
 

西区連合町内会･自治会連絡協議会 ３月定例会 

【 書 面 開 催 】 

 

令和３年３月 18日（木）13：30～ 

 

次     第 

1 行政等からの情報提供 

裏面参照（No.１～18） 

 

2 その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ＜次回区連会定例会日程＞ 

（１）日時 ４月 19日（月）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 會下生活安全課長

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

○
「令和３年度横浜市市民活動保険」の周知及びリーフ
レットの配布について 3 市民局地域活動推進課 近藤総務課長

4 市連会
お知らせ・
報告

○ 令和３年度ＬＥＤ防犯灯整備事業について 4 市民局地域防犯支援課 西野地域振興課長

5 市連会
お知らせ・
報告

○
令和３年度地域防犯カメラ設置補助制度実施のお知ら
せについて 5 市民局地域防犯支援課 西野地域振興課長

6 市連会
お知らせ・
報告

○
地域の防犯パトロールマニュアル動画の配信・DVD貸
出のお知らせ 6 市民局地域防犯支援課 西野地域振興課長

7 市連会
お知らせ・
報告

○ 申請書等への押印・署名の見直しについて 7 市民局地域活動推進課 西野地域振興課長

8 市連会
お知らせ・
報告

○
令和２年度自治会町内会・地区連合町内会アンケート
調査結果（速報値）について 8 市民局地域活動推進課 西野地域振興課長

9 市連会
お知らせ・
報告

○ 横浜ＩＲ（統合型リゾート）について 9 都市整備局IR推進課 村上区政推進課長

10 区
お知らせ・
報告

× 新たな西区医師会館の開所について 10 福祉保健課 内田福祉保健課長

11 区
お知らせ・
報告

○
情報紙　「にしとも広場17号」及び「にしとも広場
mini 18号」について 11 地域振興課 西野地域振興課長

12 区
お知らせ・
報告

×

令和２年度西区環境事業推進委員意見交換会の中止に
ついて
令和３・４年度西区環境事業推進委員委嘱式の中止に
ついて

- 資源循環局西事務所 藤塚西事務所長

13 区
お知らせ・
報告

×
令和３年度西区災害対策連絡協議会及び西区地域防災
拠点管理運営委員会連絡協議会の開催について - 総務課 近藤総務課長

14 区
お知らせ・
報告

○
西区統計便覧｢西区っていいね！～データでみる西区
～令和３年（2022年）版｣について 14 総務課 近藤総務課長

15 市連会
ポスター掲
出

○
新型コロナウイルスワクチン接種に関する自治会町内
会への広報協力依頼について 15 健康福祉局健康安全課

松崎健康安全課ワクチン接種調整等
担当課

16 区 推薦依頼 × 西区環境行動推進功労者表彰の候補者推薦について - 地域振興課 藤塚西事務所長

17 区 推薦依頼 × 西区スポーツ振興事業推進委員会委員の推薦について 17 地域振興課 西野地域振興課長

18 関係機関 その他依頼 ○ さくらフェスタ2021連携イベントについて 18 地域振興課 西野地域振興課長

議 題 一 覧
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令和３年 ３月西区区連会定例会資料 

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） 會下
え げ

生活安全課長 

   

 

 

 

２ 西区内の火災・救急概要について 

〔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 「令和３年度横浜市市民活動保険」の周知及びリーフ

レットの配布について          〔お知らせ〕 

（市連会・市民局・総務課） 

（議題３の資料参照） 近藤総務課長 

 

多くの市民の皆様に、安心してボランティア活動に参加していただけるよう、市があ

らかじめ保険会社と保険契約を締結する「横浜市市民活動保険」事業を、令和３年度も実

施します。 

 

（１）補償内容 

賠償責任保険（限度額） 傷害保険 

身体賠償 

１名  １億円 死 亡 １名 500万円 

１事故 ５億円 後遺障害 
後遺障害の程度に応じた金額 

（１名 上限 500万円） 

財物賠償 １事故 500万円 入 院 １日 3,500円（180日限度） 

保管物賠償 １事故 500万円 通 院 １日 2,500円（90日限度） 

免責金額 
（自己負担

額） 
5,000円 手 術 

入院の手術 35,000円 

外来の手術 17,500円 

 

（２）主な配布先 

   西区総務課、市民活動支援センター（にしとも広場）など 

 

（３）問合せ先 

   総務課（４階 51番窓口）担当：白圡 

   電話 320-8308／FAX 322-9847 

 

 

【３月下旬にリーフレットを自治会・町内会長宅あて送付します。】 
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４ 「令和３年度ＬＥＤ防犯灯整備事業について 

〔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 

 

令和３年度の電柱へのＬＥＤ防犯灯及び鋼管ポールＬＥＤ防犯灯の新設工事を行い

ます。設置を希望する自治会・町内会は、区役所地域振興課にて申請書をお受け取りの

うえ御提出ください。 

 

（１）ＬＥＤ防犯灯の新設について 

   ア 申請方法 

     設置を希望する自治会・町内会は、申請書類の提出が必要になりますので、 

    事前に地域振興課までご相談ください。 

   イ 提出期限 

     ５月 31日（月） 

 

（２）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 

 

 ※なお、今回の配布のほかに、自費で防犯灯（ＬＥＤ灯含む）の新設をお考えの自治会・

町内会がございましたら区の補助金の対象となりますので担当まで必ず事前に御相談

ください。また、補助金を受けない場合でも、必ず工事前に御連絡いただきますよう、

お願いします。 

 

