
 

⻄区連合町内会･⾃治会連絡協議会 10 ⽉定例会 
 

令和元年 10 ⽉ 18 ⽇（⾦）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.１〜23） 

 

2 その他 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                             ＜次回区連会定例会⽇程＞ 

（１）⽇時 11 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
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

ＩＲに関する市民説明会について ③ 政策局 幸
ユキ

政策課担当課長

4 市連会
お知らせ・
報告

第２期横浜市子ども・子育て支援事業計画（素案）に係るパ
ブリックコメントの実施について ④ こども青少年局 富澤こども家庭支援課長

5 市連会
お知らせ・
報告

令和元年台風15号に係る被災者生活再建支援制度の適用
について ⑤ 健康福祉局 内田福祉保健課長

6 区
お知らせ・
報告

西区休日急患診療所の建て替えについて ⑥ 福祉保健課 内田福祉保健課長

7 市連会
班回覧
（11月）

年末年始のごみと資源物の収集日程のチラシの班回覧につ
いて ⑦ 資源循環局 髙橋資源化推進担当課長

8 市連会 班回覧 国際園芸博覧会の招致に関するチラシの班回覧について ⑧ 政策局 村上区政推進課長

9 区 班回覧
「にしくecoチャレンジ」の実施に関するチラシの班回覧につい
て ⑨ 区政推進課 村上区政推進課長

10 市連会 班回覧
住宅用火災警報器の抽選配布に関する資料の班回覧につ
いて ⑩ 消防局 西予防係長

11 関係機関 ポスター掲出
秋の火災予防運動期間中における防火ポスターの掲出につい
て ⑪ 西消防署 西予防係長

12 市連会 ポスター掲出
横浜市プレミアム付商品券事業に関する周知に伴うポスター
掲出について ⑫ こども青少年局 竹内企画調整課担当係長

13 関係機関 ポスター掲出
令和元年度にこまち講座「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
NPO法人はぐっと　山田理
事長

14 関係機関 ポスター掲出
クリスマス・コンサートの開催チラシのポスターの掲出につい
て ⑭

西文化協会、西区
子ども会育成連絡
協議会

西野地域振興課長

15 区 ポスター掲出
西区読書連携事業「ブック スタンプラリーin西区！」の開催に
関するポスター掲出について ⑮ 地域振興課 西野地域振興課長

16 関係機関
参加依頼
ポスター掲出

「令和２年西区新年賀詞交換会」への参加及びポスター掲出
について ⑯

西区新年賀詞交換
会実行委員会

田丸事務局長
（総務課長）

17 関係機関 推薦依頼
西区社会福祉協議会 地域福祉功労者表彰者の推薦につい
て -

西区社会福祉協議
会

武井事務局長

18 区 発表依頼
令和元年度「にこまちフォーラム」の開催案内と発表依頼に
ついて ⑱ 福祉保健課 内田福祉保健課長

19 区 出席依頼
民生委員・児童委員及び主任児童委員の委嘱状伝達式につ
いて - 福祉保健課 内田福祉保健課長

20 区 その他依頼
西区民生委員児童委員協議会　令和元年度全員研修会及
び交流交歓会の開催について ⑳ 福祉保健課 内田福祉保健課長

21 市連会 その他
令和元年度 横浜市自治会町内会長永年在職者表彰式につ
いて ㉑ 市民局 西野地域振興課長

22 区 その他 令和元年度 西区自治会・町内会長感謝会について - 地域振興課 西野地域振興課長

23 区連会 その他 西区自治会・町内会長懇親会の開催について -
第３地区町内会自
治会協議会会長

天笠会長

議題一覧

一括説明

一括説明

一括説明

一括説明

一括説明

一括説明
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令和元年 10 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）            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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

３ ＩＲに関する市民説明会について          

                    〔お知らせ〕 

（市連会・政策局） 
 

 （議題３の資料参照）             幸政策課担当課長 

 

ＩＲ（統合型リゾート）に関する横浜市の考え方等についての市民説明会を、12 月

から各区で開催します。 

 12 月は６区（西区含む）で開催し、他の 12 区については、1 月以降、順次開催しま

す。 

 詳細については決定次第、広報よこはま、市ホームページ等でお知らせします。 

 

