⻄区連合町内会･⾃治会連絡協議会 ３⽉定例会
平成 31 年３⽉ 18 ⽇（⽉）13︓30
⻄区役所３階Ｂ会議室
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2 その他
区連会事務局の外部委託契約について

＜次回区連会定例会⽇程＞
（１）⽇時 ４⽉ 18 ⽇（⽊）
共同募⾦会横浜市⻄区⽀会委員会 終了後
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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

佐々木刑事担当次長
土元生活安全課長

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

「初期消火器具等設置費用の一部補助」及び「設置協力店
舗への初期消火器具の設置」について

③

消防局

西予防課長

4

局

お知らせ・
報告

「身近なまちの防災施設整備事業補助」の御案内について

④

都市整備局

木村防災まちづくり推進課
長

5

市連会

お知らせ・
報告

「平成31年度横浜市市民活動保険」の周知及びリーフレット
の配布について

⑤

市民局

永峯総務課長

6

区

お知らせ・
報告

子育て世代向け防災啓発冊子「もしもにそなえる防災ノート」
について

⑥

総務課

永峯総務課長

7

区

お知らせ・
報告

「西区っていいね～データでみる西区～2019年版」について

⑦

総務課

永峯総務課長

8

区

お知らせ・
報告

平成31年度西区災害対策連絡協議会及び西区地域防災拠
点管理運営委員会連絡協議会の開催について

-

総務課

永峯総務課長

9

市連会

お知らせ・
報告

平成31年度ＬＥＤ防犯灯整備事業について

⑨

市民局

五月女地域振興課長

10 市連会

お知らせ・
報告

地域防犯カメラ設置補助制度実施について

⑩

市民局

五月女地域振興課長

11 区

お知らせ・
報告

平成31年度西区交通安全対策協議会事業計画について

⑪

地域振興課

五月女地域振興課長

12 区

お知らせ・
報告

自治会・町内会加入促進パンフレットの完成について

⑫

地域振興課

五月女地域振興課長

13 区

お知らせ・
報告

平成31年度ふれあい会助成金申請受付について

⑬

福祉保健課

菅野福祉保健課長

14 市連会

ポスター掲出

「横浜市犯罪被害者等支援条例」の周知に係るポスター掲
出について

⑭

市民局

村上区政推進課長

15 区

班回覧

平成30年度「にこまちフォーラム」の開催報告の班回覧につ
いて

⑮

福祉保健課

菅野福祉保健課長

16 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mini」第10
号及び情報紙「にしとも広場」第13号の班回覧について

⑯

にしく市民活動支
援センター

加世田センター長

17 区

「西区３Ｒ夢ニュース」の班回覧について

⑰

地域振興課

髙橋資源化推進担当課長

班回覧

議

題

資料

担当課等

説明者

一括説明

一括説明

18 関係機関 推薦依頼

西区スポーツ振興事業推進委員会委員の推薦について

-

西区スポーツ振興 五月女事務局長（地域振興
事業推進委員会 課長）

19 関係機関 その他依頼

第32期西区スポーツ推進委員連絡協議会委嘱式の開催に
ついて

-

西区スポーツ推進
五月女地域振興課長
委員連絡協議会

20 関係機関 その他依頼

平成31・32年度西区環境事業推進委員委嘱式の開催につい
て

-

西区環境事業推進 髙橋事務局長（資源循環局
委員連絡協議会 西事務所長）

21 関係機関 その他依頼

西区保健活動推進員委嘱状交付式の開催について

-

西区保健活動推進
菅野福祉保健課長
員会

交付申請等
書類提出依
頼

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」活動費補助金の交付申請及び実績報告書の提出
について

-

地域振興課
総務課

五月女地域振興課長
永峯総務課長

その他

区連会事務局の外部委託契約について

その
地域振興課
他

五月女地域振興課長

一括説明

22 区
区
区連会

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）

佐々木刑事担当次長
土元生活安全課長

［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 「初期消火器具等設置費用の一部補助」及び「設置協
力店舗への初期消火器具の設置」について 〔お知らせ〕
（市連会・消防局）

