⻄区連合町内会･⾃治会連絡協議会 ９⽉定例会
令和元年９⽉ 18 ⽇（⽔）13︓30〜
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.１〜24）

2 その他

＜次回区連会定例会⽇程＞
（１）⽇時 10 ⽉ 18 ⽇（⾦）13︓30〜
（２）場所 ⻄区役所３階Ｂ会議室

議題一覧
№

区 分

種

別

1

関係機関

お知らせ・
報告

2

関係機関 ポスター掲出

3

関係機関

4

議

題

資料

担当課等

説明者

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

・地域安全西区民のつどい開催に関するポスター掲出につ
いて

②

戸部警察署

土元生活安全課長

お知らせ・
報告

西区内の火災・救急概況について

③

西消防署

宮川署長

市連会

お知らせ・
報告

横浜市上郷・森の家のリニューアルオープンについて

④

市民局

西野地域振興課長

5

区

お知らせ・
報告

災害時にもいきる「顔の見える関係づくり」の一層の推進に
ついて

⑤

福祉保健課

内田福祉保健課長

6

市連会

お知らせ・
報告

災害用備蓄食料の有効活用（無償配布）について

⑥

総務局

田丸総務課長

7

市連会

お知らせ・
報告

防災計画修正に伴う市民意見募集の実施について

⑦

総務局

石川防災企画課担当係長

8

市連会

班回覧

防災スピーカーの設置に係る資料の班回覧について

⑧

総務局

石川防災企画課担当係長

9

関係機関 班回覧

横浜・紅葉ケ丘公立文化施設五館連携事業「紅葉ケ丘ま
いらん 2019・秋」のチラシの班回覧について

⑨

神奈川県立音楽堂

井上事業担当主幹

10 関係機関 班回覧

横浜マラソン2019開催に伴う交通規制のチラシの班回覧に
ついて

⑩

横浜マラソン組織委
員会事務局

藤野競技運営部長

11 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
12号及び情報紙「にしとも広場」第14号の班回覧について

⑪

にしく市民活動支援
センター

西野地域振興課長

12 関係機関 班回覧

西区在宅医療相談室市民啓発講演会 映画「ピア～まちを
つなぐもの～」上映会と座談会 自分らしく生きる～在宅医
療は今。そしてこれから～開催チラシの班回覧について

⑫

西区在宅医療相談室 石橋相談員

13 区

班回覧

令和元年度 介護者支援事業「西区介護者のための知っ
得講座」の開催チラシの班回覧について

⑬

高齢・障害支援課

山田高齢・障害支援課長

14 区

班回覧

「令和元年度高齢者インフルエンザ予防接種のご案内」の
班回覧について

⑭

福祉保健課

内田福祉保健課長

15 関係機関 ポスター掲出

最高裁委嘱「無料調停相談会」の開催に伴うポスター掲出
について

⑮

保土ケ谷民事調停協
宮崎民事調停委員
会

16 区

班回覧

西区読書活動推進講演会「ビリギャル流 不可能を可能に
する5つのルール」の開催チラシの班回覧について

⑯

地域振興課

17 関係機関

班回覧及びポ 「第13回西区ハマのウォーキングフェスティバル」チラシの
スター掲出
班回覧及びポスター掲出について

⑰

西区スポーツ振興事 西野事務局長
業推進委員会
（地域振興課長）

18 関係機関

分担金納入 「第44回西区民まつり」分担金等の納入及びポスター掲出
ポスター掲出 について

⑱

西区民まつり実行委 西野事務局長
員会
（地域振興課長）

19 関係機関

募金とりまと
め

令和元年度赤い羽根共同募金運動の実施に伴う戸別募金
のとりまとめについて

⑲

神奈川県共同募金会
武井事務局長
西区支会

令和元年度 西区社会福祉協議会会費納入について

⑳

西区社会福祉協議会 武井事務局長

一括説明

一括説明

西野地域振興課長
一括説明

一括説明
20 関係機関 会費納入
21 関係機関

後援依頼
後援金納入

西区シニアクラブ連合会「第49回運動会」開催に伴う後援
名義使用及び後援金の納入について

㉑

西区シニアクラブ連
合会

山田高齢・障害支援課長

22 区

その他

民生委員・児童委員及び主任児童委員の改選手続きに係
る御礼について

㉒

福祉保健課

内田福祉保健課長

23 関係機関 その他

令和元年７月21日執行 参議院議員通常選挙の結果につ
いて

㉓

西区選挙管理委員会 田丸書記次長（総務課長）

24 市連会

令和元年度自治会町内会長感謝会について

情報提供

-

市民局

西野地域振興課長

令和元年９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）
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土元生活安全課長

