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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.１〜23）

2 その他

＜次回区連会定例会⽇程＞
（１）⽇時 ９⽉ 18 ⽇（⽔）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

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

局

お知らせ・
報告

エキサイトよこはま２２における横浜駅西口駅前広場整備
について

③

都市整備局

後藤都心再生課横浜駅周
辺等担当係長

4

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

④

都市整備局
交通局

村上都市交通課担当係長
小島路線計画課長

5

局

お知らせ・
報告

国際園芸博覧会の招致について

⑤

政策局

小島国際園芸博覧会招致
推進課担当課長

6

市連会

お知らせ・
報告

自治会町内会のための講習会の開催について

⑥

市民局

西野地域振興課長

7

区

お知らせ・
報告

第４期地域福祉保健計画（にこまちプラン）の策定について

⑦

福祉保健課

内田福祉保健課長

8

区

お知らせ・
報告

令和元年度「あんしんカード」の自治会・町内会への配付に
ついて～災害時にも生きる日頃からの「顔の見える関係づ
くり」に向けて～

⑧

福祉保健課

内田福祉保健課長

9

区

お知らせ・
報告

令和元年度 西区保健活動推進員会年間活動計画につい
て

⑨

西区保健活動推進員
内田福祉保健課長
会

10 市連会

数量調査及び 「共同募金西区だより」配布のお願いと募金資材の必要数
全戸配布
および送付先の確認依頼について

⑩

神奈川県共同募金会
武井事務局長
西区支会

11 市連会

班回覧

「神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条
例」による保険義務化等に関するチラシの班回覧について