（議題３の資料参照）

西予防課長

（１）「初期消火器具等設置費用の一部補助」について
自治会・町内会が初期消火器具等を設置する際の費用の一部を補助する事業の
申請受付を開始します。
ア 申請要件
単一の自治会・町内会で、次の３つの要件を満たすこと。
（ア）地域に消火栓があること。
（イ）家屋が密集し、火災が発生した場合に延焼拡大のおそれがあること。
（ウ）初期消火器具の取扱訓練を定期的に実施できること。
イ 補助率及び補助予定数
（ア）補助率：設置費用の３分の２（上限額 20 万円）
（イ）予定数：31 年度は 100 基を補助予定
ウ 受付期間
４月１日（月）～８月 30 日（金）
エ 申請方法
申請書に必要事項を記入の上、西消防署に御提出をお願いします。
（２）「設置協力店舗への初期消火器具の設置」について
自治会・町内会が所有するスタンドパイプ式初期消火器具を設置協力店舗に設
置することができます。設置する初期消火器具については、新規購入・既存移設
のいずれも可能で、新規購入の場合は、上記の補助申請と同時に行うことができ
ます。
ア 設置協力店舗
コンビニエンスストア、外食チェーン、ドラッグストア、自動車販売店等
イ 受付期間
４月１日（月）～７月 31 日（水）
ウ 依頼方法
依頼書に必要事項を記入の上、西消防署に御提出をお願いします。
（３）問合せ先
西消防署（予防係担当） 電話・FAX 313-0119
※補助金の申請及び初期消火器具の設置を希望される場合、まずは西消防署
まで御相談ください。
【３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

「身近なまちの防災施設整備事業補助」の御案内に
ついて
〔お知らせ〕
（都市整備局）

（議題４の資料参照）

木村防災まちづくり推進課長

地震による火災の危険性が高い地域を対象に、自治会・町内会等が行う防災施設
（避難経路、防災広場、防災設備）の整備等に対し補助を行う「身近なまちの防災施
設整備事業補助」について、改めて事業の周知を図るため、補助対象地域の町丁目を
含む自治会・町内会の会長宛てに案内リーフレットを送付します。
（１）対象の自治会・町内会（54 自治会・町内会）
石崎自治会、天神町町内会、紅梅二町内会、紅梅町自治会、御所山町会
西戸部町三丁目自治会、伊勢町三丁目睦会、伊勢四自治会、西杉町内会、
扇田杉山自治会、中央一丁目親和会、杉山町四丁目町内会、西前三丁目町内会、
西前町四丁目自治会、藤棚一丁目東部町内会、浜松町町内会、
藤棚町１丁目自治会、浜松町東部自治会、藤棚町２丁目東部自治会、
藤棚町二丁目西部自治会、県営藤棚アパート自治会、元久保町自治会、
久保町第一親和会、久保町第二自治会、久保町第三自治会、久保町第四自治会、
久保町第五町内会、東久保町東朋会、東久保町東台会、東久保町東睦会、
東久保町東風会、伊勢町一丁目町内会、伊勢町二丁目町会、
伊勢町２・３丁目親和会、老松町内会、羽沢東部自治会、羽沢西部自治会、
西戸部二丁目第一自治会、パレステージ横濱自治会、上原東部運営会、
西戸部二丁目第四町内会、東ケ丘町内会、東ケ丘西部町内会、
赤門町二丁目自治会、霞ヶ丘丘友会、境之谷東部自治会、浅間台自治会、
浅間町２丁目自治会、浅間町三丁目自治会、浅間町四丁目東睦会、
浅間町上四丁目自治会、浅間町五丁目町内会、アトラス野毛山自治会、
境之谷西部町内会
（２）問合せ先
都市整備局防災まちづくり推進課
電話 671-3595／FAX 663-5225
【３月下旬にリーフレットを該当の自治会・町内会長宅あて送付します。】
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５