［ポスター掲出］
２ 地域安全西区民のつどい開催に関するポスター掲出
について
〔依 頼〕
（戸部警察署）

（議題２の資料参照）

土元生活安全課長

10 月 19 日、地域安全西区民のつどいを開催します。
つきましては、多くの西区民の皆様に参加いただくため、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）日時
10 月 19 日（土）14 時 00 分から
（２）場所
西公会堂講堂（岡野１丁目６番 41 号）
（３）内容
ア 第一部 式典
非行防止等防犯ポスター優秀作品発表及び表彰
イ 第二部 防犯活動発表
横浜市立西中学校・平沼小学校在校生による防犯活動発表
ウ 第三部 お笑い防犯ライブ
お笑い防犯軍団「ツナコメ」によるお笑い防犯ライブ
（４）問合せ先
戸部警察署 生活安全課防犯少年係・西区防犯協会
電話 324-0110（内線 261）
《依

頼》

ポスター（Ａ４判）の掲出

【９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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［自治会・町内会長へのお知らせ・報告］
３ 西区内の火災・救急概況について
〔お知らせ〕
（西消防署）

（議題３の資料参照）
４

宮川署長

横浜市上郷・森の家のリニューアルオープンについて
〔お知らせ〕
（市連会・市民局）

（議題４の資料参照）

西野地域振興課長

栄区上郷町にある研修・宿泊施設「横浜市上郷・森の家」は、開館以来 27 年を経過
し、施設の老朽化が進んでいましたが、平成 31 年１月から行っていたＰＦＩ事業によ
る改修工事がこの程終了し、９月１日にリニューアルオープンしました。
横浜市民の御利用の場合、1,000 円割引とする制度もありますので、個人やグルー
プで是非ご利用ください。
（１）施設概要
名称：横浜市上郷・森の家
住所：横浜市栄区上郷町 1499 番地１
Web サイト：http://kamigo-morinoie.com/
構成：宿泊室（20 室）、カフェテリア（１階）、カフェレストラン（２階）、ミニ
ドーム、ホール、ミーティングルーム、キャンプ、BBQ 施設 等
宿泊定員：通常定員 165 名（最大 205 名）
※横浜市から指定された、指定管理者により管理・運営を行います。
（２）問合せ先
上郷・森の家 電話 895-5151
市民局地域施設課 電話 671-2327／FAX 664-5295
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５

災害時にもいきる「顔の見える関係づくり」の一層
の推進について
〔お知らせ〕
（福祉保健課）

（議題５の資料参照）

内田福祉保健課長

地域には高齢者や障害者など、災害時に特に支援を必要とする方々（災害時要援護
者）がいらっしゃいます。自治会・町内会の皆様には、地域で要援護者を把握し災害
時にもいきる「顔の見える関係づくり」の推進をお願いしておりますが、必要に応じ
て西区が保有する災害時要援護者の個人情報（名簿）をご活用いただけますのでご検
討ください。
（１）災害時要援護者の名簿提供について
名簿の活用にあたっては、各自治会・町内会と区で協定を締結していただくほ
か、個人情報の取扱についての手続き等が必要となります。
（２）名簿提供までの流れについて
令和元年度につきましては、11 月までにご相談いただければ、２月～３月には
名簿を提供させていただくことが可能です。
（３）問合せ先
ア 要援護者支援の取組
福祉保健課（２階 27 番窓口）
電話 320-8437／FAX 324-3703
イ 名簿の作成・提供

ウ

高齢・障害支援課（２階 23 番窓口）
電話 320-8493／FAX 290-3422
協定に関すること
総務課（４階 51 番窓口）
電話 320-8310／FAX 322-9847

