
西区連合町内会･自治会連絡協議会 ９月定例会 

令和２年９月 18日（金）13：30～ 
西区役所３階ＡＢ会議室 

次   第 

1 行政等からの情報提供 

裏面参照（No.１～22） 

2 その他 

 ＜次回区連会定例会日程＞ 

（１）日時 10月 19日（月）13：30～

（２）場所 西区役所３階ＡＢ会議室



№ 区　分 種　　別 単位町会
配布 議　　　　　　　　　　　題 資料 ページ 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 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 3 西消防署 宮川署長

3 市連会
お知らせ・
報告

○ 新たな劇場整備の検討状況について 3 5 政策局 服部政策局劇場計画部長

4 関係機関
お知らせ・
報告

○ 土砂災害特別警戒区域の基礎調査結果の公表について 4 6
神奈川県横浜川崎治水
事務所

工務部急傾斜地第一課
中野課長補佐、山浦主任技師

5 局
お知らせ・
報告

×
応急仮設住宅の円滑な建設に向けた予備調査について
（調査地改定） 5 8 建築局 伊藤住宅政策課担当係長

6 市連会
お知らせ・
報告

○
（仮称）横浜市空家等の適切な管理に関する条例案の骨
子に係るパブリックコメントの実施について 6 10 建築局 大橋建築指導課担当係長

7 市連会
お知らせ・
報告

×
リーフレット「横浜市の水道事業の現状と今後の方向性」の
全戸配布について 7 13 水道局 羽山人材開発課長

8 市連会
お知らせ・
報告

× 横浜ＩＲ（統合型リゾート）について 8 16 都市整備局 村上区政推進課長

9 市連会
お知らせ・
報告

○ 災害用備蓄食料の更新に伴う無償配布について 9 20 総務局 近藤総務課長

10 市連会
お知らせ・
報告

× 令和２年度自治会町内会講習会について 10 24 市民局 西野地域振興課長

11 市連会
お知らせ・
報告

○ コロナ禍での自治会町内会活動について 11 25 市民局 西野地域振興課長

12 区
お知らせ・
報告

×
区民利用施設等の工事及び工事期間に係る利用につい
て - - 地域振興課 西野地域振興課長

13 区
お知らせ・
報告

○
「コロナに負けるな！西区元気プロジェクト2020」の実施に
ついて 13 31 地域振興課 西野地域振興課長

14 区
お知らせ・
報告

○ 新型コロナ感染症について 14 31 福祉保健課 玉﨑西区福祉保健センター長

15 区
お知らせ・
報告

○
にしく市民活動支援センター広報紙「にしとも広場　mini」第
16号及び情報紙「にしとも広場」第16号の配架について 15 40 にしとも広場 西野地域振興課長

16 区
お知らせ・
報告

× 令和２年度　高齢者インフルエンザ予防接種について - - 福祉保健課 内田福祉保健課長

17 区
お知らせ・
報告

○
令和２年度「あんしんカード」の自治会・町内会への配布及
び更新について 17 50 福祉保健課 内田福祉保健課長

18 区
お知らせ・
報告

○ 災害時要援護者名簿の提供について 18 56
福祉保健課、高齢・障
害支援課、総務課

内田福祉保健課長

19 区
お知らせ・
報告

○ 第４期にこまちプラン地区別計画の策定等について 19 60 福祉保健課 内田福祉保健課長

20 関係機関
募金とりまと
め依頼

○
令和２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 20 62

神奈川県共同募金会横
浜市西区支会

武井事務局長

21 関係機関
会費納入依
頼

郵送 令和２年度　西区社会福祉協議会会費納入について 21 66 西区社会福祉協議会 武井事務局長

22 市連会
アンケート調
査依頼

○
自治会町内会・地区連合町内会アンケート調査への御協
力について 22 67 市民局 西野地域振興課長

議題一覧
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令和２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）              土元生活安全課長 

 

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 新たな劇場整備の検討状況について             

                     〔報 告〕 
（市連会・政策局） 

 
（議題３資料参照）             服部政策局劇場計画部長 

 