⑪

道路局

12 関係機関 班回覧

「～土砂災害に備えていただくために～」のチラシの班回覧
について

⑫

神奈川県横浜川崎治 中野急傾斜地第一課長補
水事務所
佐

13 区

班回覧

西区地域づくり大学校「わたしがつくるくらしのプラスワン
（仮題）」受講者募集のチラシの班回覧について

⑬

区政推進課

村上区政推進課長

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 関係機関 班回覧

「スポーツ西（第32号）」の班回覧について

⑮

西区スポーツ推進委 西野事務局長
員連絡協議会
（地域振興課長）

16 関係機関 ポスター掲出

創設100周年記念行事「消防防災ふれあいフェスタ2019」の
開催に係るポスター掲出について

⑯

西消防署

17 関係機関 ポスター掲出 令和元年度にこまち講座に係るポスター掲出について

⑰

主催：チームにしまる
阿部ガッツ・びーと西所長
共催：西区役所

18 関係機関 ポスター掲出 「一緒に歌おう♪大うたごえ広場」のポスター掲出について

⑱

にしく市民活動支援
センター

加世田センター長

⑲

地域振興課

西野地域振興課長

20 関係機関 ポスター掲出 西区文化協会「文化祭」のポスター掲出について

⑳

西区文化協会

西野地域振興課長

21 市連会

ポスター掲出 横浜音祭り2019開催周知に係るポスター掲出について

㉑

文化観光局

西野地域振興課長

22 市連会

ポスター掲出

ラグビーワールドカップ2019™開催に向けたファンゾーン告
知ポスターの掲出について

㉒

市民局

西野地域振興課長

第55回「西区虫の音を聞く会」協力金の納入及びポスター
掲出について

㉓

ふるさと西区推進委
員会

西野事務局長
（地域振興課長）

19 区

別

ポスター掲出

議

題

アフリカヘリテイジフェスティバルin西区にかかるポスター
掲出について

資料

担当課等

説明者

一括説明

吉田交通安全・自転車政
策課担当係長

判治庶務係長

一括説明

協力金納入及

23 関係機関 びポスター掲
出

令和元年７月西区連会定例会資料
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）

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

エキサイトよこはま 22 における横浜駅西口駅前広場
整備について
〔お知らせ〕
（都市整備局）

（議題３の資料参照）

後藤都心再生課横浜駅周辺等担当係長

横浜駅周辺では、平成 21 年 12 月に策定した「エキサイトよこはま 22」の計画実現
に向け、まちづくりを推進しています。西口においては、東京 2020 オリンピック・パ
ラリンピックに向けて、開発ビル工事（JR 横浜タワー）や地下街中央通路接続工事な
ど、様々な事業が進行しています。
こうした中、横浜の玄関口に相応しい駅前広場の整備を目指して、７月上旬から横
浜駅西口駅前広場整備工事に着手しますので、整備の内容と今後の進め方について、
報告します
（１）整備の内容
中央西口駅前広場：屋根設置、舗装更新
きた西口駅前広場：屋根設置、舗装更新、昇降施設の設置・改修
（２）整備の役割分担
中央西口駅前広場の地下街事業者である相鉄アーバンクリエイツ（相鉄 UC）、
駅寄りの土地所有者である JR 東日本と連携しながら、整備を進めていきます。
ア 中央西口駅前広場

イ

関係者

役割分担

横浜市①

乗換利便性向上、バリアフリー対策として、屋根設置及びバスター
ミナル側の道路区域内の舗装更新
※地下街への影響を考慮する必要があるため、工事は相鉄 UC に
委託予定

JR 東日本②

JR 用地の舗装更新

相鉄 UC③

地下街出入口（高島屋前）の屋根設置

きた西口駅前広場
関係者
横浜市①
JR 東日本②

役割分担
エレベーターの改修、屋根設置及び舗装の更新
JR 横浜タワー開業に合わせ、階段及びエスカレーター設置

（３）工事スケジュール
西口駅前広場の整備については、多くの歩行者や駅利用者の安全性の確保や、
東京オリンピック・パラリンピック中の利便性向上を図るため、東京オリンピッ
ク・パラリンピック前に整備する「Ⅰ期工事」、後に整備する「Ⅱ期工事」に分け
て実施します。
ア 中央西口駅前広場
Ⅰ期工事として、横浜駅の顔となる JR 横浜タワーのアトリウム正面の屋根
を整備し、より多くの利用者の通行が見込まれる重要な動線を完成させます。
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（次ページに続く）

イ

きた西口駅前広場
Ⅰ期工事として、JR 横浜タワー（令和２年度開業予定）の工事に合わせ、JR
東日本が階段・エスカレーターを整備します。
屋根や舗装等の整備は、きた西口鶴屋地区市街地再開発事業や鶴屋町方面の
デッキ工事の進捗に合わせて、Ⅱ期工事として本市が実施します。

（５）問合せ先
都市整備局都心再生課

電話 671-2693

【７月下旬に資料を自治会・町内会長宅あて送付します。】

４

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、交通局）

（議題４の資料参照）

村上都市交通課担当係長、小島路線計画課長

本市では連節バスを活用した「高度化バスシステム」について、令和２年６月頃の
運行開始を目指し、取り組みを進めていますが、具体的な停留所位置や工事箇所が固
まってきましたので、ご説明いたします。
工事の時期は、今年度下半期を想定していますが、区土木事務所や港湾局等が発注
を行い、工事箇所周辺の皆様には、別途詳細な工事時期等をお知らせいたします。
【問合せ先】
（運行、停留所について）交通局路線計画課
（その他）都市整備局都市交通課

電話 326-3866
電話 671-2021

【参考】高度化バスシステムの概要
ア 運行事業者
横浜市交通局
イ 令和２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。
（西区内では、横浜駅東口、高島中央公園付近、パシフィコ横浜付近に停車
予定です。）
ウ 運行時間帯
概ね 10 時台から 19 時台まで
エ 運行頻度
オ

令和２年６月頃の導入時には連節バス４台で１時間あたり２～３本
名称
「ＢＡＹＳＩＤＥ ＢＬＵＥ（ベイサイドブルー）」
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５

