
 
西区連合町内会･自治会連絡協議会 ２月定例会 

【 書 面 開 催 】 
 

令和３年２月 18日（木）13：30～ 
 

次     第 

1 行政等からの情報提供 

裏面参照（No.１～11） 

 

2 その他 

 
 
 
 
 
 
 

 

                             ＜次回区連会定例会日程＞ 

（１）日時 ３月 18日（木）13：30～ 

（２）場所 西区役所３階ＡＢ会議室 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡
大状況を考慮しつつ、開催については
改めてご連絡させていただきます。 



№ 区　分 種　　別
単位町会

配布 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 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

〇 新たな劇場整備の検討について 3 政策局 相馬政策局劇場計画課長

4 市連会
お知らせ・
報告

× 「横浜水缶」事業終了について 4 水道局 山本水道局サービス推進課担当係長

5 市連会
お知らせ・
報告

× 横浜ＩＲ（統合型リゾート）について 5 区政推進課 村上区政推進課長

6 市連会
お知らせ・
報告

○
令和２年度「日赤会費募集」・「共同募金運動」の結
果とお礼について 6 西区社会福祉協議会 武井事務局長

7 関係機関
お知らせ・
報告

○ 令和２年度第３回フードドライブ運動の実施について 7 西区社会福祉協議会 武井事務局長

8 区
お知らせ・
報告

〇
自治会・町内会館における新型コロナウイルス対策に
ついて（その３） 8

生活衛生課
地域振興課

吉田生活衛生課長
西野地域振興課長

9 市連会 推薦依頼 〇
令和３年　民生委員・児童委員及び主任児童委員候補
者の推薦について - 福祉保健課 内田福祉保健課長

10 市連会 その他依頼 〇
令和３年度　自治会・町内会への広報紙配布依頼につ
いて 10 市民局 村上区政推進課長

11 関係機関 その他依頼 ×
西区スポーツ推進委員連絡協議会委嘱式への御出席に
ついて -

西区スポーツ推進委員
連絡協議会

西野地域振興課長

議 題 一 覧
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令和３年２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） 

  

 

２ 西区内の火災・救急概況について           

                    〔お知らせ〕 
（西消防署） 
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３ 新たな劇場整備の検討について           

                    〔お知らせ〕 
（市連会・政策局） 

 

 

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、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きま

した。この度、令和２年 12 月に「横浜市新たな劇場整備検討委員会」より提言をい

ただきましたのでご報告いたします。 

 

（１）提言の主な内容 

・ポストコロナの社会情勢を見据え、人・地域社会、技術、経済再生、つながり

を一層重視した計画内容として整備を推進すべき 

・市民、地域社会の豊かな暮らし、アーティスト、舞台芸術の質の高まり、多岐

にわたる産業の活性化など多面的な効果の発揮が期待できる 

・事業効果や横浜の将来のまちづくりの発展などをふまえ、市全体の事業の優先

順位を考慮することなどにより、整備に伴う負担は可能であり、妥当 

・市民や企業の皆様の理解や関心を深め、気運をさらに盛り上げていくよう積極

的に取り組む必要がある 

 

（２）今後の取組 

新たな劇場の重要な役割である、次世代育成や地域の文化活動の活性化など

について、市民の皆様と直接意見交換を行うワークショップを開催するなど、

より多くの声を聴きながら検討します。 

今後の検討状況について、逐次、お伝えします。 

 

（３）問合せ先 

   政策局芸術創造課（西嶋） 

電話 671-4198 

 

【２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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４ 「横浜水缶」事業終了について          

                   〔お知らせ〕 
（市連会・水道局） 

 

 

 水道局では、市民の皆さまの飲料水備蓄を促進することを目的に「横浜水缶」を販

売してきましたが、令和３年３月末をもって水缶販売の事業を終了します。 

 

（１）販売受付終了日 

   令和３年２月 28 日（日）（お客さまサービスセンターで受付） 

（２）問合せ先 

   水道局サービス推進課地域事業係 

   電話 671-3073 

 

 

５ 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・区政推進課） 

 

 