「平成 31 年度横浜市市民活動保険」の周知及びリー
フレットの配布について
〔お知らせ〕
（市連会・市民局）

（議題５の資料参照）

永峯総務課長

できるだけ多くの市民の皆様に安心してボランティア活動に参加していただけるよ
うに、市があらかじめ保険会社と保険契約を締結する「横浜市市民活動保険」事業を
平成 31 年度も実施します。
（１）補償内容
賠償責任保険（限度額）

傷

１名

１億円

死亡

１事故

５億円

後遺傷害

身体賠償

財物賠償

１事故 500 万円

入院

保管物賠償

１事故 500 万円

通院

免責金額
5,000 円
（自己負担額）

手術

害
１名

保

険

500 万円

後遺障害の程度に応じた
金額（１名上限 500 万円）
１日 3,500 円
（180 日限度）
１日 2,500 円
（ 90 日限度）
手術の種類に応じた金額

（２）主な配布先
西区総務課、市民活動支援センター（にしとも広場）など
（３）問合せ先
総務課（４階 51 番窓口）担当：住吉
電話 320-8308／FAX 322-9847
【３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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６

子育て世代向け防災啓発冊子「もしもにそなえる
防災ノート」について
〔お知らせ〕
（総務課）

（議題６の資料参照）

永峯総務課長

子育て世代向けに防災について考えていただくきっかけとなるように啓発用の冊子
を作成しました。本冊子については母子健康手帳の交付時に配布をします。４月から
配布を開始しますので、このことについて周知します。
（１）問合せ先
総務課（４階 51 番窓口）防災担当
電話 320-8308／FAX 322-9847
【３月下旬に冊子を自治会・町内会長宅あて送付します。】

７

「西区っていいね～データでみる西区～2019 年版」
について
〔お知らせ〕
（総務課）

（議題７の資料参照）

永峯総務課長

西区内の各種統計データをまとめた西区統計便覧｢西区っていいね～データでみる
西区～2019 年版」を発行しましたので、お知らせします。
（１）問合せ先
総務課（４階 50 番窓口）担当：藤原・安田
電話 320-8315／FAX 322-9847
【３月下旬に統計便覧１部を自治会・町内会長宅あて送付します。】
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８

平成 31 年度西区災害対策連絡協議会及び西区地域
防災拠点管理運営委員会連絡協議会の開催について
〔お知らせ〕
（総務課）
永峯総務課長

平成 31 年度西区災害対策連絡協議会及び西区地域防災拠点管理運営委員会連絡協
議会の開催日時等をお知らせします。
（１）西区災害対策連絡協議会
ア 日 時 ５月 24 日(金)15 時 00 分～
イ 場 所 西区役所３階ＡＢ会議室
ウ 内 容 平成 30 年度 災害対策の取組（報告）
(予定) 平成 31 年度 各種災害対策の取組・方針等
エ 出席者 各地区連合町内会長・各地域防災拠点管理運営委員会会長他
（２）西区地域防災拠点管理運営委員会連絡協議会
ア 日 時 ５月 24 日（金）16 時 00 分～
イ 場 所 西区役所３階ＡＢ会議室
ウ 内 容 平成 30 年度 地域防災活動奨励事業報告
(予定) 平成 31 年度 西区防災訓練基本方針等
エ 出席者 各地区連合町内会長・各地域防災拠点管理運営委員会会長他
【後日、開催通知を関係者あて送付します。】
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９

平成 31 年度ＬＥＤ防犯灯整備事業について
〔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

防犯灯のＬＥＤ化については、これまでに約 177,300 灯を整備してきました。平成
31 年度は「電柱へのＬＥＤ防犯灯」及び「鋼管ポールＬＥＤ防犯灯」の新設工事を行
いますので、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。
（１）ＬＥＤ防犯灯の新設について
ア 申請方法
設置を希望する自治会・町内会は、申請書類の提出が必要になりますので、
事前に地域振興課まで御相談ください。
イ 提出期限
５月 31 日（金）
（２）問合せ先
地域振興課（４階 47 番窓口）担当：野村、松村
電話 320-8389／FAX 322-5063
※なお、今回の配布のほかに、自費で防犯灯（ＬＥＤ灯含む）の新設・交換をお考
えの自治会・町内会がございましたら区の補助金の対象となりますので担当まで必
ず事前に御相談ください。また、補助金を受けない場合でも、必ず工事前に御連絡
いただきますよう、お願いします。
【３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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10