国際園芸博覧会の招致について
〔お知らせ〕
（政策局）

（議題５の資料参照）

小島国際園芸博覧会招致推進課担当課長

本市では旧上瀬谷通信施設（米軍施設跡地）への国際園芸博覧会の招致を進めてい
ます。今後も、引き続き皆様への情報提供を行ってまいります。
（１）国際園芸博覧会とは
国際的な園芸・造園の振興や花と緑のあふれる暮らし、地域・経済の創造や社
会的な課題解決への貢献を目的に開催される博覧会です。本市が目指しているの
は、国家的なプロジェクトとなる A1（最高クラス）の国際園芸博覧会です。A1 の
国際園芸博覧会は国内では、1990 年に大阪で開催された「国際花と緑の博覧会（花
の万博）」があります。
（２）国際園芸博覧会の基本的事項
（ 旧上瀬谷通信施設における国際園芸博覧会基本構想案より抜粋）
ア テーマ
“幸せを創る明日の風景”～Scenery of The Future for Happiness～
イ 開催場所：旧上瀬谷通信施設（横浜市旭区・瀬谷区）
ウ 開催時期：2026 年（最速）
エ 会場規模：80～100ha（想定）
オ 入場者規模：1,500 万人以上（想定）
カ 開催組織：国が認定する法人等
（３）問合せ先
政策局国際園芸博覧会招致推進室
電話 671‐4626
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６

自治会町内会のための講習会の開催について
〔お知らせ〕
（市連会・市民局）

（議題６の資料参照）

西野地域振興課長

市民局地域活動推進課主催で、自治会町内会のための講習会を開催します。
（１）講演会・事例発表会
ア 日時・会場
第１回
第２回
第３回
８月 31 日（土）
９月８日（日）
９月 14 日（土）
日時
10 時00 分～12 時00 分
10 時00 分～12 時00 分
10 時00 分～12 時00 分
南区役所
泉区役所
港北区役所
会場
７階会議室
４階４ABC 会議室
４階１・２会議室
イ 内容
（ア）講演（１～３回共通）
「開かれた自治会町内会の運営について」
【講師】水津 陽子 氏（合同会社フォーティＲ＆Ｃ代表）
（イ）事例発表（各回１事例）
自治会町内会・連合町内会による活動事例発表
（２）会報紙作成講習会（同時開催：会報紙展示会）
ア 日時・会場
９月 21 日（土）14 時 30 分～16 時 00 分
神奈川県立かながわ労働プラザ ３階ホール
イ 内容
「新聞記者が教える！会報紙の作り方」
【講師】菱倉 昌二 氏（神奈川新聞社編集局編集委員）
（３）申込方法
「申込書」に必要事項を御記入のうえ、８月 16 日（金）までに地域振興課
へ持参または FAX にてお申込みください。
（４）その他
自治会・町内会で作成している会報紙を出展いただける場合は、地域振興課へ
２部御提出ください。
（５）問合せ先
地域振興課（４階 47 番窓口）担当：内田
電話 320-8387／FAX 322-5063
【７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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７

第４期地域福祉保健計画（にこまちプラン）の策定
について
〔お知らせ〕
（福祉保健課）

（議題７の資料参照）

内田福祉保健課長

第３期にこまちプランは今年度４年目を迎えます。そこで、引き続き計画を推進す
るとともに、これまでの取組や成果を振り返り、区民意識や状況の変化、新たなニー
ズや課題を把握した上で、第４期計画を策定します。
なお、策定にあたっては、地域の皆様と共に、取り組んでいきたいと考えておりま
すので、御理解御協力くださいますようお願いいたします。
（１）問合せ先
福祉保健課（２階 27 番窓口）担当：本田、小高、柳田、平野
電話 320-8437／FAX 324-3703
【７月下旬に資料を自治会・町内会長宅あて送付いたします。】

８

令和元年度「あんしんカード」の自治会・町内会へ
の配付について～災害時にも生きる日頃からの「顔の
見える関係づくり」に向けて～
〔お知らせ〕
（福祉保健課）

（議題８の資料参照）

内田福祉保健課長

西区では、災害時に生きる地域での日頃からの「顔の見える関係づくり」をお手伝
いしています。そのひとつとして、今年度も「あんしんカード」等を配付しますので、
申込方法等について御案内します。
また、区役所では地域の顔の見える関係づくりを応援しています。あんしんカー
ドに限らず、地域のつながりづくりについてお気軽にご相談ください。
（１）申込方法
自治会・町内会ごとに、別紙申込書にカード等の必要数、お渡し方法などを記
入して、福祉保健課に FAX 等でお申込みください。
（２）お渡しの時期
随時、お渡しできます。
（３）申込先
福祉保健課（２階 27 番窓口）担当：松下、小高
電話 320-8437／FAX 324-3703
【７月下旬に申込用紙を自治会・町内会長宅あて送付します。】
- 6 -