（１）ＩＲ（統合型リゾート）事業説明会について 

 ＩＲ事業説明会については、１月 22 日（金）にサテライト会場、１月 29 日

（金）にオンライン参加の申込みを締め切りました。申込みをされていない方

でも、当日のライブ配信（You Tube）は視聴いただけます。 

（２）横浜特定複合観光施設設置運営事業 実施方針について 

１月 21 日（木）に横浜におけるＩＲ区域の整備の意義及び目標、本事業を実

施する上で必要となる要件や設置運営事業予定者の選定方法などＩＲ区域の整

備の実施方針等を公表しました。 

（３）「横浜ＩＲを考えるシンポジウム」の YouTube 横浜市公式チャンネル公開につい

て 

12 月 20 日に開催しました「横浜ＩＲを考えるシンポジウム」を YouTube 横

浜市公式チャンネルで公開しています。また、市民情報センターでも DVD の貸

出を行っています。今後、各区の図書館でも DVD の貸出を行う予定です。 

（４）問合せ先 

  都市整備局 IR 推進課（村上・佐々木） 

  電話 671-4135 FAX 550-3869 
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６ 令和２年度「日赤会費募集」・「共同募金運動」の結果

とお礼について              〔報 告〕  
（市連会・日赤横浜市西区地区委員会・県共同募金会横浜市西区支会） 

 
 

「日赤会費募集」及び「共同募金運動」におきましては、多大なるご協力を賜り厚く

お礼申し上げます。令和 2 年度の日赤会費及び募金結果をご報告させていただきます。 

また、各地区連合町内会及び各自治会・町内会分の事務費及び協力費を連合町内会

あてにまとめて交付します。（3 月交付予定） 
 

（１）「日赤会費募集」・「共同募金運動」結果 

  内訳 令和２年度 実績額 

日赤会費 
自治会町内会 4,030,714 

4,311,714 
法人等 281,000 

共同募金 

赤い羽根 
共同募金 

戸別募金 4,097,841 

5,903,714 

9,073,682 

街頭募金 79,913 
法人募金 842,826 
学校募金 10,000 
職域募金 529,903 

イベント募金 23,102 
その他の募金 320,129 

年末 
たすけあ

い 
募金 

戸別募金 2,310,174 

3,169,968 
法人募金 120,000 
職域募金 433,968 

その他の募金 305,826 

（２）事務費・協力費について 

日 赤 ：各地区連合町内会  事務費：地区一律  ￥２０，０００ 

各町内会自治会   協力費：会費実績×５％（千円未満四捨五入） 

共同募金：各地区連合町内会  事務費：地区一律  ￥２０，０００ 

各町内会自治会   地区事務費:地区一律:１,０００円 

配布協力費:自治会町内会加入世帯×２円 

（10 の位を切り上げ) 

※事務費及び協力費の交付については、３月にご指定口座へ振込を予定しておりま

す。 

（３）問合せ先 

   日本赤十字社横浜市西区地区委員会 担当：鈴木・西郷 

   神奈川県共同募金会横浜市西区支会 担当：久保田・竹上 

   電話 450-5005／FAX 451-313 

【２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 令和２年度第３回フードドライブ運動の実施につい

て                   〔お知らせ〕 
（西区社会福祉協議会） 

 

 

 家庭や企業で余った食品を、食に困っている人や団体に届けることでフードロスを

減らす「フードドライブ運動」（今年度第 3 回）を、令和３年３月１日から３月１５日

まで実施します。 

 

（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、食料油など 

※「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 

３月１日（月）～15 日（月） 10 時 00 分～20 時 00 分（日曜日は 16 時まで） 

  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 

  ３月 19 日（金）～26 日（金） 

（４）問合せ先 

   西区社会福祉協議会 

   電話 450-5005／FAX 451-3131 

 

【２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 自治会・町内会館における新型コロナウイルス対策に

ついて（その３）            〔お知らせ〕 
（生活衛生課・地域振興課） 

 

 

令和２年６月及び 10 月の区連会にて、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

自治会・町内会館において、イベント・会合等を開催する際に、「密閉」「密集」「密接」

を避け、必要な感染対策を講じるためのチラシ・チェックリストを配布しました。 

今回は、空気環境を見える化する、「ＣＯ２濃度モニター」について、ご紹介します。 

 引き続き、感染拡大防止への御理解、御協力をよろしくお願いします。 

 

