
 

⻄区連合町内会･⾃治会連絡協議会 11 ⽉定例会 
 

令和元年 11 ⽉ 18 ⽇（⽉）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 １⽉ 17 ⽇（⾦）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 班回覧
特殊詐欺注意喚起チラシ「振り込めサギ撲滅の２本柱につい
て」の班回覧について ②

戸部警察署
西区防犯協会
地域振興課

土元生活安全課長
西野地域振興課長

3 関係機関
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

4 市連会
お知らせ・
報告

天皇陛下御即位奉祝記帳所へのご協力の御礼とご報告に
ついて ④

総務局
市民局

田丸総務課長

5 市連会
お知らせ・
報告

ＩＲに関する市民説明会について ⑤ 都市整備局 村上区政推進課長

6 市連会
お知らせ・
報告

一斉改選に伴う民生委員・児童委員及び主任児童委員の推
薦結果について ⑥ 健康福祉局 内田福祉保健課長

7 市連会
お知らせ・
報告

令和元年台風第19号に係る災害援護資金貸付制度及び台
風第15号・19号に係る災害弔慰金、災害障害見舞金、被災
者生活再建支援制度について

⑦ 健康福祉局 内田福祉保健課長

8 関係機関
お知らせ・
報告

令和元年度ふれあい会の研修会について ⑧
西区社会福祉協議
会

武井事務局長

9 関係機関
お知らせ・
報告

「子どもの居場所を考えよう～地域で子どもの居場所を支え
るために～」研修会開催について ⑨

西区社会福祉協議
会

武井事務局長

10 関係機関 班回覧
令和元年度第２回フードドライブ運動の開催チラシの班回覧
について ⑩

西区社会福祉協議
会

武井事務局長

11 関係機関 班回覧 「令和２年西区消防出初式」チラシの班回覧について ⑪ 西消防署 判治庶務係長

12 局 班回覧
委託事業者による西区内全域の漏水調査に係るチラシの班
回覧について ⑫ 水道局 山口配水部担当課長

13 区 班回覧
トークセッション形式の障害啓発企画「ヒューマンライブラ
リー」の開催チラシの班回覧について ⑬ 高齢・障害支援課

永見高齢・障害支援課障害
担当係長

14 区 班回覧 「NPO入門講座」の開催チラシの班回覧について ⑭ 地域振興課 西野地域振興課長

15 関係機関
班回覧及びポ
スター掲出

「確定申告のお知らせ」の班回覧及びポスター掲出について ⑮
横浜中税務署
西区税務課

木村連絡調整官
松井税務課長

16 区
班回覧及びポ
スター掲出

令和元年度「にこまちフォーラム」チラシの班回覧・ポスター
掲出及び御出席について ⑯ 福祉保健課 内田福祉保健課長

17 区
参加依頼及び
ポスター掲出

「令和元年度西区・保土ケ谷区合同人権啓発講演会」の参
加及びポスターの掲出について ⑰ 総務課 田丸総務課長

18 区 ポスター掲出
令和元年度西区防災講演会の開催に係るポスター掲出につ
いて ⑱ 総務課 田丸総務課長

19 区 ポスター掲出 西区ふれあい作品展のポスター掲出について ⑲ 高齢・障害支援課
永見高齢・障害支援課障害
担当係長

20 関係機関 ポスター掲出 「西区キャンドルアート2019」のポスター掲出について ⑳
ふるさと西区推進
委員会

西野事務局長
（地域振興課長）

21 区 ポスター掲出
西区読書活動推進事業「赤ちゃんのための絵と音楽でつづる
おはなし会」の開催に係るポスター掲出について ㉑ 地域振興課 西野地域振興課長

22 関係機関 推薦依頼
令和元年度西区交通安全功労者表彰候補者の推薦につい
て ㉒

西区交通安全対策
協議会

西野事務局長
（地域振興課長）

23 市連会
推薦依頼及び
その他依頼

「第27期横浜市青少年指導員」の推薦及び「第26期西区青
少年指導員協議会全体報告会」の開催について ㉓

こども青少年局
西区青少年指導員
協議会

西野事務局長（地域振興課
長）

議題一覧

一括説明

一括説明

一括説明

一括説明
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令和元年 11 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     