９

令和元年度
ついて

西区保健活動推進員会年間活動計画に
〔お知らせ〕
（西区保健活動推進員会）

（議題９の資料参照）

内田福祉保健課長

西区保健活動推進員は、地域の方々の健康増進を目的として活動しています。
このたび、地区ごとの年間活動計画表を作成しました。保健活動推進員が健康づく
り事業を計画的に実施してまいりますので、御支援御協力をお願いします。
（１）令和元年度の主な地区活動
ア ウォーキング【第２地区、第五地区】
イ 体操・ロコモ【第３地区、第六地区、みなとみらい地区】
ウ 野毛山動物園での健康づくり啓発【第４地区】
エ 子育てサロンでの健康づくり啓発【第一地区】
オ 健康チェック・がん検診受診啓発、喫煙防止啓発等【各地区】
（２）問合せ先
福祉保健課（２階 26 番窓口）担当：小林、池田
電話 320-8439／FAX 324-3703
【７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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［数量調査及び全戸配布］
10 「共同募金西区だより」配布のお願いと募金資材の必
要数および送付先の確認依頼について
〔依 頼〕
（市連会・神奈川県共同募金会西区支会）

（議題 10 の資料参照）

武井事務局長

10 月１日（火）から始まる共同募金運動を実施するにあたり、共同募金の趣旨や寄
付金の配分使途についてお知らせし、募金への協力を呼びかけるために広報紙を発行
いたします。つきましては、
「共同募金 西区だより」の配布に御協力くださいますよ
うお願いします。
また、募金のご依頼をさせていただくにあたり、募金資材の送付先と必要数につい
て、確認票を御確認くださいますようお願いします。
（１）問合せ先
神奈川県共同募金会横浜市西区支会
電話 450-5005／FAX 451-3131
《依

頼》

担当：久保田、竹上

①「共同募金 西区だより」（Ａ４判、２ページ）の全戸配布
②共同募金に係る資材必要数の調査

【①「共同募金西区だより」は広報よこはま西区版９月号と同時期（８月下旬）
に広報配布責任者宅あて送付します。②「共同募金に係る資材必要数の調査」
は７月下旬に自治会・町内会長宅あて送付します。】

［班回覧］
11 「神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関す
る条例」による保険義務化等に関するチラシの班回覧
について
〔依 頼〕
（市連会・道路局）

（議題 11 の資料参照）

吉田交通安全・自転車政策課担当係長

平成 31 年４月１日に神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例が施
行されました。条例による自転車保険等の加入義務化等について、広く周知を図るた
め、班回覧をお願いします。
（次ページに続く）
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１

条例の概要
自転車と歩行者の関係する事故が増加しており、一昨年末には、川崎市内で自転
車が歩行者に衝突し、死亡させてしまうという事故も発生しています。
こうした現状を受け、自転車の安全で適正な利用の推進と本年 10 月１日以降の
自転車損害賠償責任保険等の加入の義務化を柱として構成される条例が制定されま
した。
（１）保険加入の対象者
横浜市内を含め、県内で自転車を利用される方が対象となります。また、未成
年者が自転車を利用する場合にも保険加入が必要となりますが、未成年者は保険
に加入できませんので、その保護者の方を通じてご加入いただきます。
事業活動において自転車を利用させる場合には事業者に義務が課されるほか、
業務として自転車を貸し出すレンタサイクル事業者等も対象となります。
（２）加入が義務となる保険の種類について
自転車利用中の事故により他人にケガをさせてしまった場合に備えて、相手の
損害を補償する保険が対象となります。ご自身のケガ等に対する保険については、
義務化の対象ではありません。
（３）ご自身やご家族が既に加入している保険等の確認
回覧いただきたい資料１枚目の裏面に、保険等の種類の一覧のほか、加入状況
確認シートが記載されておりますので、こちらも活用していただき、ご自身やご
家族で既に加入している保険等で自転車利用時の事故による損害が補償されてい
るかご確認ください。
万が一の事故に備えて、みなさまに自転車保険等への加入を促すため、県のチラ
シとあわせ、
「横浜市道路局からのお知らせ」も回覧いただきますようお願いいたし
ます。
２

