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次     第 

1 ⾏政等からの情報提供 

裏⾯参照（No.1〜21） 

 

2 その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ＜次回区連会定例会⽇程＞ 

（１）⽇時 ２⽉ 18 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
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 関係機関
お知らせ・
報告

「開館30周年記念　横浜美術館2019年度企画展スケジュー
ル」及び企画展「イサム・ノグチと長谷川三郎―変わるものと
変わらざるもの」について

③ 横浜美術館 五十嵐横浜美術館副館長

4 市連会
お知らせ・
報告

備蓄飲料水「横浜水缶」の備蓄促進キャンペーンについて ④ 水道局 寺井中村水道事務所長

5 市連会
お知らせ・
報告

横浜市民の危機管理アンケート調査結果について ⑤ 総務局 黒田危機管理課長

6 局
お知らせ・
報告

帷子川水系洪水ハザードマップの配付について ⑥ 総務局 鈴木情報技術課長

7 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 － 地域振興課 五月女地域振興課長

8 市連会
お知らせ・
報告

「横浜市中期４か年計画2018～2021」の策定について ⑧ 政策局 村上区政推進課長

9 市連会 班回覧
「横浜みどりアップ計画[2019-2023]」の概要版リーフレットの
班回覧について ⑨

環境創造局・財政
局

村上区政推進課長

10 市連会 班回覧
横浜市認知症高齢者等見守りシール事業に関するチラシの
班回覧について ⑩ 健康福祉局 山田高齢・障害支援課長

11 関係機関 班回覧
にしく市民活動支援センター情報紙「にしとも広場mini」第９
号の班回覧について ⑪

にしく市民活動支
援センター

加世田センター長

12 区 班回覧
「西区商店街バレンタインスタンプラリー」冊子の班回覧につ
いて ⑫ 地域振興課 五月女地域振興課長

13 市連会
推薦依頼及び
班回覧

「平成31年度家庭防災員研修受講者」の推薦及び募集に関
するチラシの班回覧について ⑬ 西消防署 西予防課長

14 区 班回覧 「西区３Ｒ夢ニュース」の班回覧について ⑭ 地域振興課 髙橋資源化推進担当課長

15 区 推薦依頼 「西区環境行動推進功労者表彰」の候補者推薦について ⑮ 地域振興課 髙橋資源化推進担当課長

16 関係機関 その他依頼 「西区環境事業推進委員意見交換会」の開催について －
西区環境事業推進
委員連絡協議会

髙橋事務局長（資源循環局
西事務所長）

17 区
班回覧及びポ
スター掲出

平成30年度「にこまちフォーラム」チラシの班回覧及びポス
ター掲出について ⑰ 福祉保健課 菅野福祉保健課長

18 関係機関 班回覧
「災害時どうする？災害ボランティアを学ぼう講座」開催チラ
シの班回覧について ⑱

西区社会福祉協議
会

武井事務局長

19 関係機関 その他依頼
日本赤十字社横浜市西区地区委員会、神奈川県共同募金
会横浜市西区支会の事務費等の交付について ⑲

西区社会福祉協議
会

武井事務局長

20 関係機関 その他依頼
平成31年度「にこまち助成金」の周知および申請受付につい
て ⑳

西区社会福祉協議
会

武井事務局長

21 市連会 その他依頼
平成31年４月７日執行統一地方選挙に関するお願いについ
て － 選挙管理委員会 永峯書記次長（総務課長）

議題一覧

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 「開館 30 周年記念 横浜美術館 2019 年度企画展スケ   

 ジュール」及び企画展「イサム・ノグチと長谷川三郎―    

 変わるものと変わらざるもの」について 〔お知らせ〕 

（横浜美術館） 

  （議題３の資料参照）         五十嵐横浜美術館副館長 

 

横浜美術館は 2019 年 11 月に、開館 30 周年を迎えます。2019 年度は、開館 30 周年

記念展として、３つの企画展を開催します。また、横浜美術館が誇る多彩な収蔵作品

を紹介する「横浜美術館 2019 年度コレクション展」を２期にわたり、開催します。横

浜美術館ならではの視点で展開するこれらの展覧会を、多くの方にお楽しみいただき

たく、広く周知いただければ幸いです。 

また、現在企画展「イサム・ノグチと長谷川三郎―変わるものと変わらざるもの」

も開催中です。 

 