 

［班回覧］ 
２ 特殊詐欺注意喚起チラシ「振り込めサギ撲滅の２本柱   
 について」の班回覧について      〔依 頼〕  

（戸部警察署・西区防犯協会・地域振興課） 

 

 （議題２の資料参照）               土元生活安全課長 

西野地域振興課長 

 

特殊詐欺は、社会の流行り等に乗じた様々な手口を使い、多額の金銭をだまし取ろ

うとします。 

 詐欺被害未然防止策として「振り込めサギ撲滅２本柱」及び「詐欺防止ステッカー」

について、広報チラシを作成しましたので、班回覧にて周知をお願いします。 

 

（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 

地域振興課（４階 48 番窓口）担当：澁谷、俵 

 電話 320-8391／FAX 322-5063 

 

  《依 頼》 チラシ（Ａ４判両面）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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［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）                宮川署長 

 

４ 天皇陛下御即位奉祝記帳所へのご協力の御礼とご報  

 告について              〔情報提供〕 
（市連会・総務局、市民局） 

 

 （議題４の資料参照）                    田丸総務課長 

 

天皇陛下御即位にあたり、本年５月１日（水）～３日（金）及び 10 月 22 日（火）

に、すべての区役所及び市役所に記帳所を設置しました。 

市全体で、５月は 9,254 筆、10 月は 2,494 筆、合計で 11,748 筆ものご記帳をいた

だきました。芳名帳は５月 20 日及び 11 月１日に宮内庁にお届けいたしました。 

自治会・町内会のみなさまにおかれましては、近隣の方々へのご周知へのご協力や、

ご記帳を賜り、誠にありがとうございました。 

 

問合せ先 

総務局総務課 電話 671-2081 

市民局区連絡調整課 電話 671-2067 

 

５ ＩＲに関する市民説明会について          

                    〔お知らせ〕 

（市連会・都市整備局） 
 

 （議題５の資料参照）             村上区政推進課長 

 

ＩＲ（統合型リゾート）の市民説明会について、12 月の６区（西区含む）での開催

に続き、１月以降、月ごとに４区ずつ開催します。 

 日程など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順次、お知

らせします。 

 

問合せ先 

都市整備局ＩＲ推進課 

電話 671-4429／FAX 664-3356 
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６ 一斉改選に伴う民生委員・児童委員及び主任児童委員 

 の推薦結果について          〔お知らせ〕 
（市連会・健康福祉局） 

 

 （議題６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一斉改選にあたりましては、６月から９月

にかけ、候補者推薦のための地区推薦準備会及び連合地区推薦準備会の開催に御協力

いただきありがとうございました。 

 御推薦いただいた候補者につきましては、10 月 31 日の横浜市民生委員推薦会、11

月５日の横浜市社会福祉審議会民生委員審査専門分科会における審査を経た結果、全

ての候補者について適任であると認められましたので、横浜市長より厚生労働大臣へ

推薦し、12 月１日付にて委嘱される予定です。 

 御推薦いただきました委員について、自治会・町内会長あてに個別の通知をお送り

させていただきます。 

 

（１）西区推薦状況 

   推薦数 124 人（民生委員・児童委員 112 人、主任児童委員 12 人） 

（２）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 

 

  【11 月下旬に通知を自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

７ 令和元年台風第 19 号に係る災害援護資金貸付制度   
 及び台風第 15 号・19 号に係る災害弔慰金、災害障害見   
 舞金、被災者生活再建支援制度について 〔お知らせ〕  

（市連会・健康福祉局） 

 

 （議題７の資料参照）             内田福祉保健課長 

  

令和元年台風 19 号の被害により、災害援護資金貸付制度が適用となりましたので、

ご案内します。  

また、台風 15 号及び 19 号により、災害弔慰金 ・災害障害見舞金支給制度が適用と

なっています。 

あわせて、先月ご説明しました被災者生活再建支援制度について、改めてご案内し

ます。 

 