問合せ先
ア 条例、県の取組み等について
神奈川県 くらし安全交通課 電話 210-3552
イ 市の取組み等について
道路局交通安全・自転車政策課 電話 671-3873
《依

頼》

チラシ（Ａ４判両面２枚）の班回覧

【７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

「～土砂災害に備えていただくために～」のチラシ
の班回覧について
〔依 頼〕
（神奈川県横浜川崎治水事務所）

（議題 12 の資料参照）

中野急傾斜地第一課長補佐

土砂災害に備えていただくため、土砂災害防止法に基づき、「土砂災害 “特別”警
戒区域（通称：レッドゾーン）」の指定に向けて、がけ地の現地調査等を行います。
（１）現地調査等とは
ア 目的
土砂災害により、被害を受けるおそれのある場所の地形や地質、土地の利用
状況などについて、「現地調査」や「現地測量」を行うものです。
イ 場所
横浜市「西区」のがけ地（急傾斜地）と、これに隣接する地域
ウ 時期
８月から令和２年３月まで （予定）
※ 現地調査等に入る約１週間前には、この回覧とは別に、土地の所有者や占有
者へ「郵送やポスティング」により、詳細な「現地調査等に入る旨のお知らせ」
を配布いたします。
（２）土砂災害“特別”警戒区域とは
建物が破壊され、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域
（３）調査員について
身分証明書を携帯し、腕章を着用することにより、県の委託業務の調査員であ
ることを明確に示します。
（４）問合せ先
ア 現地調査等に関すること
神奈川県 横浜川崎治水事務所 急傾斜地第一課
電話 411-2520
イ 土砂災害防止法全般に関すること
神奈川県 県土整備局 河川下水道部 砂防海岸課 急傾斜地グループ
電話 210-1111
《依

頼》

チラシ（Ａ４判両面）の班回覧

【７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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13

西区地域づくり大学校「わたしがつくるくらしのプラ
スワン（仮題）」受講者募集のチラシの班回覧について
〔依 頼〕
（区政推進課）

（議題 13 の資料参照）

村上区政推進課長

「自分の得意や好きなこと、経験やスキルを活かして何かをはじめたい」という方
の思いをかたちにする学びの場として、西区地域づくり大学校を開催します。
（１）西区地域づくり大学校
ア 日程
第１講

10 月 24 日(木)

第４講

11 月 28 日(木)

第２講

11 月７日（木）

第５講

12 月 12 日(木)

第３講

11 月（見学先による）

第６講

２月６日(木)

※第３講以外はいずれも９時 15 分～12 時 00 分
イ 会場
にしとも広場（にしく市民活動支援センター）他
ウ 対象者
自分の経験やスキルを活かして何かをはじめたいと思っている方
※西区在住・在勤の方優先
エ 定員
15 名（応募者多数の場合、抽選となります。）
オ 申込方法
(ア)郵送・FAX・持参での申込
にしとも広場までお申し込みください。
〔申込先〕 にしく市民活動支援センター
電話/FAX：620-6624、住所：西区中央１-５-10 西区役所１階
(イ)ホームページからの申込
申込フォームにてお申し込みください。
なお、アドレスは後日配付されますリーフレットをご参照ください。
カ 申込期限
９月 30 日（月）必着
キ 受講料
無料（ただし、交通費等活動に関わる経費は実費負担。）
（２）問合せ先
ア にしく市民活動支援センター“にしとも広場”
電話/FAX 620-6624
イ 区政推進課地域力推進担当（４階 49 番窓口）
（次ページに続く）
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電話 320-8319／FAX 322-9847
《依

頼》

リーフレット（Ａ３判両面）の班回覧

【７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。】

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
組について発信するものです。
今回は、「プラスチック対策」をテーマとした特集のほか、「横浜駅をきれいに！キ
ャンペーン」「環境行動推進功労者表彰式」の報告等を掲載しています。
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

【７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。】

15

「スポーツ西（第 32 号）」の班回覧について
〔依

頼〕

（西区スポーツ推進委員連絡協議会）

（議題 15 の資料参照）

西野事務局長（地域振興課長）

「スポーツ西（第 32 号）」を発行しましたので、班回覧をお願いします。
（１）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》