地域防犯カメラ設置補助制度実施について
〔お知らせ〕
（市連会・市民局）

（議題 10 の資料参照）

五月女地域振興課長

自治会・町内会が防犯カメラを設置する際に費用の一部を補助する「地域防犯カメ
ラ設置補助制度」について、平成 31 年度も実施します。
防犯カメラの設置を希望する自治会・町内会は、地域振興課に御相談のうえ、申請
書類を御提出いただきますようお願いします。
（１）補助の対象とするカメラ
地域における犯罪の防止を目的として、道路等の公共空間における人等の動き
を撮影し、記録するために特定の場所に固定して設置する防犯カメラ
（２）補助対象団体
自治会・町内会及び地区連合町内会
（３）補助対象経費
ア 防犯カメラの機器購入費及び設置工事費
イ 防犯カメラの設置を示す看板等の設置費
※電気料金、修繕、メンテナンス料金などの維持管理費、更新に係る費用は補
助の対象外です。
（４）補助率
防犯カメラ 1 台ごとに補助対象経費の 10 分の９（上限額 27 万円）
（５）提出締切日
６月 28 日（金）
（６）問合せ先
地域振興課（４階 47 番窓口）担当：野村、松村
電話 320-8389／FAX 322-5063
【３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 31 年度西区交通安全対策協議会事業計画に
ついて
〔お知らせ〕
（地域振興課）
五月女地域振興課長

市交通安全運動実施計画に基づき、31 年度の西区の事業計画を作成しましたので、
お知らせします。
事

業

名

実施日及び場所等

新入学児童を対象に、通学時における交通安全のた
めの歩行指導、また４年生児童の自転車の乗り方指
導等も含めて実施します。
さらに、車両とダミー人形を使った体験型・実践型
の交通安全教室を実施します。

はまっ子交通安全教室
４月～６月
区内 10 校で実施予定
中学生のための交通安全教室
岩井原中学校で実施予定
親子のための交通安全教室
小中学生・幼 稚園児
交通事故防止 対策事
業

事 業 概 要

７月
交通局浅間町営業所で実施予定
保護者のための交通安全講話
区内各小学校・中学校で実施予定
保育園・幼稚園児のための交通安全講話
区内各保育園・幼稚園で実施予定
園児歩行訓練
４月８日（月）実施予定
KANTO モ－タ－スク－ル横浜西口校

スタントマンが交通事故をリアルに再現し、事故の
怖さを体感させる、スケアードストレイト方式の交
通安全教室を実施します。
子ども会と連携し、夏休み前に、保護者と子ども達
の交通安全教室を実施します。

区内小学校・中学校で保護者対象の自転車ルール等
の交通安全講話を実施します。
区内保育園・幼稚園で交通安全のための歩行指導・
安全講話を随時実施します。
シルバードライビングスクールと同時に、浅間幼育
園の園児を対象に、交通安全のための歩行指導を実
施します。