問合せ先 

政策局政策課 担当：平岡、畑 

電話 671-4135／FAX 663-4613 

 

【10 月下旬に資料を自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

４ 第２期横浜市子ども・子育て支援事業計画（素案）に    

 係るパブリックコメントの実施について 〔お知らせ〕 
（市連会・こども青少年局） 

 

 （議題４の資料参照）          富澤こども家庭支援課長 

 

令和２年度から令和６年度を計画期間とする「横浜市子ども・子育て支援事業計画」

の策定に向けて、幅広く市民の皆様のご意見を伺うため、素案に対するパブリックコ

メントを実施します。 

 

（１）意見募集期間 

   10 月 17 日（木）～11 月 15 日(金） 

（２）意見の提出方法 

   概要版に印刷されたはがきまたは FAX、E メールにより提出 

（３）概要版の配付場所 

   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 

こども青少年局企画調整課 

電話 671-4281／FAX 663-8061 

 

 【10 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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５ 令和元年台風 15 号に係る被災者生活再建支援制度の  

 適用について             〔お知らせ〕  
（市連会・健康福祉局） 

 

 （議題５の資料参照）             内田福祉保健課長 

 

 令和元年台風第 15 号により住宅が全壊等の被害を受けられた方に対し、被災者生

活再建支援制度による支援金を給付することとなりましたので情報提供します。なお、

本件については、10 月 15 日（火）から各区役所福祉保健課にて申請受付を開始しま

す。 

 

（１）対象となる被災世帯 

横浜市内に居住の世帯で、令和元年台風第 15 号による被害により、 

ア 住宅が全壊した世帯（全壊） 

イ 住宅が半壊し、住宅をやむを得ず解体した世帯（半壊解体） 

ウ 住宅の敷地に被害が生じ、住宅をやむを得ず解体した世帯（敷地被害解体） 

エ 住宅が大規模半壊した世帯（大規模半壊） 

※住宅は実際に居住していたことが必要 

（２）支援金の支給額 

支給額は、以下の２つの支援金の合計額です。 

ア 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

住宅の被害程度 全壊 解体 大規模半壊 

支給額 100 万円 100 万円 50 万円 

イ 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

住宅の再建方法 建設・購入 補修 賃貸（公営住宅以外） 

支給額 200 万円 100 万円 50 万円 

※単身世帯は、各該当欄の金額の３／４の額  

（３）必要書類 

   ・申請書 

・罹災証明書 

・住民票（各区役所ほかで発行）、通帳のコピーなど 

（４）問合せ先 

      健康福祉局福祉保健課 

   電話 671-4044 

 

【10 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 西区休日急患診療所の建て替えについて         

                    〔お知らせ〕 

（福祉保健課） 
 

 （議題６の資料参照）             内田福祉保健課長 

 

西区医師会が所有している西区休日急患診療所（西区中央 1－15－18）の建物につ

いて、西区医師会が現地での建て替えを行う予定ですので、情報提供いたします。 

 

（１）建て替えについて 

   各区の休日急患診療所について、市医師会と医療局との調整により、1 年に 1

区程度整備を進める計画となっています。 

   西区の休日急患診療所は、現在３階建てですが、建て替え後は４階建てとなる

予定です。これにより、駐車場を増やし、新しく「小規模多機能型居宅介護事業

所」の機能を追加するなど、区民の利便性が向上します。 

（２）現在の主な機能  

ア 西区休日急患診療所（診療：日・祝 10 時～16 時） 

イ 西区医師会（事務室、会議室等）  

ウ 訪問看護ステーション、居宅支援ステーション、西区在宅医療相談室 等  

（２）建て替え工事期間中について 

   工事期間中は上記の機能を二か所の仮設建物に分散させて運用します。 

仮設①：西区役所敷地内旧水道倉庫  

上記ア：西区休日急患診療所、 上記イ：西区医師会（事務室）等 

仮設②：水道局伊勢町詰所跡地建物（伊勢町三丁目 119 番） 

上記ウ：訪問看護ステーション等 

（３）スケジュール（予定） 

   令和元年 11～12 月 仮設建物工事開始 

   令和２年１月末 現建物から仮設建物へ引越 

令和２年２月頃～令和３年３月頃 現建物の解体、新築工事 

令和３年３月末 新建物竣工 

（４）問合せ先 

   福祉保健課（２階 27 番窓口）担当：高橋 

   電話 320-8436／FAX 324-3703 
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［班回覧］ 