横浜市では、本格的な舞台芸術を上演できる劇場整備の検討を進めています。 

新たな劇場は、観光、賑わいなど経済活力、さらに、次代を担う子どもたちの育成

や地域の活性化などへの貢献を目指しています。 

今回は、検討状況などを御報告いたします。 

 

（１）問合せ先 

   政策局 劇場計画課 

   電話：671-4399 

   政策局 芸術創造課 

   電話：671-4198 

【９月下旬に説明資料を自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

４ 土砂災害特別警戒区域の基礎調査結果の公表につい

て                  〔お知らせ〕 
（神奈川県横浜川崎治水事務所） 

 

（議題４資料参照）     工務部急傾斜地第一課 中野課長補佐 

山浦主任技師          

 

８月 28 日に西区の土砂災害特別警戒区域の基礎調査結果が神奈川県より公表され

ました。 

調査結果、西区は、42 区域が指定される見込みです。 

土砂災害特別警戒区域は、通称レッドゾーンと言われ、「急傾斜地の崩壊等が発生し

た場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれが

あると認められる区域」です。この区域に指定されると、特定の開発行為に対する許

可制、建築物の構造規制等が行われます。 

そのため、地域の皆様に、本公表に係る内容についてお知らせいたします。 

 

（１）問合せ先 

 横浜川崎治水事務所 急傾斜地第一課 

電話：045-411-2520 

【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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５ 応急仮設住宅の円滑な建設に向けた予備調査につい 

て（調査地改定）           〔お知らせ〕 
（市連会・建築局） 

（議題５資料参照）           伊藤建築局住宅政策課担当係長 

 

応急仮設住宅は、速やかな建設を図るため、災害救助法により、災害発生から 20 日

以内の工事着工が定められています。 

本市では、大規模災害時における建設候補となる用地での円滑な建設に向けた模擬

的な検討を行うため、一定条件により候補地を選定し、予備調査を行っております。

従来に選定していた土地以外にも予備調査を行う土地を決定しましたので、お知らせ

致します。 

なお、選定した土地に必ず応急仮設住宅の建設がされるということではありません。

大規模災害時には、市内の住宅の被害状況から必要戸数を把握した上で、データベー

ス（500 箇所）の中から、用地の被害状況を確認し、建設地を決定します。 

 

（１）予備調査の内容について 

敷地、資機材の搬入路、敷地内障害物、接続先の公共施設等の状況など、建設

するために必要な事項についての現地調査や住宅配置計画等について調査します。 

（２）問合せ先 

   建築局住宅政策課（伊藤、城向） 

   電話：671-2922 
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６ （仮称）横浜市空家等の適切な管理に関する条例案

の骨子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・建築局） 

 

（議題６資料参照）          大橋建築局建築指導課担当係長 

 

 空家等の適切な管理を促進し､管理不全な空家等の防止･解消につなげることを目的

とした（仮称）横浜市空家等の適切な管理に関する条例案について、骨子をとりまと

めましたので市民意見募集（パブリックコメント）を行います。 

 意見の募集期間は令和２年 10 月１日（木）から令和２年 10 月 30 日（金）までで

す。御意見ははがき、Ｅメール、ＦＡＸ又は持参にて御提出ください。リーフレット

は市役所、各区役所等で配布するほか、市ホームページにも掲載します。 

 

（１）問合せ先 

   パブリックコメント、条例案の骨子について 

   建築局 建築指導課（大橋、長谷川） 

   電話：671-4539／FAX：681-2434 

 

【９月下旬に資料を自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

７ リーフレット「横浜市の水道事業の現状と今後の   

方向性」の全戸配布について      〔お知らせ〕  
（市連会・水道局） 

 
（議題７資料参照）             羽山水道局人材開発課長 

 

水道局では、市会定例会に水道料金の改定議案を提出し、令和３年７月に料金改定

を実施したいと考えています。 

これに先立ち、市民の皆様に「横浜市の水道事業の現状と今後の方向性」を御理解

いただくことを目的にリーフレットを作成しました。令和２年 10～11 月に行う水道

メーター検針時に全戸配布いたします。 

なお、「横浜水缶」の販売休止についても併せてお伝えいたします。 

 