【９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

災害用備蓄食料の有効活用（無償配布）について
〔お知らせ〕
（市連会・総務局）

（議題６の資料参照）

田丸総務課長

横浜市の備蓄食料を知っていただくことや家庭内での備蓄を進めていただくこと等
の防災意識の啓発や食品ロス削減の観点から、賞味期限内の備蓄食料を無償でお配り
しますので、お知らせします。
（１）お配りする備蓄食料
非常災害用クラッカー
（２）対象
横浜市内の法人・団体（自治会・町内会、NPO、社会福祉法人、企業等）
（３）申込期間
10 月 21 日（月）から 11 月１日（金）まで
（４）申込方法
郵送、FAX、インターネット
（５）問合せ先
総務局地域防災課
電話 671-2011／FAX 641-1677
【９月下旬に資料を自治会・町内会長宅あて送付いたします。】

７

防災計画修正に伴う市民意見募集の実施について
〔お知らせ〕
（市連会・総務局）

（議題７の資料参照）

石川防災企画課担当係長

横浜市防災計画「都市災害対策編」について、大規模イベント等の開催予定なども
踏まえ、修正作業を進めており、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
10 月１日（火）～11 月１日(金）
（２）意見の提出方法
リーフレットに印刷されたはがきまたは FAX、E メールにより提出
（３）市民意見募集リーフレットの配付場所
（次ページに続く）
- 5 -

各区役所、市民情報センター等（本市ホームページでも公開）
（４）問合せ先
総務局防災企画課
電話 671-4096／FAX 641-1677
【９月下旬に資料を自治会・町内会長宅あて送付いたします。】

［班回覧］
８ 防災スピーカーの設置に係る資料の班回覧について
〔依 頼〕
（市連会・総務局）

（議題８の資料参照）

石川防災企画課担当係長

災害時における情報伝達手段のさらなる充実のため、区役所や地域防災拠点に整備
済の防災行政用デジタル移動無線を活用し、Ｊアラートの緊急情報などを放送する
「防災スピーカー」を設置します。
令和元年度から３年度までの間に計 190 か所の整備を予定しています。
各年度に整備した防災スピーカーは翌年度４月１日から運用を開始します。
（１）令和元年度設置予定場所（西区）
西消防署、境之谷消防出張所、軽井沢中学校
（２）問合せ先
総務局緊急対策課
電話 671-4141／FAX 641-1677
《依

頼》

資料（Ａ４判両面）の班回覧

【９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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９

横浜・紅葉ケ丘公立文化施設五館連携事業「紅葉ケ
丘まいらん 2019・秋」のチラシの班回覧について
〔依 頼〕
（神奈川県立音楽堂）

（議題９の資料参照）

井上事業担当主幹

西区紅葉ケ丘に立地する神奈川県立音楽堂、神奈川県立図書館、神奈川県立青少年
センター、横浜能楽堂、横浜市民ギャラリーの公立文化施設５館が連携し、10 月 10 日
から 14 日の期間で、各館でそれぞれのイベントと、５館をめぐるスタンプラリーを実
施します。期間中に５館すべてと、どれか１館の対象イベントに参加いただいた方に
は先着順で記念品を差し上げます。
この機会に地元西区の文化施設をめぐり、紅葉ケ丘地域の魅力を味わってくださり、
その活動に御理解を深めてくださいますようお願いたします。
（１）開催期間
10 月 10 日（木）～10 月 14 日（月・祝）
（２）会場
神奈川県立音楽堂、神奈川県立図書館、神奈川県立青少年センター、横浜能楽
堂、横浜市民ギャラリー
（３）問合せ先
神奈川県立音楽堂 電話 263-2567
神奈川県立図書館 電話 263-5900
神奈川県立青少年センター 電話 263-4400
横浜能楽堂 電話 263-3055
横浜市民ギャラリー 電話 263-2828
《依

頼》 リーフレット（Ａ４判、４ページ）、チラシ２種（Ａ４判片面・両面）
の班回覧

【９月下旬にリーフレット・チラシを自治会・町内会長宅あて送付します。】
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10

横浜マラソン 2019 開催に伴う交通規制のチラシの
班回覧について
〔依 頼〕
（横浜マラソン組織委員会事務局）

（議題 10 の資料参照）

藤野競技運営部長

11 月 10 日（日）に「横浜マラソン 2019」が開催されます。開催にあたり、市内で
交通規制が実施されますので御協力をお願いします。
（１）交通規制時間（コース全般）
11 月 10 日（日） ５時 00 分頃～16 時 00 分頃
（２）問合せ先
ア 交通規制について
横浜マラソン交通規制コールセンター
電話 264-6240
イ 大会全般について
横浜マラソン組織委員会事務局
電話 651-0666
《依