（１） 開館 30 周年記念 横浜美術館 2019 年度展覧会スケジュール 

  ア Meet the Collection―アートと人と、美術館 

    ４月 13 日（土）～６月 23 日（日） 

  イ 生誕 150 年・没後 80 年記念 原三溪の美術 伝説の大コレクション 

    ７月 13 日（土）～９月１日（日） 

  ウ オランジュリー美術館コレクション ルノワールとパリに恋した 12 人の画

家たち 

  ９月 21 日（土）～2020 年１月 13 日（月・祝） 

  エ 横浜美術館コレクション展Ⅰ 

    ４月 13 日（土）～９月１日（日） 

  オ 横浜美術館コレクション展Ⅱ 

    ９月 21 日（土）～2020 年１月 13 日（月・祝） 

（２）企画展「イサム・ノグチと長谷川三郎―変わるものと変わらざるもの」 

  ア 開催期間 

    １月 12 日（土）～３月 24 日（日） 

    ※休館日：木曜日〈３月 21 日（木・祝）は開館）〉、３月 22 日（金） 

  イ 観覧料 

 当日 団体 

一般 1,500 円 1,400 円 

大学・高校生 900 円 800 円 

中学生 600 円 500 円 

小学生 無料 

65 歳以上 1,400 円※要証明書、美術館券売所でのみ対応 

  
（次ページに続く） 
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 ウ チケット取扱い 

    横浜美術館、セブンチケット（セブン-イレブン店内マルチコピー機もしくは

ウェブサイト）、イープラス（ファミリーマート店内 Fami ポートもしくはウェ

ブサイト） 

（３）問合せ先 

   横浜美術館（西区みなとみらい３－４－１） 

電話 221-0300 

 

４ 備蓄飲料水「横浜水缶」の備蓄促進キャンペーンに  

 ついて                〔お知らせ〕 
（市連会・水道局） 

 

  （議題４の資料参照）         寺井中村水道事務所長 

 

 水道局では災害に備え、市民の皆様に「１人１日３リットル、最低３日分で９リッ

トル以上」の飲料水備蓄をお願いしています。７年間保存できる備蓄飲料水「横浜水

缶」の特典付き販売を実施しますので、この機会にぜひ、飲料水の備蓄をお願いしま

す。 

 

（１）キャンペーン期間 

   １月９日（水）～３月 21 日（木）御注文分まで 

（２）特典 

  ア 期間中の御注文は配達料無料 

  イ ３箱購入ごとに給水リュック１個プレゼント 

  ウ 10 箱購入ごとに横浜水缶を追加で１箱プレゼント 

（３）御注文・問合せ先 

   水道局お客さまサービスセンター 

   電話 847-6262／FAX848-4281 

 

  【１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 横浜市民の危機管理アンケート調査結果について    

                     〔報 告〕 
（市連会・総務局） 

 

 （議題５の資料参照）           黒田危機管理課担当係長 

 

 

 横浜市では、今後の事業の見直しなどに活用するため、市民の皆さまの日頃からの

「自助」・「共助」の意識や取組状況を把握する「横浜市民の危機管理アンケート調査」

を実施しました。 

このたび、調査結果をとりまとめましたので、御報告いたします。 

 