「スポーツ西（第 32 号）」（Ａ４判、４ページ）の班回覧

【７月下旬に「スポーツ西」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］
16 創設 100 周年記念行事「消防防災ふれあいフェスタ
2019」の開催に係るポスター掲出について
〔依 頼〕
（西消防署）

（議題 16 の資料参照）

判治庶務係長

西消防署創設 100 周年記念行事「消防防災ふれあいフェスタ 2019」の開催に伴い、
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）日時
９月１日（日）13 時 00 分～16 時 00 分（12 時 45 分開場）
（雨天時・災害発生時は縮小／気象警報発表時は中止）
（２）場所
西消防署 (西区戸部本町 50－11）
（３）内容
スタンプラリー＆ファイアーガチャポン、地震体験車、電動消防・救急車、横
浜市消防音楽隊演奏、消防うどん試食会、消防大道芸、はしご車搭乗体験、消
防署体験ツアー、消防・救助演技、ハワイアン BAND＆フラダンス ほか
（４）問合せ先
西消防署
《依

頼》

電話 313-0119
ポスター（Ａ４判）の掲出

【７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 令和元年度にこまち講座に係るポスター掲出について
〔依 頼〕
（主催：チームにしまる、共催：西区役所、後援：西区社会福祉協議会）

（議題 17 資料参照）

阿部ガッツ・びーと西所長

すべての子どもに居場所がある学校づくりを目指した取り組みのドキュメンタリー
映画「みんなの学校」を上映します。また、大阪市立大空小学校初代校長である木村
素子氏をパネリストとして招き、みんなが住みやすい西区について考えます。
つきましては、ポスターを自治会・町内会の掲示板に掲出していただきますよう、
お願いします。
（１）日時
９月 28 日（土）10 時 00 分～15 時 30 分
（第１部：10 時 00 分～12 時 00 分・第２部：13 時 00 分～15 時 30 分）
（２）会場
西公会堂講堂（西区岡野１－16－41）
（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
福祉保健課（２階 27 番窓口）担当：本田、小高、平野
電話 320-8437／FAX 324-3703
【７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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18 「一緒に歌おう♪大うたごえ広場」のポスター掲出に
ついて
〔依 頼〕
（にしく市民活動支援センター）

（議題 18 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に登録している団体の「一座にしエイチファイブ」
が、西前小学校体育館でミニコンサートを開催します。
つきましては、広く皆様に周知するため、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）日時
９月 29 日（日）13 時開演
（２）会場
西前小学校 体育館（西区中央２－27－７）
（３）定員
先着 200 名（入場無料）
（４）問合せ先
にしく市民活動支援センター
電話 620-6624
《依

頼》

ポスター（Ａ４判）の掲出

【７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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19

アフリカヘリテイジフェスティバル in 西区にかかる
ポスター掲出について
〔依 頼〕
（地域振興課）

（議題 19 の資料参照）

西野地域振興課長

西区で、アフリカの文化や生活、音楽に触れて、アフリカをもっと身近に感じるフ
ェスティバルを初開催します。
（「アフリカヘリテイジ」には、
「アフリカの財産・受け
継がれてきたもの」という意味があります。）
つきましては、多くの市民の皆様にご来場いただくため、各自治会・町内会におい
て、当フェスティバルのポスター掲出をお願いします。
（１）開催日時
８月３日（土）、４日（日） 10 時 00 分～18 時 00 分
（２）場所
高島中央公園（西区みなとみらい５－２）
（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／FAX 322-5063
《依

頼》

ポスター（Ａ４判）の掲出

【７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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20

西区文化協会「文化祭」のポスター掲出について
〔依 頼〕
（西区文化協会）

（議題 20 の資料参照）

西野地域振興課長

「創作部門」、「芸能部門」、「茶道部門」の３部門からなる「西区文化祭」を開催し
ます。
（１）内容
部門別

日時・場所

内

容

創作展

８月 20 日(火)～26 日(月)
油絵、水彩画、切絵、水墨画、書道、
11 時～18 時（初日は 12 時より、
カラーペンシルアート、フラワーア
最終日は 17 時まで）
ート、華道、クレイアートなど
みなとみらいギャラリー

