平成 32 年１月予定 

（４）野毛山荘 

   エレベーター更新工事を行う予定です。期間中は、エレベーターが使用できな

くなり御迷惑をおかけします。 

  ※ 工事期間 

    平成 31 年７月～10 月予定 

 

問合せ先 

  地域振興課（４階 48 番窓口）担当：津田、石上、丹羽 

電話 320-8393／ FAX 322-5063 
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６ 平成 30 年度ふれあい会の研修会について       

                    〔お知らせ〕 

（西区社会福祉協議会） 
 

 （議題６の資料参照）               武井事務局長 

 

 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。 

今回は、ふれあい会の活動を多くの方に知ってもらうため、第２地区と第４地区の

ふれあい会の事例発表を行います。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 

   平成 31 年１月 25 日（金）14 時 00 分～16 時 00 分 

（２）会場 

   西公会堂１号会議室 

（３）内容 

  ア ふれあい会について 

  イ 事例発表 

  （ア）第２地区（西区役所周辺エリア） 

  （イ）第４地区（野毛山動物園周辺エリア） 

  ウ まとめ 

（４）定員 

   先着 100 名 

（５）申込方法 

   チラシの裏面の申込用紙を FAX または郵送、電話にて西区社会福祉協議会まで

ご連絡ください。 

（６）申込先 

   西区社会福祉協議会 

   電話 450-5005／FAX 451-3131 

 

 【11 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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［班回覧］ 

７ 平成 30 年度第３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７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、いろいろ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」かつ「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 

    12 月３日（月）～17 日（月） 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 

    12 月 20 日（木）～26 日（水） 

（４）問合せ先 

   西区社会福祉協議会 

   電話 450-5005／FAX 451-3131 

 

  《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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８ 「平成 31 年西区消防出初式」チラシの班回覧に   

 ついて                 〔依 頼〕 
（西消防署） 

 

 （議題８の資料参照）               瀬上庶務課長 

 

（１）開催日時 

   平成 31 年１月７日（月）13 時 00 分～15 時 00 分（受付開始：12 時 30 分） 

（２）場所 

   西公会堂（西区岡野１－６－41） 

（３）実施内容 

西消防団活動紹介、表彰、横浜消防音楽隊演奏 

西消防署創設 100 周年記念講演 

（４）問合わせ先 

   西消防署庶務課 電話 313-0119 

 

  《依 頼》 チラシ（Ａ４判片面）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。】 

 

９ 「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９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。 

今回は、西区の３Ｒ夢の取組み及び食品ロスを出さないローリングストックを紹介

します。 

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：鈴木 

   電話 320-8388／FAX 322-5063 

 

  《依 頼》 「西区３Ｒ夢ニュース」（Ａ４判両面）の班回覧 

 

  【11 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。】 
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10 神奈川県主催 平成 30 年度防犯指導者養成セミナー  

 「みんなで考えよう！これからの地域の安全と安心！」  

 の開催チラシの班回覧について      〔依 頼〕 
（神奈川県くらし安全交通課・地域振興課） 

 

 （議題 10 の資料参照）           五月女地域振興課長 

 

 神奈川県が、毎年、防犯ボランティア活動に取り組んでいる人材のスキル向上、防

犯活動の核となる人材の育成を目的に行っている標記セミナーが、今年度西公会堂で

行われるため、開催をお知らせします。 

 

（１）日時 

   平成 31 年１月 17 日（木）13 時 30 分～16 時 00 分 

（２）場所 

   西公会堂１号会議室（西区岡野１－６－41） 

（３）内容 

   「誰もが参加しやすい防犯活動とは？」「地域のつながりを生みだすには？」等

をテーマに、講義や参加者相互の情報・意見交換を行います。 

（４）講師 

   武田 信彦 氏（うさぎママのパトロール教室主宰、安全インストラクター） 

（５）対象 

   防犯ボランティア活動に取り組んでいる方 

（６）定員 

   先着 40 名 

（７）申込方法 

   FAX、郵送、電子申請にてお申し込みください。 

  ア 申込締切 

    １月９日（水） 

  イ 申込先 

    神奈川県くらし安全交通課 担当：大山 

    電話 210-3520／FAX 210-8953 

        ホームページ 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/f5g/seminor/h30/index.html 

 

  《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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11 介護予防普及啓発事業講演会「女性の健康応援講座～ 

 尿もれが心配なあなたへ～」の開催チラシの班回覧に  

 ついて                 〔依 頼〕 

                             （高齢・障害支援課） 
 

 （議題 11 の資料参照）          山田高齢・障害支援課長 

 

 多くの女性の困りごとである「尿もれ」について、研究や予防対策の講演会を全国

各地で行っている講師から、今からできる尿もれ予防対策についてお話しいただく講

演会を開催します。 

 