頼》

チラシ（Ａ４判、４ページ）の班回覧

【９月下旬にチラシを自治会・町内会長宅あて送付します。】

11

にしく市民活動支援センター広報紙「にしとも広場
mini」第 12 号及び情報紙「にしとも広場」第 14 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）

西野地域振興課長

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 12 号
及び情報紙「にしとも広場」第 14 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
（次ページに続く）
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《依

頼》

広報紙（Ａ４判両面）及び情報紙（Ａ４判、８ページ）の班回覧

【９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。】

12

西区在宅医療相談室市民啓発講演会
映画「ピア～まちをつなぐもの～」上映会と座談会
自分らしく生きる～在宅医療は今。そしてこれから～
開催チラシの班回覧について
〔依 頼〕
（西区在宅医療相談室）

（議題 12 の資料参照）

石橋相談員

在宅医療をテーマにした映画を鑑賞し、在宅医療の今とこれからを一緒に考える講
演会を開催します。
（１）日時
11 月 30 日（土）14 時 00 分～16 時 20 分
（２）場所
西公会堂 講堂（西区岡野１－６－41）
（３）内容
第１部 映画
14 時 00 分～15 時 40 分上映（13 時 15 分開場）
第２部 座談会 15 時 50 分～16 時 20 分
（４）座長
訪問診療医 増田英明氏（三ツ沢ハイタウンクリニック）
（５）メンバー
訪問看護師・ケアマネジャー・介護福祉士
（６）定員
500 名（入場無料・事前申込不要）
（７）問合せ先
西区在宅医療相談室
電話 620-5830／FAX 320-3062
《依

頼》

チラシ（Ａ４判片面）の班回覧

【９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

令和元年度 介護者支援事業「西区介護者のための
知っ得講座」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 13 の資料参照）
令和元年度

山田高齢・障害支援課長

介護者支援事業「西区介護者のための知っ得講座」を開催します。

（１）日時
①11 月７日(木) ②11 月 21 日(木) 13 時 30 分～15 時 30 分
（２）場所
西区役所 3 階 AB 会議室
（３）対象
介護中または内容に興味のある区民 先着 30 人
（４）講師
①管理栄養士
②看護師・主任介護支援専門員
（５）内容
①高齢者の栄養や誤嚥しにくい食事形態と工夫
②介護に生かせる看護技術と介護保険の上手な活用方法
（６）申込方法
区役所窓口又は電話・FAX にてお申し込みください。
ア 申込期間
10 月 11 日(金)～25 日(金)
イ 申込先
高齢・障害支援課（２階 23 番窓口）高齢担当
電話 320-8410／FAX 290-3422
《依

頼》

チラシ（Ａ４判両面）の班回覧

【９月下旬にチラシを自治会・町内会長宅あて送付します。】

- 10 -

14

「令和元年度高齢者インフルエンザ予防接種のご案
内」の班回覧について
〔依 頼〕
（福祉保健課）

（議題 14 の資料参照）

内田福祉保健課長

（１）対象者
横浜市内に住民登録があり、接種日現在で次のア、イのいずれかに該当する方
ア 65 歳以上の方
イ 60 歳以上 65 歳未満の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能、又はヒト免疫
不全ウイルスにより、免疫機能に１級相当の障害のある方
（２）実施期間
10 月１日（火）～12 月 31 日（火）
（３）接種場所
市内協力医療機関
（４）接種費用
2,300 円（世帯員全員が市民税非課税等の方は無料）
（５）接種に必要なもの
住所・氏名・年齢（及び「イ」の方は障害の程度）を確認できるもの（運転免
許証や健康保険証など）
（６）問合せ先
横浜市予防接種コールセンター
（午前９時～午後５時（土日・祝日、年末年始を除く））
電話 330-8561／FAX 644-7296
《依

頼》

リーフレット（Ａ４判、４ページ）の班回覧

【９月下旬にリーフレットを自治会・町内会長宅あて送付いたします。】
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［ポスター掲出］
15 最高裁委嘱「無料調停相談会」の開催に伴うポスター
掲出について
〔依 頼〕
（保土ケ谷民事調停協会）