（１）趣旨 

新型コロナウイルス感染症のリスク要因の一つである「密閉（換気の悪い密閉

空間）」に対しては、自治会館の会議室等に、ＣＯ２濃度モニターを設置し、利用

者が日常的に空気環境を数値で確認できるようにすること（空気環境の見える化）

が有効です。 

（２）使い方 

ＣＯ２モニターの数値を基準として、窓開け換気を実施します。 

（３）機種等の選定にあたって 

NDIR（非分散型赤外線）センサー式のものが取り扱いやすいのでおすすめです。 

価格は 20,000 円前後のものが多いようです。 

（４）その他 

   自治会町内会や地区連合町内会が実施する公益的活動に係る経費については、

地域活動推進費の補助対象として申請することが可能です。 

（５）問合せ先 

   生活衛生課（２階 27 番窓口） 

   電話 320-8444／FAX 320-2907 

   地域振興課（４階 47 番窓口） 

   電話 320-8389／FAX 322-5063 

 

【２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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［推薦依頼］ 

９ 令和３年 民生委員・児童委員及び主任児童委員候補

者の推薦について            〔推薦依頼〕 
（市連会・福祉保健課） 

 

 

令和３年において、民生委員・児童委員の欠員地区及び増員が必要な地区について

「地区推薦準備会」及び「連合地区推薦準備会」を開催し、候補者を推薦していただ

きますよう御協力をお願いいたします。 

７月１日付け欠員補充・増員のためには、３月から４月にかけて、12 月１日付け欠

員補充・増員のためには、８月から９月にかけて、「推薦準備会」を開催していただき

ますようお願いいたします。 

欠員地区及び増員が必要な地区の自治会町内会長あて、個別にご相談させていただ

きます。 

 

（１）問合せ先 

   福祉保健課 運営企画係（２階 27 番窓口） 

   電話 320－8436 

 

《依 頼》 委員の推薦 

 

【欠員地区及び増員が必要な地区の自治会町内会長あて、個別にご相談させていただ

きます。】 
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［その他依頼］ 

10 令和３年度 自治会・町内会への広報紙配布依頼につ

いて                   〔依 頼〕 
（市連会・市民局） 

 

 

 日頃から広報紙の配布について多大な御協力を賜り、誠にありがとうございます。

令和３年度も、引き続き広報紙配布への御協力をよろしくお願いします。 

 

（１）配布紙名  

   「広報よこはま」、「県のたより」、「ヨコハマ議会だより」 

（２）依頼回数    

   「広報よこはま」「県のたより」 毎月１回 

   「ヨコハマ議会だより」 年４回（５月･８月･11 月･令和４年２月） 

（３）配布時期 

   広報紙配送後から該当月 10 日までに配布をお願いします。 

（４）配布方法 

   自治会・町内会等からの配布をお願いします。 

（５）配布謝金 

   「広報よこはま」    １部につき９円 

   「県のたより」     １部につき８円 

   「ヨコハマ議会だより」 １部につき４円 

    ※謝金額は令和３年度予算議決後に確定します。 

（６）謝金支払 

   年２回（10 月、令和４年３月） 

（７）問合せ先 

   区政推進課広報相談係（１階１番窓口） 担当：河野、黒飛 

   電話 320-8321／FAX 314-8894 

 

《依 頼》 「広報よこはま」、「県のたより」及び「ヨコハマ議会だより」 

の各世帯配布 

 

【「配布について」の通知を２月下旬に自治会・町内会長宅あて送付します。】 

  【広報紙は、配布予定月の前月末日までに広報配布責任者あて直送します。】 
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11 第 33 期西区スポーツ推進委員連絡協議会委嘱式の   

 開催について              〔依 頼〕  
（西区スポーツ推進委員連絡協議会） 

 

 

スポーツ推進委員の推薦につきましては、各自治会・町内会から御推薦いただきま

して、ありがとうございました。 

つきましては、次のとおり委嘱式を執り行いますので、各地区連会長の御出席をよ

ろしくお願いします。 

今回は感染症対策として広くスペースを確保するため、西公会堂の講堂で実施しま

す 。なお、感染症の状況により、実施方法を変更する場合があります。 

 

（１）開催日時 

   ４月 13 日（火）19 時 00 分 

（２）場所 

   西公会堂 講堂 

（３）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》 ①各地区連会長の出席 

        ②区連会長の挨拶 

 