（１）概要  

  ア 調査対象 横浜市内に居住する 15 歳以上の方 10,000 人（外国人を含む） 

  イ 抽出方法 住民基本台帳から無作為抽出 

  ウ 調査方法 調査票の郵送（配布・回収）による自記入方式 

  エ 調査期間 平成 30 年６月 28 日～７月 27 日 

  カ 回収結果 有効回答者数 2,682 人、有効回答率 27.3％ 

（２）調査結果のポイント 

   前回調査（平成 27 年）と比べると、「自助」「共助」の認知度が大幅に増加し、

また、大地震について「不安を強く感じている方」の割合が増加するなど、防災

について関心が高まっている傾向がみられました。 

その一方で、家庭での備蓄や、家具転倒防止器具の設置など、自らの命を守る

ための対策やハザードマップ、気象情報の意味についての認知度等に大きな変化

はみられませんでした。 

（３）調査結果の総括 

   調査結果をみると、多くの市民の皆様が災害に対する不安を抱えており、「自助」

「共助」の認知度が増加するなど、防災への関心が高まっている一方で「自助の

備え」はまだまだ進んでいないことが分かりました。また、約半数の方が「自治

会・町内会の防災訓練」や「地域防災拠点の訓練」へ参加していないなど、行動

が結びついているとはいえない状況です。 

本調査結果を踏まえ、市民の皆様に「自助」「共助」の取組や町の防災組織の重

要性を、引き続き啓発していくとともに、市民の皆様一人ひとりが災害に備えて

いただくように啓発を粘り強く進めていきます。 

（４）問合せ先 

   総務局危機管理課 担当：花塚、茂木 

   電話 671-4351 

 

  【１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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６ 西区洪水ハザードマップの配付について         
                    〔お知らせ〕 

（総務局） 

 
 （議題６の資料参照）         鈴木情報技術課長 

 
 平成 27 年の水防法改正に伴い帷子川水系の浸水想定区域の一部が改訂されました。

そのため、新たに改訂した西区洪水ハザードマップを、帷子川水系の川沿いの洪水浸

水想定区域に配付します。 

 

（１）配付物 

   西区洪水ハザードマップ 

（２）配付対象 

   洪水浸水想定区域内にある全世帯及び全事業所 

（３）配付方法 

   郵便ポスト等に投函（ポスティング事業者により配付） 

（４）配付予定数（世帯・事業所に各１部ずつ） 

   約 48,000 箇所 

（５）配付期間 

   ２月中旬から３月末（予定）まで 

（６）問合せ先 

   総務局情報技術課 担当：平田 

   電話 671-4141／FAX 641-1677 

 

  【２月下旬に西区洪水ハザードマップを自治会・町内会長宅あて送付します。】 
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７ 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・区政推進課・地域振興課・西区社会福祉協議会） 

 

五月女地域振興課長 

 

 平成 31 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。 

 なお、本年度は総務課、区政推進課、地域振興課、及び西区社会福祉協議会が合同

で行います。 
 

（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、

西区地域のつながりを育み強める補助金、及び社会福祉協議会の補助金の申請に

ついて 

（２）開催日時 

   ３月 14 日（木） 18 時 30 分～20 時 30 分（予定） 

（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：野村、森永 

   電話 320-8386／FAX 322-5063 

（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。 

 

  【１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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８「横浜市中期４か年計画 2018～2021」の策定について  

                        〔お知らせ〕 

（市連会・政策局） 
 

（議題８の資料参照）               村上区政推進課長 

 

 昨年 10 月の市会において、「横浜市中期４か年計画 2018～2021」が議決され、計画

が確定しました。 

 計画の策定にあたっては、市民意見募集やパブリックコメントの周知に御協力を賜

り、多くの市民の皆様から貴重な御意見をいただくことができました。 

計画の冊子については市民情報センター及び各区役所で閲覧に供しているほか、市

民情報センターで販売（１冊 700 円）しています。概要版は、市民情報センター及び

各区役所で配布（無料）しています。なお、冊子、概要版ともに、横浜市ホームペー

ジにも掲載しています。 

 

（１）問合せ先 

政策局政策課 担当：安達、政木 

   電話 671-2197／FAX 663-4613 

 

◆参考：策定経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    平成 30 年１⽉ 30 ⽇ 「新たな中期計画の基本的⽅向」の公表 

▶市⺠アンケート  → 4,697 ⼈から回答 
▶市⺠意⾒募集   → 74 ⼈・団体から意⾒提出 
▶有識者ヒアリング → 18 ⼈から意⾒聴取 

   平成 30 年５⽉９⽇ 素案の公表 

▶パブリックコメントの実施  
 → 830 ⼈・団体、2,129 件の意⾒提出 

   平成 30 年第２回市会定例会で素案の報告 
   ※横浜市議会基本条例第 14 条第１項の規定に基づき報告 

   平成 30 年９⽉４⽇ 原案の公表 

   平成 30 年第３回市会定例会に議案を提出 
   基本計画特別委員会を設置・議案審査 
   ※横浜市議会基本条例第 13 条第２号の規定に基づく基本計画に該当するこ