新入学児童・ 園児を
交通事故から 守る運
動

４月５日（金）～11 日（木）実施予定
各交差点等

街角での新入学児童・園児の見守り活動を実施しま
す。
新入学児童に啓発物品を配布します。

春の全国交通安全運動
西区キャンペーン

５月 13 日（月）実施予定
横浜駅東口新都市プラザ
５月 11 日（土）～20 日（月）

パネルの展示、白バイ試乗等各種体験コーナーを設
けるとともに、啓発物品、チラシを配布し、交通安
全を呼びかけます。

「交通事故死ゼロを目
指す日」キャンペーン

５月 20 日（月）実施予定
９月 30 日（月）実施予定

春・秋の交通安全運動と連携してキャンペーンを実
施します。

自転車マナー アップ
運動

５月中旬
高島町交差点で実施予定

啓発物品、チラシを配布しながら、自転車のマナー
アップを呼びかけます。

二輪車交通事故防止
及び暴走族追放キャン
ペーン

６月中旬
高島町交差点で実施予定

啓発物品、チラシを配布しながら、二輪車の安全運
転及び暴走族追放を呼びかけます。

夏の交通事故防止
キャンペーン

７月中旬
みなとみらい地区で実施予定
７月 11 日（木）～20 日（土）

啓発物品、チラシを配布しながら、夏の交通事故防
止を呼びかけます。

シルバードライビングスクール

高齢者交通事 故防止
対策事業

４月８日（月）実施予定
KANTO モ－タ－スク－ル横浜西口校

高齢者に対し、実車走行による実践型の交通安全運
転教育を実施します。

交通安全教室

歩行指導等の交通安全教育を実施します。

高齢者家庭訪問

高齢者宅を訪問し、交通安全指導を実施します。
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（次ページに続く）

秋の全国交通安全運動
西区キャンペ－ン

９月 24 日（火）実施予定
横浜駅東口新都市プラザ
９月 21 日（土）～30 日（月）

パネルの展示、白バイ試乗等各種体験コーナーを設
けるとともに、啓発物品、チラシを配布し、交通安
全を呼びかけます。

違法駐車及び 放置自
転車・バイク クリー
ンキャンペーン

10 月中
横浜駅周辺で実施予定

放置自転車等への警告札の取付活動、自転車マナー
向上キャンペーンを実施します。

ヤングライダースクール
二輪車安全運 転者講
習

６月 25 日（火）実施予定
10 月 27 日（日）実施予定
KANTO モ－タ－スク－ル横浜西口校

自動二輪車運転の基本指導を実施します。

年末の交通事 故防止
運動西区キャ ンペー
ン

12 月 11 日（水）実施予定
横浜駅東口新都市プラザ
12 月 11 日（水）～20 日（金）

パネルの展示、白バイ試乗等体験コーナーを設ける
とともに、啓発物品、チラシを配布し、交通安全を
呼びかけます。

飲酒運転根絶 キャン
ペーン

12 月中旬
みなとみらい地区で実施予定

啓発物品、チラシを配布しながら、飲酒運転根絶を
呼びかけます。

平成 31 年度交通安全
功労者表彰式

平成 32 年３月 13 日（金）実施予定
西区役所

平成 31 年度交通安全功労者の表彰を交通安全対策
協議会開催時に実施します。

平成 32 年度交通安全
対策協議会総会

平成 32 年３月 13 日（金）実施予定
西区役所

平成 31 年度事業報告及び 32 年度事業計画（案）を
審議します。

【各季の運動等の開始時期前月下旬に、通知を自治会・町内会長宅あて送付します。】
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12

自治会・町内会加入促進パンフレットの完成について
〔お知らせ〕
（地域振興課）

（議題 12 の資料参照）

五月女地域振興課長

西区連合町内会・自治会連絡協議会では、自治会・町内会への加入促進の取り組み
として、自治会・町内会長の皆様に御協力いただき、今年度新たに自治会・町内会の
区域図入りの加入促進パンフレットを作成しておりましたが、このたび、パンフレッ
トが完成いたしました。自治会・町内会の区域の確認等、御協力いただきありがとう
ございました。
つきましては、各自治会・町内会へ５部ずつお送りさせていただきますので、自治
会・町内会への加入促進に御活用ください。
パンフレットは転入者の方に配付いたしますが、自治会・町内会でも、新規マンシ
ョンなどへ加入の働きかけを行う際に御利用を希望される場合は、区連会事務局また
は、地域振興課まで御連絡をお願いします。
（１）問合せ先
西区連合町内会・自治会連絡協議会事務局
電話 231-2805／FAX 231-2807
地域振興課（４階 47 番窓口）担当：野村、内田
電話 320-8389／FAX 322-5063
【３月下旬にパンフレットを自治会・町内会長宅あて５部ずつ送付します。】
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13