（１）制度 

ア 災害援護資金貸付制度【台風 19 号による被害が対象】（貸付） 

（次ページに続く） 
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イ 災害弔慰金【台風 15 号・19 号による被害が対象】（支給） 

ウ 災害障害見舞金【台風 15 号・19 号による被害が対象】（支給） 

エ 被災者生活再建支援制度【台風 15 号・19 号による被害が対象】（支給） 

（２）問合せ先 

   健康福祉局福祉保健課 

   電話 671-4044 

   西区役所福祉保健課（２階 27 番窓口） 

   電話 320-8436 

 

【11 月下旬に資料を自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

８ 令和元年度ふれあい会の研修会について       

                    〔お知らせ〕 

（西区社会福祉協議会） 
 

 （議題８の資料参照）               武井事務局長 

 

 自治会・町内会単位でのひとり暮らし高齢者等の見守り活動等を行っていただいて

いる「ふれあい会」の研修会を開催します。 

今回は、ふれあい会の活動を多くの方に知ってもらうため、特色のある活動をして

いるふれあい会の事例発表を行います。関心のある自治会・町内会の方は、是非御参

加いただきますようお願いいたします。 

※各ふれあい会の会長には、別途西区社会福祉協議会より御案内させていただいてお

ります。 

 

（１）日時 

   12 月 16 日（月）14 時 00 分～16 時 00 分 

（２）会場 

   西公会堂２階１号会議室 

（３）内容 

  ア ふれあい会について 

  イ 事例発表 

  （ア）岡二あいあい訪問会 

  （イ）南浅間町第一ふれあい会 

（４）定員 

   先着 100 名 

（５）申込方法 

   チラシの裏面の申込用紙を FAX または郵送、電話にて西区社会福祉協議会まで

ご連絡ください。 

（次ページに続く） 
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（６）申込先 

   西区社会福祉協議会 

   電話 450-5005／FAX 451-3131 

 

 【11 月下旬に資料を自治会・町内会長宅あて送付いたします。】 

 

９ 「子どもの居場所を考えよう～地域で子どもの居場所 

 を支えるために～」研修会開催について 〔お知らせ〕 

（西区社会福祉協議会） 
 

 （議題９の資料参照）              武井事務局長 

 

 西区では子ども食堂・地域食堂など、子どもたちが安心して過ごせる「居場所」づ

くりが広がっています。講師より他市の取り組みを聞きながら、地域が子どもたちの

「居場所」にできることは何か、参加者の皆さんと考えていきます。 

ぜひご出席いただきますようお願いいたします。 

 

（１）日時 

   令和２年１月 23 日（木）10 時 00 分～12 時 00 分 

（２）会場 

   西区福祉保健活動拠点 フクシア 

（３）対象者 

   自治会・町内会長、地区社協関係者等 

（４）講師 

   草栁 ゆきゑ 氏（「ずし子ども０円食堂」代表） 

（５）参加費 

   無料 

（６）申込方法 

   令和２年１月 15 日（水）までに、電話、または FAX にてお申し込みください。 

（７）申込先 

   西区社会福祉協議会 

   電話 450-5005／FAX 451-3131 

 

 【11 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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［班回覧］ 

10 令和元年度第２回フードドライブ運動の開催チラシ  

 の班回覧について            〔依 頼〕

（西区社会福祉協議会） 
 

 （議題 10 の資料参照）              武井事務局長 

 