【後日、案内文を各地区連会長あて郵送します。】 



1 ページ

令和２年度　西区関連行事等予定表
R3.2.18現在

月日 曜日 時間 行事名 会場等 主催等

2/16～
2/22

（火）～
（月）

11:00～17:00 西区文化祭～新春展～ ＭＭギャラリーＡ 西区文化協会

中止
2/20

(予定）
（土） 13:00～16:00 にこまちフォーラム 西公会堂 西区役所

中止 未定 自治会・町内会　会計役員研修会 未定 区連会・西役所

再延期

12月
2月
３月

（予定）

にこまちプラン推進評価委員会 未定 西区役所

中止 3/12 （金） 13:30～ 西区交通安全対策協議会総会 西区役所３階ＡＢ会議室 西区交通安全対策協議会

3/18 （木） 13:30～ 区連会３月定例会 西区役所３階Ｂ会議室 区連会

3/18 （木） 区連会終了後 共同募金会横浜市西区支会委員会 西区役所３階Ｂ会議室
共同募金会横浜市西区支
会

中止
３月

（予定）
西区スポーツ推進委員全体会 未定

西区スポーツ推進委員連
絡協議会

中止 3/14 (日） 10:00～ 西区文化祭「芸能祭～春～」 西公会堂 西区文化協会

調整中
３月

（予定）
西区自治会町内会長感謝会 未定 西区役所

中止 3/21 (日） 第９回西区紙ヒコーキ大会 西スポーツセンターメインアリーナ 西区青少年指導員協議会

規模縮小開催
(メインイベント中

止)
3/27 （土） 11:00～17:00 さくらフェスタ2021 さくら通り周辺 さくらフェスタ実行委員会

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、急きょ中止・変更になる場合があります。
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令和３年度　西区関連行事等予定表
R3.2.18現在

月日 曜日 時間 行事名 会場等 主催等

4/2 （金） 19：00～
西区スポーツ振興事業推進委員会
総会

西区役所３階B会議室
西区スポーツ振興事業推
進委員会

4/13 （火） 19：00～ 西区スポーツ推進委員　委嘱式 西公会堂
西区スポーツ推進委員連
絡協議会

4/19 （月） 13:30～ 区連会４月定例会 西区役所３階AＢ会議室 区連会

4/19 （月） 18:00～ 区連会意見交換会 味蕾亭 区連会

4/19 （月） 区連会前
日本赤十字社神奈川県支部横浜市
地区本部西区地区委員会

西区役所３階ＡＢ会議
室

日本赤十字社横浜市西区
地区委員会

4/19 （月）
上記終了後
（上記を含め
全1～1.5Ｈ）

共同募金会横浜市西区支会委員会
西区役所３階ＡＢ会議
室

共同募金会横浜市西区支
会

4月下旬 西区民まつり実行委員会総会 西区役所３階ＡＢ会議室 西区民まつり実行委員会

4月下旬 ふるさと西区推進委員会総会
西区役所３階ＡＢ会議
室

ふるさと西区推進委員会

4月下旬 かもんやま能開催部会
西区役所３階ＡＢ会議
室

ふるさと西区推進委員会

4/30 （金） 10：00～ 西区子ども会育成連絡協議会総会
西区役所３階ＡＢ会議
室

西区子ども会育成連絡
協議会

4/30 （金） 15:00～ 西区文化協会総会 西区役所３階AB会議室 西区文化協会

５月
（予定）

西区スポーツ協会　総会 西区役所 西区スポーツ協会

５月
（予定）

西区明るい選挙推進協議会 未定
西区明るい選挙推進協議
会

5/18 （火） 13:30～ 区連会５月定例会 西区役所３階AＢ会議室 区連会

5/28 (金) 15:00～ 西区災害対策連絡協議会 西区役所３階ＡＢ会議室 西区災害対策連絡協議会

5/28 (金) 16:00～
西区地域防災拠点管理運営委員会
連絡協議会

西区役所３階ＡＢ会議室
西区地域防災拠点管理運
営委員会連絡協議会

６月中旬
（予定）

14:00～ 西区防犯協会総会 西公会堂 西区防犯協会

6/18 （金） 13:30～ 区連会６月定例会 西区役所３階AＢ会議室 区連会

6/18
（予定）

（金） 区連会終了後 円卓会議 西区役所３階AＢ会議室 西区役所

6/24 （木） 西区商店街組合連合会総会 横浜ロイヤルパークホテル 西区商店街組合連合会

7/19 （月） 13:30～ 区連会７月定例会 西区役所３階AＢ会議室 区連会

7/23
～8/8

東京2020オリンピック競技大会 各競技会場
東京2020オリパラ組織委
員会

８月
(未定)