平成 31 年度ふれあい会助成金申請受付について
〔お知らせ〕
（福祉保健課）

（議題 13 の資料参照）

菅野福祉保健課長

「ふれあい会」は、自治会・町内会単位の地域で結成され、ひとり暮らし高齢者等
を見守り・訪問する活動です。活動を通して、温かみのある近隣関係を築き、誰もが
安心して暮らせるまちづくりを目指します。
西区では、ふれあい会の活動を支援するために、助成金を交付しており、次年度も
助成金の申請受付を行います。
※平成31年度の申請から助成金対象世帯の拡大及び活動頻度等を変更予定です。
（ １ ） 既にふれあい会がある自治会・町内会
各ふれあい会の会長の皆様には、別途西区社会福祉協議会より御案内しており
ます。
（ ２ ） ふれあい会未結成の自治会・町内会
この機会に、是非助成金を活用した取組を御検討ください。
申請方法や活動に関する御質問・御相談等ございましたら、下記問い合わせ先
へ御連絡ください。
【３月下旬に資料を該当する自治会・町内会長宅あて送付します。】
（３）問合せ先
ア 福祉保健課事業企画担当（２階27番窓口）
電話 320-8437／FAX 324-3703
イ 西区社会福祉協議会（西区高島２－７－１ファーストプレイス横浜３階「フ
クシア」）
電話 450-5005／FAX 451-3131
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［ポスター掲出］
14 「横浜市犯罪被害者等支援条例」の周知に係る
ポスター掲出について
〔お知らせ〕
（市連会・市民局）

（議題 14 の資料参照）

村上区政推進課長

横浜市犯罪被害者相談室(平成 24 年開設）では、犯罪等の被害にあい、様々な問題
に直面する市民等（以下、犯罪被害者等）の相談に応じ、支援を行っていますが、さ
らなる支援の充実のため、平成 31 年４月１日から「横浜市犯罪被害者等支援条例」を
施行し、被害者支援の施策を拡充します。
つきましては、市民の皆様に条例を周知するため、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）問合せ先
市民局人権課 担当：北川、岡庭
電話 671-3118／FAX 681-5453
《依

頼》

ポスター（Ａ４判）の掲出

【３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］
15 平成 30 年度「にこまちフォーラム」の開催報告の
班回覧について
〔依 頼〕
（福祉保健課）

（議題 15 の資料参照）

菅野福祉保健課長

「にこまちフォーラム」について、開催結果を報告します。
（１）概要
ア 開催日時
イ 会
場
ウ 参加者数
エ 内
容

２月 16 日（土）13 時 00 分～16 時 00 分
西公会堂
355 名
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
オ テーマ
「明日へとつなぐ 地域のきずな」
～はじめよう、今日からわたしにできること～
カ 講
師 西尾 敦史氏（静岡福祉大学教授）
（２）アンケートの主な意見
「より住みやすい地域へ向けて、自分も微力ながら何か手伝えたらと思う」
「難
しい問題が多いですが、今後を期待する子どもたちのため、これからも頑張りた
いと思います」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／FAX 324-3703
《依

頼》

開催報告（Ａ４判、４ページ）の班回覧

【３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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16

にしく市民活動支援センター広報紙「にしとも広場
mini」第 10 号及び情報紙「にしとも広場」第 13 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 16 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 mini」第 10 号
及び情報紙「にしとも広場」第 13 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判両面）及び情報紙（Ａ４判、８ページ）の班回覧

【３月下旬に広報紙及び情報紙を自治会・町内会長宅あて送付します。】

17

「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 17 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、「外食でもできる食品ロス削減とは？」、また３Ｒ夢の取組みに携わってい
ただいた「美化推進員さん、ありがとう！」、
「優良集積場所表彰」、優良集積場所を紹
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、松村
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

【３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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［推薦依頼］
18 西区スポーツ振興事業推進委員会委員の推薦に
ついて
〔依 頼〕
（西区スポーツ振興事業推進委員会）
五月女事務局長（地域振興課長）
「西区スポーツ振興事業推進委員会」の区連会からの委員の推薦について、引き続
き林第４地区自治会連合会長にお願いいたしたく、依頼します。
（１）役職
西区スポーツ振興事業推進委員会
（２）任期
２年
《依