とから議案を提出 

   平成 30 年 10 ⽉４⽇ 議決・確定 
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［班回覧］ 
９ 「横浜みどりアップ計画[2019-2023]」の概要版リー 
 フレットの班回覧について        〔依 頼〕 

（市連会・環境創造局、財政局） 

 

 （議題９の資料参照）              村上区政推進課長 

 

本市では、「緑豊かなまち横浜」を次の世代に引き継いでいくために、「横浜みど

り税」を財源の一部にして「横浜みどりアップ計画」を推進しています。 

この度、昨年 10 月の市会において、横浜みどり税条例の一部改正が議決されたのに

合わせ、３期目の計画である「横浜みどりアップ計画[2019-2023]」を策定しました。 

この計画を広く皆様にお知らせするため、計画の概要をまとめたリーフレットを作

成しましたので、班回覧をお願いします。 

 

（１）問合せ先 

  ア 横浜みどりアップ計画に関すること 

    環境創造局政策課 電話 671-4214／FAX641-3490 

  イ 横浜みどりアップ計画の各事業に関すること 

    環境創造局みどりアップ推進課 電話 671-2712／FAX224-6627 

  ウ 横浜みどり税に関すること 

    財政局税務課・税制課 電話 671-2253／FAX641-2775 

 

  《依 頼》 「リーフレット」の班回覧 
 
  【１月下旬にリーフレットを自治会・町内会長宅あて送付します。】 
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10 横浜市認知症高齢者等見守りシール事業に関する    

 チラシの班回覧について             〔依 頼〕  
  （市連会・健康福祉局） 

 

 （議題 10 の資料参照）         山田高齢・障害支援課長 

 

横浜市では、平成 30 年 12 月から「横浜市認知症高齢者等見守りシール事業」を実

施しています。事業概要等について周知するため、班回覧をお願いします。 

 

（１）事業概要 

   行方不明になった認知症の高齢者等ができるだけ早く自宅に戻れるよう、ご本

人の個人情報を保護しながら身元を特定できる「見守りシール事業」を開始しま

す。対象者は、要件を満たす認知症高齢者等で、警察や各区行政機関等が連携す

る「認知症高齢者等 SOS ネットワーク」と連動して対応していきます。 

（２）対象者 

   次の①と②の両方に該当する在宅の横浜市民 

①認知症高齢者等 SOS ネットワークの事前登録及び神奈川県・神奈川県警への

登録情報の提供に同意している。 

②迎えに行くことができる家族等がいる。 

（３）申込窓口 

区役所（高齢・障害支援課）またはご本人がお住まいの地域を担当する地域包括

支援センター（地域ケアプラザ） 

（４）問合せ先 

   高齢・障害支援課（２階 23 番窓口）高齢担当 

   電話 320-8412／FAX 290-3422 

 

  《依 頼》 チラシ（Ａ４判両面）の班回覧 

 

  【１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 にしく市民活動支援センター情報紙「にしとも広場  

 mini」第９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 11 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紙「にしとも広場 mini」第９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》 「にしとも広場 mini」（Ａ４判両面）の班回覧 

 

  【１月下旬に「にしとも広場 mini」を自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

12 「西区商店街バレンタインスタンプラリー」冊子の  

 班回覧について              〔依 頼〕

（地域振興課） 
 

 （議題 12 の資料参照）           五月女地域振興課長 

 

 「西区商店街バレンタインスタンプラリー～にしまろちゃんからの贈り物～」を開

催します。参加店舗で買い物をしてスタンプを３つ集めると、素敵な景品が当たりま

す。 

 

（１）開催期間 

 ２月１日（金）～２月２８日（木） 

（２）参加賞・景品 

  ア 参加賞（先着 200 名様） 

    今治ポケットタオル 

  イ 景品 １６種類（抽選） 

    ・東京近郊有名テーマパークペアチケット 

・ヨコハマ グランド インターコンチネンタルホテル チョコレート 

・横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ ディナーブッフェペア招待券 

・横浜ベイホテル東急 パウンドケーキ 

・横浜ロイヤルパークホテル ランチブッフェペア招待券 

（次ページに続く） 
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・MARK IS みなとみらい ご利用券 など 