（１）問合せ先 

   水道局 経営企画課（丹羽） 

   電話：671-3127 
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８ 横浜ＩＲ（統合型リゾート）について             

                    〔お知らせ〕 
（市連会・都市整備局） 

 

（議題８資料参照）                 村上区政推進課長 

 

 令和２年３月６日から４月６日にパブリックコメントを実施した「横浜ＩＲ（統合

型リゾート）の方向性（素案）」について、８月 28 日にパブリックコメントの結果及

びパブリックコメント受け修正した「横浜ＩＲの方向性」を公表しましたので、報告

します。 

 

（１）問合せ先 

   区政推進課 企画調整係（４階 49 番窓口） 

   電話：320-8327 

 

９ 災害用備蓄食料の更新に伴う無償配布について     

                    〔お知らせ〕  
（市連会・総務局） 

 

（議題９資料参照）                  近藤総務課長 

 

 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、保存パン、水缶詰、おかゆ 

（２）対象 

横浜市内の法人・団体（自治会・町内会、NPO、社会福祉法人等） 

（３）申込期間 

令和２年 10 月５日（月）から 10 月 16 日（金）まで 

（４）申込方法 

郵送、ＦＡＸ及びインターネット（Ｅメールの場合も可） 

（５）問合せ先 

   総務局地域防災課 

   電話：671-2011／FAX：641-1677 

   Ｅメール：so-chiikibousai@city.yokohama.jp 

 

【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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10 令和２年度自治会町内会講習会について       
                   〔お知らせ〕  

（市連会・市民局） 

（議題 10 資料参照）               西野地域振興課長 

 

 今年度も、「自治会町内会講習会」を行います。 

例年とは異なり、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、講師による「コロナ

禍での自治会町内会活動」に関する講演を映像資料（DVD）として配付する形で実施し

ます。各区地域振興課からお渡ししますので事前の申請等は不要です。 

皆様でご視聴いただき、活動の参考にしていただければと存じます。 

 

（１）問合せ先 

   市民局 地域活動推進課（荒木・石栗） 

   電話：671-2317 

 

11 コロナ禍での自治会町内会活動について           

                    〔お知らせ〕 
（市連会・市民局） 

 
（議題 11 資料参照）                西野地域振興課長 
 

コロナ禍で活動の縮小を余儀なくされている自治会町内会が多いかと思います。 

これまで培ってきた地域のつながりが、希薄になってしまうことが懸念される中、

今後、自治会町内会の活動を続けていくためのヒントにしていただけるように、新た

な活動方法や工夫された取組などの事例等をまとめて、ご紹介していきます。 

 

（１）問合せ先 

   市民局 地域活動推進課（中野・江口） 

   電話：671-2317 

 

【９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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12 区民利用施設等の工事及び工事期間に係る利用に                

 ついて                〔お知らせ〕       
（地域振興課） 

 

       西野地域振興課長 

 

区民利用施設の工事について、今後の予定が決まりましたので、報告いたします。 

 工事期間中は、利用休止など御利用者の方々に御迷惑をおかけいたしますが、よろ

しくお願いします。 

 

【令和２年度】 

１ 西公会堂・西地区センター 

   空調機更新工事のため、工事期間中は全館休館となる予定です。 

（工事期間：令和２年 10 月～令和２年 12 月予定） 

 

２ 平沼集会所 

   エレベーター更新工事のため、下記期間においてはエレベーターが使用できな

くなります。 

（工事期間：令和３年２月～令和３年３月予定） 

 

３ 西スポーツセンター 

   プール外壁雨漏り対策工事のため、下記期間においては、プールの利用ができ

なくなる期間があります。また、下記期間に合わせて監視カメラ等更新工事・引

込開閉器更新工事も行います。 

   （工事期間：令和３月１月～令和３年３月予定） 

   ※プール以外の休館は予定しておりません。 

 

（１）問合せ先 

   地域振興課（４階 48 番窓口）担当：岡田、幸田、小高 

   電話：320-8393／ FAX：322-5063 
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13 「コロナに負けるな！西区元気プロジェクト 2020」 

の実施について            〔お知らせ〕 
（地域振興課） 

（議題 13 資料参照）                西野地域振興課長 

 