芸能祭
～秋～

10 月６日(日)
10 時開演予定
西公会堂

お茶会

令和２年２月９日(日)
表千家、摂草庵流、煎茶の三流派の
開光庵（横浜ロイヤルパークホ
席（一部区民公募）
テル 65Ｆ）

芸能祭
～春～

令和２年３月８日（日）
10 時開演予定
西公会堂

民謡、詩吟、琴、三味線、フラダン
ス、コーラスなど

民謡、詩吟、琴、三味線、フラダン
ス、コーラスなど

（２）問合せ先
地域振興課（４階 48 番窓口）担当：澁谷、久野
電話 320-8392／FAX 322-5063
《依

頼》

ポスター（Ａ４判）の掲出

【７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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21

横浜音祭り 2019 開催周知に係るポスター掲出に
ついて
〔依 頼〕
（市連会・文化観光局）

（議題 21 の資料参照）

西野地域振興課長

横浜市では、９月 15 日（日）～11 月 15 日（金）の期間をコア期間として、日本最
大級の音楽フェスティバル「横浜音祭り 2019（よこはまおとまつり にせんじゅうき
ゅう）」を開催します。
つきましては、多くの市民の皆様にご来場いただくため、各自治会・町内会におい
て、当フェスティバルのポスター掲出をお願いします。
（１） 事業概要
ア 開催期間
９月 15 日（日）～11 月 15 日（金）（62 日間）
イ 主催
横浜アーツフェスティバル実行委員会
ウ 内容
オールジャンルの音楽フェスティバル
エ 会場
横浜市内全域
（２）問合せ先
文化観光局文化プログラム推進課 担当：久保、髙木
電話 671-4031
《依

頼》

ポスター（Ａ４判）の掲出

【７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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22

ラグビーワールドカップ 2019™開催に向けたファン
ゾーン告知ポスターの掲出について
〔依 頼〕
（市連会・市民局）

（議題 22 の資料参照）

西野地域振興課長

９月 20 日から、ラグビーワールドカップ 2019 が開幕し、横浜では決勝・準決勝を
含む７試合が開催されます。
大会期間中、チケットをお持ちでない方にも楽しんでいただくため、
「ラグビーワー
ルドカップ 2019™ファンゾーン in 神奈川・横浜」を開催します。ファンゾーンでは、
32 試合を生中継し、パブリックビューイングを実施するほか、飲食や、ステージイベ
ント、ラグビー体験等を行い、子どもから大人まで楽しんでいただけるイベントとし
ていく予定です。
つきましては、ポスターを自治会・町内会掲示板に掲出していただきますよう、お
願いします。
（１）日時
９月 20 日（金）から 11 月２日（土）までの土日を中心とする 15 日間
（２）会場
臨港パーク
（３）主な内容
試合観戦（パブリックビューイング）、飲食販売、ステージイベント、ラグビー
体験など
（４）その他
入場無料
※入場時に手荷物検査を実施します。飲食物の持ち込みは不可となります。
また、当日の来場者数により、入場制限をかける場合があります。
（５）問合せ先
市民局ラグビーワールドカップ 2019 推進課
担当：平社（ひらこそ）・蘆川（あしかわ）
電話 671-4578／FAX 664－1588
《依

頼》

ポスター（Ａ４判）の掲出

【７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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［協力金納入及びポスター掲出］
23 第 55 回「西区虫の音を聞く会」協力金の納入及び
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 23 の資料参照）

西野事務局長（地域振興課長）

（１）開催日時
８月 24 日（土）16 時 00 分～19 時 30 分（野点は 17 時 15 分から）
※荒天中止
（２）場所
掃部山公園（西区紅葉ケ丘 57）
（３）協力金
区連会 150,000 円
各地区連 10,000 円（第一地区のみ 100,000 円）
（４）納入期限
８月９日（金）
（５）納入方法
地域振興課まで御持参いただくか、ゆうちょ銀行へお振込みください。
（６）問合せ先
地域振興課（４階 47 番窓口）担当：野村・合志
電話 320-8389／FAX 322-5063
《依

頼》

①区連会、各地区連協力金の納入
②ポスター（Ａ４判）の掲出

【依頼文を地区連会長あて席上配付します。また、ポスターについては、７月下
旬に自治会・町内会長宅あて送付します。】

- 20 -