（１）フードドライブ運動について 

   まだ食べられるのに、いろいろな理由で処分されてしまう食品を、「たべもの」

に困っている人や団体に届ける活動です。 

（２）対象の「たべもの」 

   穀類（お米、麺類、小麦粉など）、乾物（海苔、煮干しなど）、インスタント食 

  品、レトルト食品、飲料（ジュース、コーヒー、お茶等）、お菓子（クッキー、せ 

  んべいなど）、ギフトパック（お歳暮、お中元）、保存食品（缶詰、瓶詰など）、調 

  味料各種、食料油 

  ※「未開封で賞味期限が２か月以上あるもの」かつ「常温で保存が可能なもの」

をお願いします。 

（３）日時・会場 

   御提供いただける「たべもの」を受付会場に直接お持ちよりください。 

  ア 受付日時 

    12 月２日（月）～16 日（月） 10 時 00 分～20 時 00 分（日曜は 16：00 ま

で） 

  イ 受付会場 

    西区社会福祉協議会 

    （高島２－７－１ファーストプレイス横浜３Ｆ） 

  ウ 配分期間 

    12 月 19 日（木）～26 日（木） 

（４）問合せ先 

   西区社会福祉協議会 

   電話 450-5005／FAX 451-3131 

 

  《依 頼》 チラシ（Ａ４判両面）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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11 「令和２年西区消防出初式」チラシの班回覧に   

 ついて                〔依 頼〕 
（西消防署） 

 

 （議題 11 の資料参照）              判治庶務係長 

 

 令和２年西区消防出初式を１月７日に開催します。班回覧にて周知をお願いします。 

 

（１）開催日時 

   令和２年１月７日（火）13 時 00 分～15 時 00 分（受付開始：12 時 30 分） 

（２）場所 

   西公会堂（西区岡野１－６－41） 

（３）実施内容 

西消防団活動紹介、表彰、横浜市消防音楽隊演奏 

西消防署職員及び西消防団員による寸劇 

（４）問合わせ先 

   西消防署庶務課 電話 313-0119 

 

  《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。】 

 

12 委託事業者による西区内全域の漏水調査に係るチラ 

 シの班回覧について          〔依 頼〕 
（水道局） 

 （議題 12 の資料参照）         山口配水部担当課長 

 

 水道局では、調査会社に委託して西区内全域の地下漏水調査を行います。調査方法

は、お客様が在宅の場合は水道メーターで漏水音の調査を行い、不在の場合は宅地内

に入らず道路上で調査を行います。調査費用は無料です。 

つきましては、調査の概要を自治会・町内会の皆様へ、班回覧にて周知くださいま

すよう御協力をお願いします。 

 

（１）調査期間 

   令和２年１月上旬から３月上旬までの平日 

（２）問合せ先 

   水道局配水課漏水管理係 

   電話 331-1838／FAX332-1442 

   ※土・日・祝日はお客さまサービスセンター 847-6262 へお電話ください。 

（次ページに続く） 
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《依 頼》 チラシ（Ａ４判両面）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。】 

 

13 トークセッション形式の障害啓発企画「ヒューマン    

 ライブラリー」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）        松島高齢・障害支援課職員 

 

障害がある人などを迎え、少人数の参加者と対話することで相互理解を深める目的

でトークセッション形式の障害啓発企画「ヒューマンライブラリー」を西区で開催し

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）日時 
   令和２年２月１日（土）14 時 00 分～16 時 00 分（13 時 45 分受付開始） 

（２）場所 

   cafe アニミ（みなとみらい２ クロスパティオ） 

（３）申込方法 

   区役所窓口又は電話、FAX、インターネットにてお申し込みください。 

（４）申込先 

   高齢・障害支援課障害担当 

   電話 320-8450／FAX 290-3422 

 

  《依 頼》 チラシ（Ａ４判両面）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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14 「NPO 入門講座」の開催チラシの班回覧について   

                     〔依 頼〕  

                               （地域振興課） 
 

 （議題 14 の資料参照）             西野地域振興課長 

 

 「NPO 入門講座」を開催します。班回覧にて周知をお願いします。 

（１）開催日・会場 

令和２年１月 24 日（金）9:30～11:30  

にしく市民活動支援センター にしとも広場（西区中央１－５－10 西区役所

1 階） 

（２）内容 

「NPO 法人とはなんだろう？」、「どんな関わり方ができるの？」といった基礎知

識に加え、実際に活動している NPO 団体（Umi のいえ）から設立時や運営の体験

談など講演いただきます。初めて学びたい方も歓迎です。 

（３）申込み 

   令和元年 12 月 11 日（水）～令和２年１月 17 日（金）必着 

   FAX またはメールにてお申し込みください。 

（４）申込先 

   にしく市民活動支援センター にしとも広場（西区役所１階 13 番窓口） 

   担当：山田 

   電話・FAX 620-6624 

 