７ 年末年始のごみと資源物の収集日程のチラシの班回    

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

 

 （議題７の資料参照）          髙橋資源化推進担当課長 

 

年末年始のごみと資源物の収集は、12 月 31 日（火）から１月３日（金）まで、お

休みさせていただきます。 

日程をお知らせするためのチラシの班回覧については、例年どおり 11 月下旬に、

各自治会・町内会へ配送させていただきますので、御協力よろしくお願いします。 

そのほか、各集積場所への収集日程表の貼付や、広報よこはま 12 月号（市版）への

掲載により、市民の皆様にお知らせしてまいります。 

 

（１）年末年始の収集日程について 

   12 月 31 日（火）から１月３日（金）まで、収集をお休みさせていただきます。 

   「燃やすごみ」「資源物」について、年末は 12 月 30 日（月）まで、年始は１月

４日（土）から通常の曜日どおり収集します。 

（２）粗大ごみの受付 

   年末は 12 月 30 日（月）まで、年始は１月４日（土）から行います。 

   インターネット受付については 12 月 30 日正午から１月３日にお申込みされた

方への返信（収集日等のお知らせ）は１月４日以降になります。 

   ※12 月の申込は特に混み合い、年内の収集にお伺いできない場合があります。 

（３）問合せ先 

  ア 収集日程に関するお問合せ 

    資源循環局業務課計画係 電話 671‐2533 

  イ 広報に関するお問合せ 

    資源循環局業務課運営係 電話 671‐3815 

 

  《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。】 
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８ 国際園芸博覧会の招致に関するチラシの班回覧に   

 ついて                  〔依 頼〕   
（市連会・政策局） 

 

 （議題８の資料参照）            村上区政推進課長 

 

 横浜市では、平成 27 年６月に米軍から返還された旧上瀬谷通信施設において、都市

基盤整備の促進、地域の知名度やイメージの向上、さらには国内外の先導的なまちづ

くりに寄与するため、2027 年の国際園芸博覧会の招致を推進しています。 

 このたび、広報用チラシを制作しましたので、広く市民の皆様にご案内させていた

だきたく、自治会・町内会内での回覧にご協力をお願いします。 

 

問合せ先 

 政策局国際園芸博覧会招致推進課 

電話 671‐4627 

 

《依 頼》 チラシ（Ａ４判両面）の班回覧 

 

【10 月下旬にチラシを自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

９ 「にしく eco チャレンジ」の実施に関するチラシの  

 班回覧について            〔依 頼〕     
（区政推進課） 

 （議題９の資料参照）            村上区政推進課長 

 

環境に配慮した具体的な取組の実践を促すため、「にしく eco チャレンジ」を実施し

ます。取組内容に応じて抽選で景品をプレゼントします。 

区民の皆様にお知らせするため、チラシの班回覧をお願いします。 

 

【チャレンジ期間】令和元年 11 月１日（金）～令和２年１月 15 日（水） 

【応募方法】西区ホームページまたはリーフレットの応募はがき 

 

（１）チャレンジ期間 

   11 月１日（金）～令和２年１月 15 日（水） 

（２）応募方法 

   西区ホームページまたはリーフレットの応募はがき 

（３）問合せ先 

   区政推進課（４階 49 番窓口）担当：村越、小林 
（次ページに続く） 
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   電話 320-8327／FAX 322-9847 

 

  《依 頼》 チラシ（Ａ４判片面）の班回覧 

 

  【10 月下旬にチラシを自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

10 住宅用火災警報器の抽選配布に関する資料の班回覧  

 について                〔依 頼〕  
（市連会・消防局） 

 

 （議題 10 の資料参照）               西予防係長 

 

消防局では秋の火災予防運動期間（11 月９日～11 月 15 日）を住宅用火災警報器の

点検強化キャンペーン期間としており、この一環として高齢者世帯に住宅用火災警報

器を抽選で配布いたします。 

班回覧にて周知をお願いします。 

 