頼》

委員

区連会からの委員の推薦

［その他依頼］
19 第 32 期西区スポーツ推進委員連絡協議会委嘱式の
開催について
〔依 頼〕
（西区スポーツ推進委員連絡協議会）
五月女地域振興課長
各自治会・町内会から御推薦いただきましたスポーツ推進委員について、次のとお
り委嘱式を執り行いますので、各地区連会長の御出席をよろしくお願いします。
推薦につきまして、御協力をいただきありがとうございました。
（１）開催日時
４月 10 日（水）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：澁谷、小野
電話 320-8390／FAX 322-5063
《依

頼》

①各地区連会長の出席
②区連会長の挨拶

【後日、案内文を各地区連会長あて郵送します。】
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20

平成 31・32 年度西区環境事業推進委員委嘱式の開催
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）

各自治会・町内会から御推薦いただきました環境事業推進委員について、次のとお
り委嘱式を執り行いますので、各地区連会長の御出席をよろしくお願いします。
推薦につきまして、御協力をいただきありがとうございました。
（１）開催日時
４月 17 日（水）14 時 00 分
（２）場所
西区役所３階ＡＢ会議室
（３）問合せ先
資源循環局西事務所 担当：石原、池上
電話 241-9773／FAX 251-1791
《依

頼》

①各地区連会長の出席
②区連会長の挨拶

【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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21

西区保健活動推進員委嘱状交付式の開催について
〔依 頼〕
（西区保健活動推進員会）
菅野福祉保健課長

各自治会・町内会から御推薦いただきました全ての方を保健活動推進員として委嘱
する運びとなりました。御協力ありがとうございました。
次のとおり委嘱状交付式を執り行いますので、各地区連会長の御出席をよろしくお
願いします。
（１）開催日時
４月 25 日（木）14 時 00 分～14 時 30 分
（２）場所
西区役所３階ＡＢ会議室
（３）問合せ先
福祉保健課（２階 26 番窓口）担当：小林、池田
電話 320-8438／FAX 324-3703
《依

頼》

①各地区連会長の出席
②区連会長の挨拶
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［交付申請等書類提出依頼］
22 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」活動費補助金の交付申請及び実績報告書
の提出について
〔依 頼〕
（地域振興課・総務課）
五月女地域振興課長・永峯総務課長
１月定例会で御案内した会計役員研修会（３月 14 日開催済み）にて、御説明いたし
ました、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
金の平成 31 年度交付申請及び平成 30 年度実積報告書について、作成・提出の依頼を
します。
（１）提出書類
ア 地域活動推進費・地域防犯灯維持管理費補助金
（ア）平成 31 年度交付申請書類
交付申請書、事業計画書、収支予算書、規約（改正のない場合は省略
可）、防犯灯４月分電気料金領収書の写、防犯灯４月分電気料金集約分内訳
書の写、４月１日現在の加入世帯数が記載された総会資料または議事録
（イ）平成 30 年度実績報告書類
実績報告書、事業実績報告書、収支決算書、領収書の写し等（１件 10
万円以上の経費）、入札結果を示す書類等（１件 100 万円以上の経費）
イ 「町の防災組織」活動費補助金
（ア）平成 31 年度交付申請書類：交付申請書
（イ）平成 30 年度実績報告書類：実績報告書
※その他添付書類については、地域活動推進費のものを活用します。
ウ 平成 31 年度自治会・町内会現況届
エ 口座振替依頼書
（２）提出期限
ア 地域活動推進費・地域防犯灯維持管理費補助金
地区連：世帯数確定後随時
単位自治会町内会：５月 31 日（金）
イ 「町の防災組織」活動費補助金：５月 31 日（金）
（３）提出先
地域振興課（４階 47 番窓口）担当：野村、森永
電話 320-8386／FAX 322-5063
《依

頼》

上記申請書等の提出

【３月下旬に関係書類を自治会・町内会長宅あてに送付します。】
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