 《依 頼》 チラシ（Ａ４判両面）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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［班回覧及びポスター掲出］ 

15 「確定申告のお知らせ」の班回覧及びポスター掲出    

 について                〔依 頼〕 
（横浜中税務署・西区税務課） 

 

 （議題 15 の資料参照）      木村連絡調整官・松井税務課長 

 

（１）国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の御案内 

申告書は、国税庁ホームページ内「確定申告書等作成コーナー」で作成できま

す。 

（２）確定申告書作成会場の御案内 

  ア 会場 日石横浜ホール（中区桜木町１－１－８ 日石横浜ビル１階） 

  イ 期間 令和元年２月 17 日(月)～３月 16 日(月) 

  ウ 時間 受付８時 30 分～16 時 00 分 相談９時 15 分～17 時 00 分 

（３）税理士による無料申告相談の御案内 

  ア 申告相談対象者等 

    給与所得者、年金所得者、小規模納税者（事業所得者、不動産所得者） 

  イ 会場・日時 

会場 月日 時間 

本牧地区センター 

（中区本牧原 16－1） 

1/28（火）・1/29（水）・

2/5（水）・2/6（木） 

【受付】 

9:00～11:30 

13:00～15:30 

【相談】 

9:30～12:00 

13:00～16:00 

藤棚地区センター 

（西区藤棚町 2－198） 

1/30（木）・1/31（金） 

西公会堂 

（西区岡野 1－6－41） 

2/3（月）・2/4（火） 

税理士会館     ※（注１） 

（西区花咲町 4-106） 

2/7（金） 【受付】 

10:00～15:30 

【相談】 

10:00～16:00 

かながわ信用金庫 横浜営業部   

（中区不老町 1-3）   ※（注１） 

1/27（月） 

※（注１）１月 27 日(月) かながわ信用金庫横浜営業部、２月７日（金）税理士

会館では、給与所得者、年金所得者が対象となります。 

（４）確定申告に関する問合せ先 

横浜中税務署 電話 651-1321（自動音声案内） 

 

  《依 頼》 チラシ（Ａ４判４ページ）の班回覧及びポスター（Ａ４判）の掲出 

 

 

 

 

【12 月下旬にチラシ及びポスターを自治会・町内会長宅あて郵送します。】 
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［班回覧・ポスター掲出及び出席依頼］ 

16 令和元年度「にこまちフォーラム」チラシの班回覧・  

 ポスター掲出及び御出席について     〔依 頼〕 
（福祉保健課） 

（議題 16 の資料参照）             内田福祉保健課長 

 

 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きたく、周知及び出席について御協力くださいま

すようお願いいたします。 

 

（１）日時 

   令和２年２月 15 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、子どもたちの活動発表、福祉作業所の製品販売 

（４）問合せ先 

   福祉保健課（２階 27 番窓口）担当：本田、青木、平野、柳田 

   電話 320-8437／FAX 324-3703 

 

  ※出席確認票の御提出については、令和２年１月31日（金）までにお願いしま

す。 

 

  《依 頼》 チラシ(Ａ４判両面)の班回覧、ポスター(Ａ４判)の掲出及びフォー

ラムへの出席 

 

  【11 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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［参加依頼及びポスター掲出］ 

17 「令和元年度西区・保土ケ谷区合同人権啓発講演会」   

 の参加及びポスターの掲出について     〔依 頼〕  
（総務課） 

 