横浜市長選挙 投開票 未定 西区選挙管理委員会

８月
（予定）

新任自治会・町内会長研修会 未定 区連会

8/18 （水） 18:00～ 区連会夏季意見交換会
ホテル横浜キャメロット
ジャパン

区連会

８月下旬
（予定）

未定 第56回西区虫の音を聞く会 掃部山公園 ふるさと西区推進委員会

8/24
～9/5

東京2020パラリンピック競技大会 各競技会場
東京2020オリパラ組織委
員会

9月17日 （金） 13:30～ 区連会９月定例会 西区役所３階AＢ会議室 区連会

9/17
（予定）

（金）
区連会終了

後
西区新年賀詞交換会実行委員会 西区役所３階Ｂ会議室

西区新年賀詞交換会実行
委員会

9/28～
10/4

11:00～18:00 西区文化祭「創作展」 みなとみらいギャラリー 西区文化協会

※例年の実績をもとに作成しています。
　新型コロナウイルス感染症の感染状況等により変更がある場合があります。

　※祝日移動のため、7月19日（月）は、平日となります
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月日 曜日 時間 行事名 会場等 主催等

10月
（予定）

（日） 西区文化祭「芸能祭」 西公会堂 西区文化協会

10/9 （土） 14:00～ 地域安全西区民のつどい 西公会堂
西区役所・防犯協会
戸部警察署

10/16
（予定）

（土） 第37回横浜かもんやま能 横浜能楽堂（予定） ふるさと西区推進委員会

10/18 （月） 13:30～ 区連会１０月定例会 西区役所３階AＢ会議室 区連会

11月初旬
（予定）

(日） 西区民まつり
戸部公園、西前小学校
等

西区民まつり実行委員会

11/18 （木） 13:30～ 区連会１１月定例会 西区役所３階AＢ会議室 区連会

11/20
（予定）

（土） 10:00～ ダンスダンスダンス 西公会堂
西区役所
西区文化協会

11/21
（予定）

（日） 令和3年読書活動推進講演会 西公会堂 西区役所

未定 自治会・町内会長懇親会
ホテル横浜キャメロット
ジャパン

区連会

12月
（予定）

いずれかの
（金）

年末年始特別警戒 横浜駅周辺
西区防犯協会・戸部警察
署

12月
（予定）

西区・保土ケ谷区合同人権啓発講演
会

西公会堂 西区役所・保土ケ谷区役所

12/17 （金） 18:00～ 区連会冬季意見交換会
ホテル横浜キャメロット
ジャパン

区連会

1/5
（予定）

（水） 令和４年西区新年賀詞交換会 未定
西区新年賀詞交換会実行
委員会

1/5
（予定）

（水） 令和４年西区消防出初式 西公会堂（予定）
西区消防出初式実行委員
会

１月中旬～２
月中旬（予

定）
第４回ブックスタンプラリーin西区 区内読書関連公共施設 西区役所

1/18 （火） 13:30～ 区連会１月定例会
西区役所３階ＡＢ会議
室

区連会

１月
（予定）

第一地区町内連合会
「新年のつどい」

第一地区町内連合会

１月
（予定）

第２地区連合町内会自治会
賀詞交歓会

第２地区連合町内会自治
会

１月
（予定）

第３地区町内会自治会協議会
「新年会」

第３地区町内会自治会協
議会

１月
（予定）

第４地区自治会連合会
「新春のつどい」

第４地区自治会連合会

１月
（予定）

第五地区自治会連合会
「新春の集い」

第五地区自治会連合会

１月
（予定）

第六地区自治会町内会連絡協議会
「新年意見交換会」

第六地区自治会町内会連
絡協議会

２月
（予定）

横浜市自治会町内会長永年在職者
表彰式

未定 市民局

２月
（予定）

未定 にこまちフォーラム 未定 西区役所

2/18 （金） 13:30～ 区連会２月定例会
西区役所３階ＡＢ会議
室

区連会

2/18
（予定）

（金）
区連会終了

後
西区新年賀詞交換会実行委員会 西区役所３階Ｂ会議室

西区新年賀詞交換会実行
委員会

３月
（予定）

西区交通安全対策協議会総会
西区役所３階ＡＢ会議
室

西区交通安全対策協議会

未定 自治会・町内会　会計役員研修会 未定 区連会・西役所

3/18 （金） 13:30～ 区連会３月定例会 西区役所３階Ｂ会議室 区連会

3/18 （金） 区連会終了後 共同募金会横浜市西区支会委員会 西区役所３階Ｂ会議室
共同募金会横浜市西区支
会

３月
（予定）

西区自治会町内会長感謝会 未定 西区役所
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