（３）問合せ先 

   地域振興課（４階４７番窓口）担当：市川 

   電話３２０－８３８６／FAX３２２－５０６３ 

 

  《依 頼》 冊子（Ａ４判６ページ）の班回覧 

 

  【１月下旬に冊子を自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

［推薦依頼及び班回覧］ 

13 「平成 31 年度家庭防災員研修受講者」の推薦及び     

 募集に関するチラシの班回覧について   〔依 頼〕 
（市連会・西消防署） 

 

 （議題 13 の資料参照）              西予防課長 

 

 自らの家庭を守るための知識や技術を身に付けるとともに、地域における防災活動

の担い手として活躍できる家庭防災員を養成するために、研修受講者を推薦していた

だくよう各自治会・町内会長に依頼します。 

あわせて、家庭防災員募集に関するチラシの班回覧をお願いします。 

 

（１）募集期間 

   ２月１日（金）から３月 31 日（日）まで 

（２）推薦対象者 

  ア 新規に家庭防災員研修を受けられる方 

  イ 過去に家庭防災員の研修を終了された方 

（３）推薦者数 

   各自治会・町内会から２名程度 

   ※推薦人数の増減は、地域の実情に応じて柔軟に対応します。 

（４）研修期間 

   １年間で２～３時間の研修を、３～４回の受講で修了します。 

（５）推薦方法 

   「参加（推薦）者名簿」に必要事項を御記入の上、返信用封筒にて西消防署あ

て郵送してください。 

（６）提出先 

   西消防署予防課予防係 電話・FAX 313-0119 

 

  《依 頼》 家庭防災員研修受講者の推薦及び募集に関するチラシの班回覧 

 

【１月下旬に依頼文、推薦用紙及びチラシを自治会・町内会長宅あて送付します。】 
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［班回覧］ 

14 「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 14 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「ごみと資源物の分け方・出し方」のルール等

の各種案内を紹介します。 

区民の皆様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 

 

  【１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。】 

 

［推薦依頼］ 

15 「西区環境行動推進功労者表彰」の候補者推薦に   

 ついて                 〔依 頼〕  
（地域振興課） 

 

 （議題 15 の資料参照）         髙橋資源化推進担当課長 

 

 地域において、横浜市地球温暖化対策実行計画の推進に功労のあった個人または団

体に対し、平成 31 年度西区環境行動推進功労者表彰者の御推薦をお願いします。 

 

（１）推薦者数 

   西区内における環境行動の推進に功績のあった人で、各地区から原則として個

人・団体あわせて３候補以内 

（２）推薦期限 

   ２月 28 日（木） 

（３）提出先 

   地域振興課（４階 47 番窓口）担当：鈴木、松村 

   電話 320-8388／FAX 322-5063 （次ページに続く） 
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  《依 頼》 各表彰候補者の推薦 

 

  【依頼文及び推薦用紙を各地区連会長あて席上配付します。】 

 

［その他依頼］ 

16 「西区環境事業推進委員意見交換会」の開催について  

                     〔依 頼〕 
（西区環境事業推進委員連絡協議会） 

 

              髙橋事務局長（資源循環局西事務所長） 

 

 環境事業推進委員の活動を効果的に進めるため、各地区からの報告及び情報交換を

行うための意見交換会を開催します。 

 

（１）開催日時 

   ３月７日（木）16 時 00 分から 

（２）場所 

   ホテルプラム（HOTEL PLUMM）横浜 

（北幸２－９－１、電話 314-3111） 

（３）内容 

  ア 環境事業推進委員永年在職者紹介 

  イ 各地区活動報告 

  ウ 意見交換会 

（４）負担金 

   意見交換会参加者１人あたり 7,000 円 

（５）問合せ先 

   資源循環局西事務所 電話 241-9773 

 

  《依 頼》 ①各地区連会長の出席  

        ②区連会長の挨拶 

        ③負担金のお願い 

 

  【後日、案内文を各地区連会長及び各環境事業推進委員あて郵送します。】 
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［班回覧及びポスター掲出］ 