（１）日時 
   平成 31 年１月 17 日（木）14 時 00 分～16 時 00 分（受付 13 時 30 分～） 

（２）場所 

   西区役所３階ＡＢ会議室 

（３）講師 

   中田 晴美 氏（東京女子医科大学看護学部准教授） 

（４）対象 

   概ね 65 歳以上の女性 

（５）定員 

   先着 50 名（西区民優先、参加費無料） 

（６）申込方法 

   区役所窓口または電話、FAX にてお申し込みください。 

  ア 申込期間 

    12 月 10 日（月）から 

  イ 申込先 

    高齢・障害支援課（２階 23 番窓口） 

    電話 320-8410、FAX 290-3422 

 

  《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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［ポスター掲出］ 

12 西区ふれあい作品展のポスター掲出について     

                     〔依 頼〕    

                             （高齢・障害支援課） 
 

 （議題 12 の資料参照）         山田高齢・障害支援課長 

 

 西区域の中学校個別支援級在籍生徒の作品や、障害関係事業所を利用している方の

作品及び事業所製品を展示する「西区ふれあい作品展」を開催します。 

つきましては、作品展の実施を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）実施内容 

   日時及び会場 

  ア 12 月 11 日（火）～13 日（木） 

     場所：西区役所１階区民ホール及び１ＡＢ会議室 

     時間：10 時 00 分～17 時 00 分（最終日は 15 時 00 分まで） 

       ※中学生の作品展示は区役所のみ 

  イ 12 月 15 日（土）～17 日（月） 

     場所：地域活動支援センター「cafe あにみ」（みなとみらい グランモー

ル公園クロスパティオ内） 

     時間：11 時 00 分～17 時 00 分 

（２）問合せ先 

   高齢・障害支援課障害担当 

   電話 320-8417／FAX 290-3422 

 

  《依 頼》 ポスター（Ａ４判）の掲出 

 

  【11 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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13 「みんなが主役のまちづくり」フォーラム みんな  

 違っていい！みんな違って当たり前！みんなで感じて  

 みよう！～地域生活編～のポスター掲出について    

                     〔依 頼〕 

（主催：チームにしまる、協力：西区社会福祉協議会地区社協分科会） 
 

 （議題 13 資料参照）       阿部ガッツ・びーと西所長 

 

西区内で暮らされている障がいのある方にご自身のこと、現在の暮らしや地域との

関わり、こんな関わりがあると嬉しいな等、４組のシンポジストにお話をいただき、 そ

の後、ディスカッションを行います。 

 

（１）日時 

   12 月９日（日）13 時 30 分～15 時 30 分（受付 13 時 00 分～） 

（２）場所 

   西区福祉保健活動拠点「フクシア」多目的ホール（西区高島２丁目７－１） 

（３）参加費 

   無料 

（４）申込 

   不要（当日、直接会場にお越しください。） 

（５）問合せ先 

   地域活動ホーム ガッツ・びーと西 担当：阿部 

   電話 250-6506／FAX 251-6315 

 

  《依 頼》 ポスター（Ａ４判）の掲出 

 

  【11 月下旬にポスターを自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 12 - 

14 「西区キャンドルアート 2018」のＰＲポスター掲出  

 について                〔依 頼〕 
（ふるさと西区推進委員会） 

 

 （議題 14 の資料参照）     五月女事務局長（地域振興課長） 

 

（１）日時 

   12 月 22 日（土）17 時 00 分～20 時 00 分 

   ※雨天中止。ただし、屋内ステージは雨天決行 

（２）場所 

   グランモール公園「美術の広場」（みなとみらい３ 美術館前） 

   ＭＡＲＫ ＩＳ みなとみらい「グランドガレリア」（みなとみらい３－５－１） 

（３）参加費 

   無料 

（４）内容 

   西区の小学生のみなさんが描いたキャンドルや「にしまろちゃん」及び「ひこ 

  にゃん」をかたどったモチーフキャンドルなどを点灯、ステージイベントも実施 

  します。 

（５）問合せ先 

   地域振興課（４階 47 番窓口）担当：野村、相澤 

   電話 320-8389／FAX 322-5063 

 

  《依 頼》 「西区キャンドルアート 2018」のＰＲポスター(Ａ４判)の掲出 

 

  【11 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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〔推薦依頼〕 

15 平成 30 年度西区交通安全功労者表彰候補者の推薦に  

 ついて                 〔依 頼〕  
（西区交通安全対策協議会） 

 

 （議題 15 の資料参照）    五月女事務局長（地域振興課長） 

 

 日頃から地域の交通安全に貢献していただいている個人、または団体の表彰を実施

しますので、候補者の推薦を依頼します。 

 