（議題 15 の資料参照）

宮崎民事調停委員

最高裁判所からの委嘱を受けた「無料調停相談会」が開催されます。
調停制度は裁判官１人と民間の調停委員２人で構成する調停委員会が当事者の言い
分を聞き、紛争の実情に応じて解決を図る制度です。結論は判決と同じ効力を持ちま
す。
不動産、近隣トラブル、交通事故等の民事上のトラブルや相続、離婚等の家庭内の
トラブルでお困りの方に無料で相談をお受けし、あわせて調停制度の普及を図ってま
いります。
（１）日時
11 月 22 日（金） 10 時 00 分～16 時 00 分(受付終了 15 時 30 分)
（２）場所
横浜市開港記念会館（中区本町１－６）
（３）相談内容
不動産、近隣トラブル、借金、交通事故、相続、離婚、家庭内トラブル等
（４）申込
予約不要・当日会場で受付
《依

頼》

ポスター（Ａ４判）の掲出

【９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 -

［班回覧］
16 西区読書活動推進講演会「ビリギャル流 不可能を可
能にする 5 つのルール」の開催チラシの班回覧について
〔依 頼〕
（地域振興課）

（議題 16 の資料参照）

西野地域振興課長

『学年ビリのギャルが偏差値を 40 上げて慶應大学に現役合格した話』のモデルで
ある講師をお招きし、自身の著書でも紹介している成功体験についてお話ししていた
だく講演会を行います。
（１）日時
11 月 10 日（日）13 時 00 分～14 時 30 分
（２）場所
中央図書館地下ホール（老松町１）
（３）定員
180 人（事前抽選・西区在住者優先）
（４）講師
小林 さやか 氏（ビリギャル本人）
（５）申込
ア 申込期間
10 月１日（火）～10 月 21 日（月） 必着
イ 申込方法
往復はがき又は電子申請でお申し込みください。
（６）問合せ先
横浜市中央図書館サービス課
電話 262-0050
《依

頼》

チラシ（Ａ４判両面）の班回覧

【９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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［班回覧及びポスター掲出］
17 「第 13 回西区ハマのウォーキングフェスティバル」
チラシの班回覧及びポスター掲出について 〔依 頼〕
（西区スポーツ振興事業推進委員会）

（議題 17 の資料参照）

西野事務局長（地域振興課長）

第 13 回西区ハマのウォーキングフェスティバルを開催します。
（１）開催日時
12 月１日（日）
ア ぐるっと温故知新コース（約７Ｋｍ）：９時 00 分受付開始
イ ちょこっと西区パワースポットコース（約４Ｋｍ）：９時 30 分受付開始
（２）会場等
受付・スタート：戸部公園運動広場
※ゴールはみなとみらい 21 地区臨港パーク潮入りの池
（３）申込期間・申込方法
10 月８日（火）～11 月 15 日（金）
電話、FAX、E メール、インターネット、窓口にてお申込ください。
（４）参加費
一般：300 円、小・中学生：100 円、未就学児：無料
※参加費はスタート会場の受付において、事務局から郵送するハガキと引換え
にお支払いをお願いいたします。
（５）問合せ先
地域振興課（４階 48 番窓口）担当：澁谷・小野・秋枝・小高
電話 320-8390・8391／FAX 322-9535
《依

頼》

チラシ（Ａ４判両面）の班回覧及びポスター（Ａ４判）の掲出

【９月下旬にチラシ及びポスターを自治会・町内会長宅あてに送付します。】

- 14 -

［分担金等の納入とポスター掲出］
18 「第 44 回西区民まつり」分担金等の納入及びポス
ター掲出について
〔依 頼〕
（西区民まつり実行委員会）

（議題 18 の資料参照）

西野事務局長（地域振興課長）

（１）開催日時
11 月３日（日）10 時 00 分～14 時 30 分
※小雨決行、荒天中止
（２）場所
戸部公園、西前小学校等
（３）分担金、協力金等
区連会
500,000 円
各地区連会
15,000 円
各自治会・町内会 3,000 円
（４）納入方法
横浜銀行へ振込み、又は地域振興課まで御持参願います。
地域振興課（４階 47 番窓口）担当：森永
電話 320-8387／FAX 322-5063
《依