17 平成 30 年度「にこまちフォーラム」チラシの班回覧  

 及びポスター掲出について        〔依 頼〕 
（福祉保健課） 

（議題 17 の資料参照）             菅野福祉保健課長 

 

 今年度の「にこまちフォーラム」を開催いたします。 

 区内の多くの方々に御参加いただけるよう、周知に御協力くださいますようお願い

します。 

 

（１）日時 

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

（２）場所 

   西公会堂（岡野１－６－41） 

（３）内容 

各地区による活動の報告、地区の方と講師によるディスカッション、子どもた

ちの声パネル展示、フォトコンテスト受賞作品展示、選挙投票体験、フードド

ライブ、３Ｒ夢コーナー等 

（４）問合せ先 

   福祉保健課（２階 27 番窓口）担当：本田、松下 

   電話 320-8437／FAX 324-3703 

 

  ※11月定例会にて御依頼した出席確認票の御提出については、２月８日（金）

までにお願いします。 

 

  《依 頼》 チラシ(Ａ４判両面)の班回覧及びポスター(Ａ４判)の掲出 

 

  【１月下旬にチラシ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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［班回覧］ 

18 「災害時どうする？災害ボランティアを学ぼう講座」 

 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 18 の資料参照）               武井事務局長 

 

 災害ボランティアを学ぶ連続講座を次のとおり開催しますので、チラシの班回覧を

お願いします。 

 

（１）内容・日時 

 内容 日 時 

第１回 全国の被災地の様子、西区の災害予測とその備え 
１月 26 日（土） 

10:00～12:00 

第２回 
避難所をイメージしてみよう！避難所運営ゲー

ム体験 

２月９日（土） 

10:00～12:00 

第３回 災害時の要援護者の声を聞く。実際の被災地から 
２月 23 日（土） 

10:00～12:00 

第４回 
災害ボランティア受入れと派遣の流れを学ぶ 

災害ボランティアセンターシミュレーション 

３月 10 日（日） 

9:30～12:00 

（２）会場（各回とも） 

   西区福祉保健活動拠点フクシア（西区高島２－７－１） 

（３）参加費 

無料 

（４）申込み 

   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」「電

話番号」「参加を希望される回」をお知らせください。 

（５）申込先 

   西区社会福祉協議会・西区災害ボランティアネットワーク 

   電話 450-5005／FAX 451-3131 

   Ｅメール：info@yoko-nishishakyo.jp 
 

  《依 頼》 チラシ（Ａ４判）の班回覧 

 

  【１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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［その他依頼］ 

19 日本赤十字社横浜市西区地区委員会、神奈川県共同  

 募金会横浜市西区支会の事務費等の交付について    

                       〔依 頼〕

（西区社会福祉協議会） 
 

 （議題 19 の資料参照）              武井事務局長 

 

平成 30 年度にご協力いただきました各事業につきまして、事務費及び協力費をお振

り込みいたします。つきましては、振込用の指定口座の口座振込依頼書の御提出をお

願いします。 

 

（１）交付額 

   日赤事務費       ：1,000 円（一律） 

   日赤協力費     ：○○円 （募金実績×5％）※1,000 円未満は四捨五入 

共募事務費     ：1,000 円（一律） 

共募だより配布協力費：○○円 （世帯数×0.9×2 円）※100 円未満切り上げ  

（２）交付方法 

   口座振込依頼書を２月 15 日（金）までにご返送ください。 

※日赤・共募事務費は合算して、振込人名を「日赤 共募（ﾆｯｾｷ ｷｮｳﾎﾞ）」と

して振り込みます。 

（３）問合せ先 

日本赤十字社横浜市西区地区委員会（担当：佐野） 

神奈川県共同募金会横浜市西区支会（担当：久保田） 

横浜市西区高島２－７－１ ファーストプレイス横浜３階 

   電話 450-5005／FAX 451-3131 

 

 《依 頼》 事務費等の振込用指定口座の口座振込依頼書の提出 

 

【１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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20 平成 31 年度「にこまち助成金」の周知および申請受 

 付について                 〔依 頼〕

（西区社会福祉協議会） 

 
 （議題 20 の資料参照）              武井事務局長 

 