（１） 配布品及び配布数 

    連動型住宅用火災警報器 280 組（親機と子機の２個１組） 

（２） 応募対象世帯 

     65 歳以上の方のいる世帯 

（３）申込方法 

   往復はがきに必要事項を記入の上、11 月１日（金）から 11 月 30 日（土）（11

月 30 日消印有効）までに消防局予防課あてご応募ください。 

（４）抽選結果の発表 

   抽選の結果は、令和２年１月中に返信はがきにて応募された方全員にお知らせ

します。 

（５）配布方法 

   当選された方へは、西消防署で住宅用火災警報器を配布しますので、２月中（土

日祝を除く）までにお受け取りをお願いします。 

（６）問合せ先 

   西消防署 西消防署総務・予防課 電話 313‐0119 

 

  《依 頼》 資料（Ａ４判３ページ）の班回覧 
 

  【10 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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［ポスター掲出］ 

11 秋の火災予防運動期間中における防火ポスターの     

 掲出について              〔依 頼〕 
（西消防署） 

 

 （議題 11 の資料参照）               西予防係長 

 

 「秋の火災予防運動」の実施にあわせて、各自治会・町内会の掲示板に防火ポスタ

ーの掲出をお願いします。 

 

（１）掲出期間 

   11 月９日（土）から 11 月 15 日（金）まで 

（２）問合せ先 

   西消防署総務・予防課 電話 313‐0119 

 

  《依 頼》 ポスター（Ａ４判）の掲出 

 

  【10 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 横浜市プレミアム付商品券事業に関する周知に伴う  

 ポスター掲出について         〔依 頼〕  
（市連会・経済局、こども青少年局、健康福祉局） 

 

 （議題 12 の資料参照）  こども青少年局 竹内企画調整課担当係長 

 

今回（10 月１日）の消費税率引上げが、住民税非課税者や子育て世帯の消費に与え

る影響を緩和するとともに、地域における消費の喚起・下支えにつながるよう、横浜

市プレミアム付商品券（以下「商品券」という。）を、10 月１日から販売し、各登録店

舗での利用を開始しています。商品券発行の状況を情報提供させていただくとともに、

購入対象者への周知につきまして、御協力をお願いします。 

 

問合せ先 

 経済局商業振興課 電話 671-2569 

 こども青少年局企画調整課 電話 671-4281 

  健康福祉局企画課 電話 671-3421 

 

  《依 頼》 ポスター（Ａ４判）の掲出 

 

  【10 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 令和元年度にこまち講座「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！～地域活動  

 編～」の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 13 資料参照）      NPO 法人はぐっと 山田理事長 

 

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８日（日）13 時 30 分～16 時 00 分（受付 13 時 00 分～） 

（２）場所 

   西区役所３階Ｂ会議室（西区中央一丁目５－10） 

（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 

   電話 320-8433／FAX 324-3703 

 

  《依 頼》 ポスター（Ａ４判）の掲出 

 

  【10 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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14 クリスマス・コンサートの開催チラシのポスターの     

 掲出について              〔依 頼〕    

      （共催：西区文化協会、西区子ども会育成連絡協議会、後援：西区役所 

協賛：西保護司会、西区更生保護女性会） 
 

 （議題 14 の資料参照）             西野地域振興課長 

 

西区の文化振興と上質なクリスマスの音楽を区内の子どもたちに広く周知するため、

クリスマス・コンサートを開催します。区民の皆様にお知らせするため、各自治会・

町内会の掲示板にポスターの掲出をお願いします。 

 

（１）日時 
   12 月 15 日（日）13 時 30 分開演（13 時 00 分開場） 

（２）場所 

   西公会堂（西区岡野１－６－41） 

（３）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。 

（４）申込先 

   西区文化協会（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 

 

  【10 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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15 西区読書連携事業「ブック スタンプラリーin 西区     

 ！」の開催に関するポスター掲出について 〔依 頼〕     

                               （地域振興課） 
 

 （議題 15 の資料参照）            西野地域振興課長 

 

 西区読書連携事業「ブック スタンプラリーin 西区！」を開催します。 

つきましては、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）開催期間 
   11 月 23 日（土・祝）～12 月 24 日（火） 