 （議題 17 の資料参照）               田丸総務課長 

 
 西区では、区民および職員の人権意識を啓発するため、人権啓発講演会を開催して

います。令和元年度は、以下のとおり開催しますので、自治会・町内会からの積極的

な御参加及びポスターの掲出をお願いします。 

 
（１）開催日時 

   令和２年２月８日（土）14 時 00 分～15 時 30 分 

（２）場所 

   西公会堂（西区岡野１丁目６－41） 

（３）内容 

   演題：「ダウン症の娘と共に生きて」 

      金澤翔子氏による書のパフォーマンスと母・泰子氏の講演 

講師：金澤 泰子氏・金澤 翔子氏 

（４）申込方法等 

   申込先着順 500 名、入場無料 

   受付期間：12 月 16 日（月）～令和２年１月 21 日（火） 

E メール、FAX、インターネットのいずれかからお申込ください。 

（５）問合せ先 

   保土ケ谷区総務課庶務係 

   電話 334-6203／FAX 334-6390 

 

  《依 頼》 講演会への参加及びポスター（Ａ４判）の掲出 

 

  【11 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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［ポスター掲出］ 

18 令和元年度西区防災講演会の開催に係るポスター    

 掲出について              〔依 頼〕 
 （総務課） 

 

 （議題 18 の資料参照）               田丸総務課長 

 

 令和元年度西区防災講演会を開催します。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 
   令和２年１月 13 日（月・祝）14 時 00 分～16 時 00 分（13 時 00 分開場） 

（２）会場 

   西公会堂（横浜市西区岡野１－６－41） 

（３）講師及び演題 

  ア 講師 

天達 武史 氏（気象予報士） 

イ 演題 

令和元年度西区防災講演会 

～ここがポイント！気象災害への備え～ 

（４）申込方法等 

12 月 11 日受付開始（先着 500 名） 

横浜市電子申請・届出システム（添付チラシの QR コードから）、電話、FAX に

てお申し込みください。 

（５）その他 

  ア 一時託児（２～６歳未満）希望者や、特に配慮が必要な方は 12 月 23 日

(月）までに問合せ先に御連絡ください。 

   イ 荒天時の開催可否は、当日午前８時から西区ホーページ、ツイッター、横浜

市コールセンター（電話：664-2525）にてお知らせします。 

（６）申込先 

総務課庶務係（４階 51 番窓口） 

   電話 320-8310 

   FAX 290-3422（高齢・障害支援課） 

 

 《依 頼》 ポスター（Ａ４判）の掲出 

 

  【11 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 西区ふれあい作品展のポスター掲出について     

                    〔依 頼〕    

                            （高齢・障害支援課） 
 

 （議題 19 の資料参照）     永見高齢・障害支援課障害担当係長 

 

昨年に引き続き、西区域の中学校個別支援級生徒の作品や障害関係事業所利用者の

作品等を展示する「西区ふれあい作品展」を開催します。 

つきましては、作品展の実施を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）実施内容 

   日時及び会場 

  ア 12 月３日（火）～５日（木） 

     場所：西区役所１階区民ホール及び１ＡＢ会議室 

     時間：９時 00 分～17 時 00 分 

      ※中学生の作品展示は区役所のみ 

  イ 12 月７日（土）～13 日（金） 

場所：地域活動支援センター「cafe アニミ」（西区みなとみらい２丁目１

－１ MM21 グランモール公園１Ｆ） 

     時間：11 時 00 分～17 時 00 分 

     ※12 月 10 日（火）、11 日（水）は閉館日 

（２）問合せ先 

   高齢・障害支援課障害担当 

   電話 320-8417／FAX 290-3422 

 

  《依 頼》 ポスター（Ａ４判）の掲出 

 

  【11 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 「西区キャンドルアート 2019」のポスター掲出に   

 ついて                 〔依 頼〕 
（ふるさと西区推進委員会） 

 

 （議題 20 の資料参照）      西野事務局長（地域振興課長） 

 

西区キャンドルアート 2019 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）日時 

   12 月 21 日（土）17 時 00 分～20 時 00 分 

   ※雨天中止。ただし、屋内ステージは雨天決行 

（２）場所 

   【屋外会場】グランモール公園「美術の広場」（みなとみらい３ 美術館前） 

   【屋内会場】MARK IS みなとみらい「グランドガレリア」（みなとみらい３－

５－１） 

（３）参加費 

   無料 

（４）内容 

   西区の小学生のみなさんが描いたキャンドルや「にしまろちゃん」及び「ひこ 

  にゃん」をモチーフにしたキャンドルなどを点灯、屋内ステージでは小学生の皆

さんによる合唱を行います。 

（５）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》 「西区キャンドルアート 2019」のポスター(Ａ４判)の掲出 