新型コロナウイルスの感染拡大の中にあって、地域が連綿と続けてきた活動を維持・

促進し、地域経済の活性化を図るため、「コロナに負けるな！西区元気プロジェクト

2020」として、「３密」を意識したイベントを行うとともに、動画配信などの Web での

情報発信を連携させ、地域が力強く活動している様を内外にアピールします。 

 今後、地域で活動する団体を対象に、出展ブースや動画撮影などのイベント参加募

集を行う予定ですので、その際は企画の周知・募集についてご協力のほどよろしくお

願いいたします。 

（１）企画概要 

ア 名  称：「コロナに負けるな！西区元気プロジェクト 2020」  

イ 開催期間：11 月１日（日）～12 月６日（日） 

ウ 主な内容（予定）： 

（ア）地域で活動するダンスやバンド等の団体の動画 

（イ）区役所正面玄関での日替わり出展ブース及び撮影 

（ウ）商店街スタンプラリー 

  （エ）ハマのウォーキングフェスティバル 

  （オ）その他、地域団体等自身による動画投稿など 

（２）問合せ先 

   地域振興課 地域活動担当（４階 47 番窓口） 

   電話：320-8386 

 

14 新型コロナ感染症について             

                    〔報 告〕  
（福祉保健課） 

 

（議題 14 資料参照）         玉﨑西区福祉保健センター長 

 

 新型コロナ感染症に係る市内・区内の患者の発生状況、ＰＣＲ検査等の情報を提供

させていただくとともに、感染拡大防止に向けた取り組みについてお願いさせていた

だきます。 

（１）問合せ先 

   福祉保健課健康づくり係（２階番窓口） 

   電話：320-8439 

 

【９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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15 にしく市民活動支援センター広報紙         

 「にしとも広場 mini」第 16 号及び情報紙「にしとも

広場」第 16 号の配架について     〔お知らせ〕  
（にしく市民活動支援センター） 

 

（議題 15 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情報紙「にしとも広場 mini」第 16 号

と「にしとも広場」第 16 号を発行します。９月下旬からは区内鉄道駅や各施設にて配

布します。 

 

（１）配布施設 

・スマイル・ポート 

・親子サロン 

・西地区センター 

・藤棚地区センター 

・野毛地区センター 

・宮崎ケアプラザ 

・浅間台ケアプラザ 

・藤棚地域ケアプラザ 

・戸部本町地域ケアプラザ 

・西区社会福祉協議会(フクシア） 

・西前小コミュニティハウス            

・東小コミュニティハウス 

・戸部コミュニティハウス 

・軽井沢コミュニティハウス 

・稲荷台小コミュニティハウス 

・平沼集会所 

・野毛山荘 

・西スポーツセンター 

・境之谷ログハウス                    

・青少年育成センター 

・生活創造空間にし 

・サポート・ねくさす 

・生活支援センター西 

・中央図書館 

・(社）西区区民利用施設協会事務局            

・神奈川コミュニティカレッジ事務局 

・岩間市民プラザ 

・横浜市市民協働推進センター 

・紅梅気楽カフェ（咲弘洞） 

・ばあばのいえあさだ 

・カサコ 

・らいぶステーション 

・よってこっと 

・みなとみらいマンション 

・西区に主たる事務所がある NPO 法人 

 

等 

 

（２）問合せ先 

   にしく市民活動支援センター 

   電話：620-6624 

 

【９月下旬に「にしとも広場 mini」および「にしとも広場」を 

自治会・町内会長宅あて送付します。】 
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16 高齢者インフルエンザ事業における自己負担額の   

無償化について             〔お知らせ〕                     

（福祉保健課） 

 

                内田福祉保健課長 

 

 令和２年９月１０日の神奈川県議会において、インフルエンザと新型コロナウイル

スの同時流行に備え、65 歳以上を対象としたインフルエンザワクチン接種の無償化の

方針が示されたことについて、報道がなされました。 

横浜市においても、従来実施している高齢者インフルエンザ事業について 

10 月 1 日から無償化できるよう調整を行っております。 

 詳細な内容が決まりましたら、広報よこはま 10 月号、ホームページ、医療機関に配

布するチラシでご案内いたします。 

 