   景品応募は 12 月 27 日（金）まで受付 

（２）対象施設 

   区内読書関連施設 17 施設 

   中央図書館、神奈川県立図書館、横浜市移動図書館「はまかぜ号」、にしく市

民利用活動支援センター、西区地域子育て支援拠点スマイル・ポート、南浅間保

育園、境之谷公園ログハウス、地区センター（西、藤棚）、コミュニティハウス

（西前小、稲荷台小、軽井沢、浅間）、ケアプラザ（藤棚、戸部本町、宮崎、浅

間台） 

（３）参加賞、景品 

  ア 参加賞（スタンプ２個で獲得） 

    にしまろちゃんオリジナルハンカチ 

  イ 景品 ５種類（スタンプ４個、うち１か所で本を借りた場合応募可能） 

    にしまろちゃんオリジナルブックカバー、図書カードなど 

（４）問合せ先 

   地域振興課（４階 48 番窓口）担当：津田・小高 

   電話 320-8393／FAX 322-5063 

 

  《依 頼》 ポスター（Ａ４判）の掲出 

 

  【10 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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［参加依頼及びポスター掲出］ 

16 「令和２年西区新年賀詞交換会」への参加及びポス  

 ター掲出について           〔依 頼〕    
（西区新年賀詞交換会実行委員会） 

 

 （議題 16 の資料参照）          田丸事務局長（総務課長） 

 

 令和２年１月７日（火）に、ホテル横浜キャメロットジャパンにて、西区新年賀詞

交換会を開催します。 

 つきましては、各自治会・町内会において、ポスター掲出に御協力いただきますよ

う、お願いします。 

 

（１）開催日時 

   令和２年１月７日（火）15 時 30 分から 17 時 00 分まで 

（２）場所 

   ホテル横浜キャメロットジャパン（西区北幸１－11－３） 

（３）主催 

   西区新年賀詞交換会実行委員会 

（４）会費 

   4,000 円 

   ※会費は所定用紙での振込み、又は区役所４階 51 番窓口まで御持参願います。 

（５）申込期間 

    11 月 1 日（金）から 11 月 29 日（金）まで 

（６）申込先 

   総務課庶務係（４階 51 番窓口） 

   電話 320-8308／FAX 322-9847 

（７）その他 

   広報よこはま西区版（11 月号）でお知らせします。 

   ※西区消防出初式 

    ・開催日時：令和２年１月７日（火）１２時３０分受付開始 

    ・場  所：西公会堂 

    ・内  容：表彰、消防局音楽隊演奏、西消防団活動紹介等 

 

  《依 頼》ア 各自治会・町内会におかれましては、是非御参加をお願いします。 

       イ ポスター（Ａ４判）の掲出 

 

  【10 月下旬に申込書（賀詞交換会）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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［推薦依頼］ 

17 西区社会福祉協議会 地域福祉功労者表彰者の推薦に 

 ついて                    〔依 頼〕 
（西区社会福祉協議会） 

 

        武井事務局長 

  

本年も西区社会福祉協議会社会福祉功労者表彰要綱に基づき、社会福祉功労者表彰

式を令和２年２月８日(土)に実施することになりました。 

つきましては、同表彰候補者の御推薦をお願いします。 

 

（１）推薦対象 

   地域の福祉活動に対し、原則として３年以上、その功労が顕著な個人・団体。

当該年度を除く過去３年間に表彰を受けたものは除く。 

（２）提出先および提出方法 

   提出先：横浜市西区社会福祉協議会 下記担当あて 

       〒220-0011 西区高島２－７－１ ファーストプレイス横浜３階 

   提出方法：推薦書原本を郵送にてお送りください。 

（３）推薦締切   

   11 月８日（金） 

（４）参考 

   第38回西区社会福祉功労者表彰式 

   日時：令和２年２月８日（土）午後予定 

   場所：西区福祉保健活動拠点「フクシア」 

（５）問合せ先 

   西区社会福祉協議会 担当：竹上・工藤 

   電話 450-5005／FAX 451-3131 

 

  《依 頼》 西区社会福祉協議会 地域福祉功労者表彰候補者の推薦 

 

【推薦書類を地区連会長あて席上配付します。】 
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〔発表依頼〕 

18 令和元年度「にこまちフォーラム」の開催案内と     

 発表依頼について            〔依 頼〕 
（福祉保健課） 

 

 （議題 18 の資料参照）             内田福祉保健課長 

 

 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。今年度は、

第３期にこまちプランの推進のため、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、次年度以降のさらなる推進や令和３年度から始まる第４期