 

  【11 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 西区読書活動推進事業「赤ちゃんのための絵と音楽    

 でつづるおはなし会」の開催に係るポスター掲出につ  

 いて                  〔依 頼〕  

                               （地域振興課） 
 

 （議題 21 の資料参照）             西野地域振興課長 

 

西区読書活動推進事業「赤ちゃんのための絵と音楽でつづるおはなし会」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）開催日時・会場 

令和２年１月 30 日（木）14 時 30 分～15 時 30 分（開場 14 時） 

みなとみらいホール 小ホール（西区みなとみらい２－３－６） 

（２）内容 

   曲目に合わせた絵をスクリーンに投影しながら、歌やピアノ、マリンバによる

童謡やクラシック音楽、絵本うた「はらぺこあおむし」、「スイミー」などの生演

奏を行います。 

（３）対象・定員 

対象：0～6 歳と保護者 定員：親子 120 組   

（４）申込 

   令和元年 12 月 11 日（水）～ 

電話、FAX、メール、ホームページ、または区役所窓口からお申込みください。 

（５）申込先 

   地域振興課（４階 48 番窓口）担当：津田・石上・小高 

   電話 320-8393／FAX 322-5063 

 

  《依 頼》 ポスター（Ａ４判）の掲出 

 

  【11 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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［推薦依頼］ 

22 令和元年度西区交通安全功労者表彰候補者の推薦に  

 ついて                 〔依 頼〕  
（西区交通安全対策協議会） 

 

 （議題 22 の資料参照）    西野事務局長（地域振興課長） 

 

 日頃から地域の交通安全に貢献していただいている個人、または団体の表彰を実施

しますので、候補者の推薦を依頼します。 

 

（１）推薦者数 

   各地区から個人・団体合わせて２候補以内 

（２）推薦期限   

   令和２年１月 16 日（木） 

（３）提出先 

   地域振興課（４階 48 番窓口）担当：澁谷、俵、柳田 

   電話 320-8392／FAX 322-5063 

 

  《依 頼》 交通安全功労者表彰候補者の推薦 

 

  【依頼文を地区連会長あて席上配付します。】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 18 - 

［推薦依頼及びその他依頼］ 

23 「第 27 期横浜市青少年指導員」の推薦及び「第 26 期 

 西区青少年指導員協議会全体報告会」の開催について  

                     〔依 頼〕 
（市連会・こども青少年局・西区青少年指導員協議会） 

 

 （議題 23 の資料参照）        西野事務局長（地域振興課長） 

 

（１）「第 27 期横浜市青少年指導員」の推薦について 

   ア 任期 

     ２年（令和２年４月１日～令和４年３月 31 日） 

   イ 推薦人数  

     各自治会・町内会から１人 

     ※推薦人数は地域の実情に応じて、柔軟に対応します。（地区内で人数調整 

     が必要な場合は、各地区青少年指導員会長と御相談してください。） 

     原則として、再任者は改選期日現在、70 歳未満であること、また、新任者

は 65 歳未満であることとします。 

   ウ 推薦期限 

     令和２年１月 31 日（金） 

   エ 提出先 

     地域振興課（４階 48 番窓口）担当：澁谷、秋枝 

     電話 320-8391／FAX 322-5063 

 

  《依 頼》 青少年指導員の推薦 

 

  【11 月下旬に推薦依頼書を自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

（２）「第 26 期西区青少年指導員協議会全体報告会」の開催について 

  ア 日時 

    令和２年３月 15 日（日）17 時 45 分～ 

  イ 会場 

    HOTEL THE KNOT YOKOHAMA（ホテル・ザ・ノット ヨコハマ） 

西区南幸２－16－28（旧横浜国際ホテル） 

 

  《依 頼》 ①各地区連会長の出席 

        ②区連会長の挨拶 

        ③分担金のお願い 

 

  【11 月下旬に依頼文を自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 