（１）実施概要（案） 

ア 対象 

（ア）65 歳以上の方 

（イ）60 歳以上 65 歳未満の方で、以下のいずれかに 1 級相当の障害※の 

ある方 

※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る 

免疫機能の障害 

イ 実施期間 

    令和２年 10 月１日～12 月 31 日 

ウ 自己負担額 

    令和２年度については無料 

エ 実施場所 

   市内の協力医療機関 

   

（２）問合せ先 

福祉保健課（２階 26 番窓口） 

電話：320-8439 
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17 令和２年度「あんしんカード」の自治会・町内会へ
の配布及び更新について        〔お知らせ〕 

（福祉保健課） 

（議題 17 資料参照）               内田福祉保健課長 

 

西区では、災害時にもいきる地域での日頃から「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」等を配布しますので、

申込方法等についてご案内します。 

なお、あんしんカードの対象者増や対象者の情報に変化が生じることも考えられる

ため、定期的に更新されることをお勧めします。 

 

（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、ファックス等でお申し込みください。 

（２）お渡しの時期 

随時、お渡しできます。 

（３）問合せ・申込先 

   福祉保健課（２階 27 番窓口） 

   電話：320-8437／FAX：324-3703 

 

【９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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18 災害時要援護者名簿の提供について         

                   〔お知らせ〕  
（福祉保健課） 

（議題 18 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。 

名簿の活用にあたっては、各自治会・町内会と区で協定の締結、個人情報の取扱に

ついて研修を受講します。 

令和２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。 

 

（１）問合せ先 

【要援護者支援の取組】 

福祉保健課（２階 27 番窓口） 

電話：320-8437 

【名簿の作成・提供】 

高齢・障害支援課（２階 23 番窓口） 

電話：320-8493 

【協定に関すること】 

総務課 （４階 51 番窓口） 

電話：320-8310 

 

【９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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19 第４期にこまちプラン地区別計画の策定等について  

                   〔お知らせ〕  
（福祉保健課） 

（議題 19 資料参照）                内田福祉保健課長 

 

にこまちプラン地区別計画の策定については、新型コロナウィルス感染拡大による

緊急事態宣言期間中の議論をお控えいただきたくお願いしておりましたが、施設の利

用等が段階的に制限解除され、また様々な活動が再開されていることから、策定の作

業についても会議開催上の注意点等を参考に順次再開をお願いいたします。 

なお、新型コロナウィルスの影響は依然として続いているため、策定作業における

今年度中の実施内容を見直しました。また、今後のスケジュールについても再検討し

ておりますので、併せて御確認ください。 

 

（１）問合せ先 

福祉保健課（２階 27 番窓口） 

電話 320-8437 

 

【９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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［募金のとりまとめ依頼］ 

20 令和２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 20 資料参照）                 武井事務局長 

 

（１）募金期間 

   令和２年 10 月１日（木）～令和３年３月 31 日（水） 

   ※新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み、例年より受付期間延長して 

います。 

（２）納入期間 

   なるべく 12 月上旬までを目途にお願いします。 

（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（久保田、竹上） 

    電話：450-5005／FAX：451-3131 

 

【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］ 

21 令和２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 21 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２年度世帯数より算出） 

（２）納入期限 

   11 月 30 日（月） 

（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：西郷・工藤 

   電話：450-5005／FAX：451-3131 

【９月下旬に依頼文を自治会・町内会長宅あて郵送します。】 
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［アンケート調査依頼］ 

22 自治会町内会・地区連合町内会アンケート調査への
御協力について             〔依 頼〕 

（市連会・市民局） 

 

（議題 22 資料参照）                西野地域振興課長 

                         

 自治会町内会・地区連合町内会の活動の状況を把握するとともに、今後の自治会町

内会活動に対する本市の支援策の参考とするため、「自治会町内会・地区連合町内会ア

ンケート」を４年に１度実施しています。 

つきましては、アンケートへの御協力をお願いいたします。 

 

（１）問合せ先 

   市民局 地域活動推進課（江口） 

   電話：671-2317 

 

【９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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