頼》 ①
②

区連会、各地区連会及び各自治会・町内会分担金等の納入
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、９月下
旬に自治会・町内会長宅あて送付します。】
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［募金のとりまとめ依頼］
19 令和元年度赤い羽根共同募金運動の実施に伴う戸別
募金のとりまとめについて
〔依 頼〕
（神奈川県共同募金会西区支会）

（議題 19 の資料参照）

武井事務局長

（１）募金期間
10 月１日（火）～12 月 31 日（火）
（２）納入期間
12 月上旬までにお願いします。
（３）納入方法
郵便振替又は御持参ください。
神奈川県共同募金会西区支会
西区高島２－７－１ ファーストプレイス横浜３階
西区社会福祉協議会内 担当：久保田、竹上
電話 450-5005／FAX 451-3131
《依

頼》

募金のとりまとめと納入

【９月下旬に依頼文等を自治会・町内会長宅あて送付します。】

［会費の納入依頼］
20 令和元年度 西区社会福祉協議会会費納入について
〔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

（１）納入金額
自治会・町内会ごとに予定額を依頼（令和元年度世帯数より算出）
（２）納入期限
10 月 31 日（木）
（３）納入方法
事務局持参または、ゆうちょ銀行払込取扱票にて納入
（４）問合せ先
西区社会福祉協議会 担当：鈴木・工藤
電話 450-5005／FAX 451-3131
（次ページに続く）
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《依

頼》

西区社会福祉協議会会費の納入

【９月下旬に依頼文を自治会・町内会長宅あて郵送します。】

［後援依頼・後援金納入］
21 西区シニアクラブ連合会「第 49 回運動会」開催に
伴う後援名義使用及び後援金の納入について〔依 頼〕
（西区シニアクラブ連合会）

（議題 21 の資料参照）

山田高齢・障害支援課長

（１）開催日時
10 月 30 日（水） 10 時 00 分～14 時 30 分
※ 雨天中止
（２）場所
戸部公園運動広場
（３）後援金
10,000 円
《依

頼》

後援名義使用及び後援金の納入
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［その他］
22 民生委員・児童委員及び主任児童委員の改選手続き
に係る御礼について
（福祉保健課）

（議題 22 の資料参照）

内田福祉保健課長

12 月１日付の民生委員・児童委員及び主任児童委員の一斉改選に向け、候補者選出
に係る調整・推薦準備会の開催等に御協力いただきましてありがとうございました。
今後のスケジュールとしましては、御推薦いただきました民生委員・児童委員候補
者を区から横浜市民生委員推薦会へ内申し、審査を経た上で厚生労働大臣への推薦を
行うこととなります。厚生労働大臣からの委嘱が正式に決定しましたら、また改めて
御報告いたします。
問合せ先
福祉保健課（２階 27 番窓口）担当：高橋、森山
電話 320-8436／FAX 324-3703
【９月下旬に通知を該当する町内会長・自治会長（主任児童委員分については地
区連長）あて送付します。】

23

令和元年７月 21 日執行
について

参議院議員通常選挙の結果
（西区選挙管理委員会）

（議題 23 の資料参照）

田丸書記次長（総務課長）

令和元年７月 21 日執行の参議院議員通常選挙につきましては、御協力ありがとう
ございました。
【参議院神奈川県選出議員選挙 投票率】
西区 48.71％
横浜市全体 49.70％
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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〈情報提供〉
24 令和元年度自治会町内会長感謝会について
（市連会・市民局）
西野地域振興課長
自治会町内会長感謝会については、昨年度同様、長期在職者の方を対象とした市長
主催による表彰式を開催します。また、区長主催による区長感謝会を開催します。
（１）市長主催表彰式について
ア 表彰対象の皆様
10 年表彰以上（５年ごと）の皆様をお招きし、市長から表彰をします。ま
た、来賓として各区連会長にも御参加いただきます。
イ 会場
市長公舎（西区老松町）を予定しています。
ウ 実施時期
令和２年２月上旬を予定しています。
エ その他
当日は、会場への送迎も予定しています。その他、詳細は、決定次第御報告
します。
（２）区長主催感謝会について
ア 表彰対象の皆様
区長から、市長表彰者の皆様を御紹介するとともに、５年在職の皆様を、表
彰します。自治会・町内会長の皆様も例年どおり御招待します。
イ 会場
崎陽軒本店
ウ 実施時期
令和２年３月上旬に、開催します。
エ その他
詳細は、決定次第御報告します。
（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
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