西区地域福祉保健計画（にこまちプラン）の推進につながる地域活動を支援するた

めの「にこまち助成金」について、広く活用されるよう区民への周知についてご協力

をお願いいたします。 

 

（１）対象となる団体 

  ア 主に西区の地域福祉推進のために事業を行う市民活動団体（家族でない５人

以上で構成され、団体規約と役員名簿を作成している団体） 

イ 地区社会福祉協議会、ボランティアグループ、自治会町内会、ＮＰＯ法人、

社会福祉法人など 

（２）対象となる事業 

『にこまちプラン』を推進し、地域の生活に関する様々な課題を解決していく

ための、公益的・社会貢献的な事業で、「Ａ まちづくり」、「Ｂ サービスづくり」、

「Ｃ 担い手づくり」のいずれかに当てはまるもの。 

（３）申請受付期間 

  ア 申請金額が５万円を超えるもの：年３回  

    第１回 ２月 14 日(木)～３月 １日(金) 

第２回 ５月 23 日(木)～６月 ６日(木) 

    第３回 ９月 12 日(木)～９月 26 日(木) 

  イ 申請金額が５万円までのもの：通年 

   ※いずれも受付は平日（月曜～金曜）の９時 30 分～16 時 30 分まで 

   ※申請に関する相談については随時対応します。 

（４）助成対象活動期間 

   ４月１日～平成 32 年３月 31 日 

（５）助成枠、助成年限など 

   助成年限は、基本３年間です（ただし、５万円を超える区分では、助成金審査

委員会で必要が認められれば、５年間まで申請ができます）。助成金申請には、一

定の自主財源が必要となります。 

（６）審査方法 

   原則、「にこまち助成金審査委員会」にて審査します。30 万円超の申請は「審

査委員会」にご出席いただきます。 

（７）問合せ先 

   西区社会福祉協議会 

   電話 450-5005／FAX 451-3131 

 
【１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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21 平成 31 年４月７日執行統一地方選挙に関するお願い    

 について                〔依 頼〕 
（市連会・選挙管理委員会） 

 

                          永峯書記次長（総務課長） 

 

平成 31 年４月７日に統一地方選挙が執行されます。 

 つきましては、選挙の円滑な執行に御協力いただきたく、次の事項についてのお願

いをさせていただきます。 

 何とぞ御理解を賜わり、従前同様の御協力をお願い申し上げます。 

 

（１）投票管理者・投票立会人の推薦 

  ア 投票所ごとに、投票管理者１人及び投票立会人２人の御推薦をお願いします。 

  イ 投票管理者には、各投票所の従事者の御推薦をお願いします。 

    ＜参考＞報酬額 

職  名 報 酬  

投票管理者 26,000 円（投票日前日・当日分、１日当たり 13,000 円） 

投票立会人 12,000 円（投票日当日分） 

 

  《依 頼》投票管理者・投票立会人等の推薦 

 

  【各地区連会長あて依頼します。依頼文は席上配布します。】 

 

（２）選挙啓発（ＰＲ）ポスターの掲出 

  ア 各自治会・町内会の掲示板に選挙ＰＲポスターの掲出をお願いします。 

  イ ポスターは、各自治会・町内会長あて郵送します。 

  

  《依 頼》選挙啓発（ＰＲ）ポスターの掲出 

 

  【２月末に、ポスターを市選管から自治会・町内会長宅あて郵送します。】 

 

（３）選挙公報の配布 

   統一地方選挙では、３種類の選挙公報を配布します。 

  ア 選挙公報を自治会・町内会で配布いただけるか、シルバー人材センター等に

配布を委託するかの照会文を自治会・町内会長あてに郵送しますので、御回答

をお願いします。 

    選挙公報は、投票日の２日前（４月５日(金)）までに全世帯に配布すべきも 

   のとなっておりますので、未加入世帯を含めての配布をお願いしています。配 

   布謝金は、１部あたり 18 円（３選挙の場合）を予定しています。 

（次ページに続く） 
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  《依 頼》選挙公報配布についての調査 

 

【照会文を、各自治会・町内会長あて郵送します。】 

 

（４）問合せ先 

   総務課統計選挙係（４階 50 番窓口） 

   電話 320-8316／FAX 322-9847 
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