（１）推薦者数 

   地区連ごとに個人・団体合わせて２候補以内 

（２）推薦期限   

   平成 31 年１月 15 日（火） 

（３）提出先 

   地域振興課（４階 48 番窓口）担当：澁谷、俵、柳田 

   電話 320-8392／FAX 322-5063 

 

  《依 頼》 交通安全功労者表彰候補者の推薦 

 

  【依頼文を地区連会長あて席上配付します。】 
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［推薦依頼及びその他依頼］ 

16 「第 32 期横浜市スポーツ推進委員」の推薦及び「西  

 区スポーツ推進委員連絡協議会全体会」の開催について 

                     〔依 頼〕 
（市連会・市民局、西区スポーツ推進委員連絡協議会） 

 

 （議題 16 の資料参照）            五月女地域振興課長 

 

 地域住民と連携し地域に根ざしたスポーツ・レクリエーション振興事業を展開して

いく役割を担っているスポーツ推進委員について、推薦を依頼します。 

 

（１）「第 32 期横浜市スポーツ推進委員」の推薦について 

ア 任期 

    ２年（平成 31 年４月１日～平成 33 年３月 31 日） 

イ 推薦人数 

     各自治会・町内会から原則１名を基本とします。 

    ※推薦人数は地域の実情に応じて、柔軟に対応します。（地区内で人数調整が

必要な場合は、各地区スポーツ推進委員連絡協議会会長と御相談くださ

い。） 

ウ 主な推薦要件   

  （ア）スポーツに深い関心と理解のある方 

  （イ）新任者は改選期日現在原則 65 歳未満 

  （ウ）再任の場合は改選期日現在原則 70 歳未満 

エ 推薦期限   

    平成 31 年１月 31 日（木） 

オ 提出先 

    地域振興課（４階 48 番窓口）担当：澁谷、小野 

    電話 320-8390／FAX 322-5063 

 

   《依 頼》 スポーツ推進委員の推薦 

 

（２）「全体会」開催について 

  ア 日時 

    平成 31 年３月８日（金） 18 時 30 分～ 

  イ 会場 

    三菱重工横浜ビル 33 階（西区みなとみらい３－３－１） 

 

  《依 頼》 ①各地区連会長の出席 

        ②区連会長の挨拶 

        ③分担金のお願い（7,000 円） 

 
 【11 月下旬に推薦依頼書及び依頼文を自治会・町内会長宅あて送付します。】 
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〔発表依頼及び参加依頼〕 

17 平成 30 年度「にこまちフォーラム」の開催について    

                     〔依 頼〕 
（福祉保健課） 

 

 （議題 17 の資料参照）             菅野福祉保健課長 

 

 にこまちフォーラムは、基調講演や地区の活動発表を通じて、「にこまちプラン」の

趣旨等を一人でも多くのひとに伝えることを目的として開催しています。また、第３

期にこまちプランの推進に向け、それぞれの地区別計画の目標に向けて進めてきた活

動を発表して振返り、次年度のさらなる推進に向けた機運を高めることを目的として

実施します。 

 

（１）開催概要 

  ア 日時 

    平成 31 年２月 16 日（土）13 時 00 分～16 時 00 分（開場 12 時 00 分） 

  イ 会場 

    西公会堂（岡野１－６－41） 

  ウ 内容 

    講演、第３期にこまちプラン地区別計画の発表、パネル展示等 

（２）依頼内容 

  ア 第３期にこまちプラン地区別計画の発表準備 

    地域で取り組んだことについて、各地区 10 分程度にまとめて発表してくださ

い。 

  イ ディスカッションにおける地区代表者の選抜 

    各地区１名ずつ、ディスカッションへの参加者を選抜してください。 

  ウ 出席依頼 

各自治会・町内会長におかれましては、是非御出席いただきますとともに、 

   その他役員の方など出来るだけ多くの方々に参加の呼びかけをお願いします。 

    なお、出席人数について、平成 31 年２月８日（金）までに、参加確認票の 

   御提出をお願いします。 

（３）提出先 

   福祉保健課事業企画担当（２階 27 番窓口）：本田、松下、柳田、平野 

   電話 320-8437／FAX 324-3703 

（４）その他 

   チラシの班回覧については、１月の定例会で依頼します。 

   

  《依 頼》 ①第３期にこまちプラン地区別計画の発表準備 

                ②ディスカッションの参加者選抜 

        ③「にこまちフォーラム参加確認票」による参加者数の報告 

 

 
【11 月下旬に依頼文（参加確認票を含む）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 保健活動推進員の推薦について           

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

 

 （議題 18 の資料参照）           菅野福祉保健課長 

 