地区別計画の策定に向けた機運を高めることを目的として開催します。 

 

（１）開催概要 

  ア 日時 

    令和２年２月 15 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活動発表（全ての地区）、パネル展

示等 

（２）依頼内容 

   第３期にこまちプラン地区別計画の活動発表依頼 

これまでの第３期計画の振り返りについて、発表をお願いいたします。 

※詳細は、別紙区連会資料「令和元年度 にこまちフォーラムの開催について」 

をご覧ください。 

（３）その他 

   チラシの班回覧及び出席依頼については、改めて 11 月の定例会で依頼します。 

（４）問合せ先 

   福祉保健課（２階 27 番窓口）担当：本田、青木、平野 

   電話 320-8437／FAX 324-3703 

   

  《依 頼》 第３期にこまちプラン地区別計画の発表準備 

 

【10 月下旬に依頼文を自治会・町内会長宅あて送付します。】 
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［出席依頼］ 

19 民生委員・児童委員及び主任児童委員の委嘱状伝達  

 式について              〔依 頼〕  
（福祉保健課） 

 

                             内田福祉保健課長 

 

 12 月２日（月）13 時 30 分～西公会堂において、西区民生委員・児童委員及び主任

児童委員の委嘱状伝達式を開催いたします。 

各地区連合町内会自治会会長の御出席をお願いいたします。 

後日文書にてご案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

問合せ先 

福祉保健課（２階 27 番窓口）担当：森山 

 電話 320-8436／FAX 324-3703 

 

【10 月下旬に資料を地区連会長宅あて送付します。】 

 

［その他依頼］ 

20 西区民生委員児童委員協議会 令和元年度全員研修   

 会及び交流交歓会の開催について     〔依 頼〕   
（福祉保健課） 

 

 （議題 20 の資料参照）             内田福祉保健課長 

 

民生委員・児童委員及び主任児童委員の３年ごとの一斉改選による退任者との交流

会を 11 月 28 日（木）に開催します。 

この会は、任期満了による区切りであり、３年間の集大成として、日頃の活動内容

を振り返り、相互に意見交換をする場として開催します。 

 つきましては、この会に出席する民生委員・児童委員及び主任児童委員の該当地区

の自治会・町内会におかれましては、開催趣旨をご理解いただき、参加費（一人 7,000

円）について特段のご配慮をお願いいたします。 

 

問合せ先 

福祉保健課（２階 27 番窓口）担当：森山 

 電話 320-8436／FAX 324-3703 

 

  【10 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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［その他］ 

21 令和元年度 横浜市自治会町内会長永年在職者表彰式   

 について                        
（市連会・市民局） 

 

 （議題 21 の資料参照）         西野地域振興課長 

 

永きにわたり自治会町内会長としてご尽力されている方々を自治会町内会長永年在

職者として表彰するため、昨年と同様に市長主催による表彰式を開催します。日程の

詳細が決まりましたので、ご報告いたします。 

 

（１）日時 

   令和２年２月６日（木）14 時 30 分～16 時 15 分（予定） 

（２）会場 

   市長公舎（西区老松町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 

 

  【12 月上旬を目安に御案内を市民局から参加対象者あてに郵送します。】 

 

22 令和元年度 西区自治会・町内会長感謝会について     

                           
（地域振興課） 

 

西野地域振興課長 

 

昨年と同様に区役所主催による感謝会を開催します。日程の詳細が決まりましたの

で、ご報告いたします。御出席につきまして、よろしくお願いします。 

 

（１）日時 

   令和２年３月６日（金）16 時 00 分～17 時 30 分 

（２）会場 

   崎陽軒４階 宴会場（ダイナスティー） 

（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 

 

  【１月上旬を目安に御案内を地域振興課から参加対象者あてに郵送します。】 
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２ その他 

 

23 西区自治会・町内会長懇親会の開催について       

                           
（第３地区町内会自治会協議会）    

 

                            天笠会長 

 

（１）開催日時 

   11 月 27 日（水）18 時 00 分～（受付：17 時 30 分～） 

（２）場所 

   ホテル横浜キャメロットジャパン ５階ジュビリーⅡ 

（３）会費 

   7,500 円 

（４）通知 

   10 月 25 日頃に各自治会・町内会長あて郵送いたします。 
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