各地区の健康づくりの推進役として、地域での健康づくりに関する取組を行う保健

活動推進員について、推薦を依頼します。 

 

（１）任期 

   ２年間（平成 31 年４月１日～平成 33 年３月 31 日） 

（２）推薦人数 

   各自治会・町内会から１名を基本とします。 

<目安> 350 世帯を超えるごとに１名増員 

（３）主な推薦要件 

  ア 健康づくりに関心があり、地域で健康づくり活動を実施する意欲がある方 

  イ 委嘱時（平成 31 年４月 1 日現在）に、78 歳未満の方 

（４）推薦期限   

   平成 31 年２月 28 日（木） 

（５）提出先 

   福祉保健課健康づくり係（２階 26 番窓口）担当：小林、池田 

   電話 320-8439／FAX 324-3703 

 

  《依 頼》 保健活動推進員の推薦 

 

  【11 月下旬に推薦依頼書等を自治会・町内会長宅あて送付します。】 
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19 平成 31・32 年度横浜市環境事業推進委員の推薦に     

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

 

 （議題 19 の資料参照）              髙橋西事務所長 

 

 ヨコハマ３Ｒ夢プランを進めていくうえで、重要な役割を担う環境事業推進委員に

ついて、推薦を依頼します。 

 

（１）委嘱期間 

   ２年（平成 31 年４月１日～平成 33 年３月 31 日） 

（２）推進委員の主な活動 

ア 自治会・町内会と連携したごみ減量による脱温暖化に向けた３Ｒ行動の推進 

イ 自治会・町内会と連携した地域の清潔保持 

ウ 環境事業に関する意見及び情報の提供等 

（３）推薦人数 

   各自治会・町内会から原則１名を基本とします。 

   ※推薦人数は地域の実情に応じて、柔軟に対応します。 

（４）推薦基準   

  ア 自治会・町内会等と緊密な連携をとれる方 

  イ ３Ｒ行動の推進等の実践活動に積極的に取り組んでいただける方 

  ウ ごみ集積場所において分別の実践・啓発活動ができる方 

（５）推薦期限   

   平成 31 年２月 28 日（木） 

（６）提出先 

   資源循環局西事務所 

   電話 241-9773／FAX 251-1791 

 

  《依 頼》 環境事業推進委員の推薦 

 

  【11 月下旬に推薦依頼書を自治会・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］ 

20 「確定申告だより」の班回覧及びポスター掲出    

 について                〔依 頼〕 
（横浜中税務署・西区税務課） 

 

 （議題 20 の資料参照）      深瀧連絡調整官・湯川税務課長 

 

（１）国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の御案内 

申告書は、国税庁ホームページ内「確定申告書等作成コーナー」で作成・送信

できます。 

（２）税理士による無料申告相談の御案内 

  ア 申告相談対象者等 

    給与収入・年金収入のある方、小規模な事業収入・賃貸収入のある方 

  イ 会場・日時 

会場 月日 時間 

本牧地区センター 

（中区本牧原 16－1） 

1/29（火）・1/30（水）・

2/6（水）・2/7（木） 

【受付】 

9:00～11:30 

13:00～15:30 

【相談】 

9:30～12:00 

13:00～16:00 

西区役所 

（西区中央 1-5-10） 

1/31（木）・2/1（金）・

2/4（月）・2/5（火） 

税理士会館     ※（注１） 

（西区花咲町 4-106） 

1/28（月） 【受付】 

10:00～15:30 

【相談】 

10:00～16:00 

かながわ信用金庫 横浜営業部   

（中区不老町 1-3）   ※（注１） 

2/8（金） 

※（注１）１月 28 日(月)税理士会館、２月８日（金）かながわ信用金庫横浜営業

部では、給与収入・年金収入のある方が対象となります。 

（３）確定申告書作成会場（所得税、贈与税、消費税等）の御案内 

  ア 会場 日石横浜ホール 

  イ 期間 平成 31 年２月 18 日(月)～３月 15 日(金) 

  ウ 時間 受付８時 30 分～16 時 00 分 相談９時 15 分～17 時 00 分 

（４）給与所得者（年末調整済みの方）が医療費控除を受けるための還付申告 

  ア 会場：西区役所 

  イ 期間：平成 31 年２月 18 日(月)～３月 15 日(金) ※土・日・祝日を除く 

  ウ 時間：９時 30 分～11 時 30 分 13 時 00 分～16 時 30 分 

（５）確定申告に関する問合せ先 

横浜中税務署 電話 651-1321（自動音声案内） 

 

  《依 頼》 チラシ（Ａ３判両面）の班回覧及びポスター（Ａ３判）の掲出 

 
【12 月下旬にチラシ及びポスターを自治会・町内会長宅あて郵送します。】 
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