【３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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５ 令和３年度地域防犯カメラ設置補助制度実施のお知ら

せについて               〔お知らせ〕 

（市連会・市民局） 

（議題５の資料参照） 西野地域振興課長 

 

地域が取り組む防犯活動の支援の一環として、防犯カメラを設置する際に費用の一部

を補助する「地域防犯カメラ設置補助制度」を、令和３年度も神奈川県と連携して実施

いたします。 

  防犯カメラの設置を希望する自治会・町内会は、地域振興課に御相談のうえ、申請

書類を御提出いただきますようお願いします。 

 

（１）補助の対象とするカメラ 

   地域における犯罪の防止を目的として、道路等の公共空間における人等の動きを

撮影し、記録するために特定の場所に固定して設置する防犯カメラ 

（２）補助対象団体 

   自治会・町内会及び地区連合町内会 

（３）補助対象経費 

  ア 防犯カメラ等機器購入費及び設置工事費 

  イ 防犯カメラの設置を示す看板等の設置費 

※電気料金、修繕、メンテナンス料金などの維持管理費、更新に係る費用は補助の対

象外です。 

（４）補助率 

   防犯カメラ 1台ごとに補助対象経費の 10分の９（上限額 20万円） 

（５）申請書・申請の手引配付場所 

区役所地域振興課 

（６）提出締切日 

   ６月 30日（水） 

※防犯カメラの設置場所により関係機関との調整に時間がかかるものがあります。防

犯カメラの設置を検討される場合は関係機関へのご相談はお早目にお願いいたし

ます。 

（７）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 

 

【３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 地域の防犯パトロールマニュアル動画の配信・DVD 貸出

のお知らせついて            〔お知らせ〕 

（市連会・市民局） 

（議題６の資料参照） 西野地域振興課長 

 

自治会町内会等の防犯担当者様向けに、地域の防犯パトロールを効果的に行うための

ポイントをまとめたマニュアル動画を制作しました。 

防犯パトロールを行う際のチェックポイントや、不審者を発見した際の対処方法等を

まとめていますので、地域の防犯活動の参考としてご活用ください。 

 

（１）問合せ先 

   市民局地域防犯支援課 担当：平社、三國、澤藤 

   電話 671-3705／FAX 671-0734 

 

【３月下旬に資料を自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

 

７ 申請書等への押印・署名の見直しについて 

〔お知らせ〕 

（市連会・市民局） 

（議題７の資料参照） 西野地域振興課長 

 

令和３年３月１日から順次、申請等での押印・署名を廃止していく方針が発表されま

した。 

これに伴い、本市にご提出いただく申請書等について、押印・署名の見直しを行って

おり、準備が整ったものから３月１日以降順次、押印・署名を廃止しています。 

つきましては、自治会町内会に関係する主な手続きにおける見直し状況をお知らせい

たします。 

 

（１）問合せ先 

   市民局地域活動推進課 担当：江口 

   電話 671-2317／FAX 664-0734 

【３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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８ 令和２年度自治会町内会・地区連合町内会アンケート

調査結果（速報）について        〔お知らせ〕 

（市連会・市民局） 

（議題８の資料参照） 西野地域振興課長 

 
自治会町内会・地区連合町内会アンケートへの回答にご協力いただきありがとうご

ざいました。 
単純集計の結果がまとまりましたのでお知らせいたします。 

（１）調査の概要 
  ア 調査期間 令和２年９月～10月 
  イ 調査対象 横浜市内の自治会町内会 2,853団体 

地区連合町内会 253団体 
  ウ 回答率  単位自治会町内会 2,583団体（90.5％） 

地区連合町内会 243団体（96．0％） 
 

（２）問合せ先 
   市民局地域活動推進課 担当：江口 
   電話 671-2317／FAX 671-0734 

【３月下旬に資料を自治会・町内会長宅あて送付します。】 
 

９ 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９の資料参照） 村上区政推進課長 
 

（１）ＩＲ（統合型リゾート）事業説明会について 
  第１回～５回までの事業説明会の実績を報告します。また、サテライト会場につい
ては、新型コロナウイルス感染症の影響等により、すべての会場での実施を見合わせ
ました。 
 

（２）横浜イノベーションＩＲのイメージポスターについて 
  横浜イノベーションＩＲの情報を広く市民の皆様に知っていただくために、イメー
ジポスターを作成し、３月は横浜駅西口広場や鉄道６社の駅構内に掲出しています。 
 

（３）横浜イノベーションＩＲのオンラインシンポジウム開催について 
  横浜イノベーションＩＲに関するオンラインシンポジウムを３月27日（土）に開催
します。YouTubeサイトでライブ配信しますので、どなたでもご覧いただけます。 
 

（４）広報よこはま特別号の発行について 
  １月 21日に発表した実施方針の内容をご説明する広報よこはま特別号を３月 14日
に発行します。 

【３月下旬に広報よこはま特別号を自治会・町内会長宅あて送付します。】 
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１０ 新たな西区医師会館の開所について 

〔お知らせ〕 

（福祉保健課） 

（議題１０の資料参照） 内田福祉保健課長 

 

西区医師会館の建替え工事が終了し、新たな施設が開所します。 

これに伴い、他所に移転していた休日急患診療所や在宅部門が新しい医師会館に戻

り事業を開始しますので、情報提供いたします。 

 

（１）新しい西区医師会館（住所：西区中央1-15-18） 

 事業開始 営業時間 電話番号 

休日急患診療所（医師会事務局） ４月11日（日） 日曜・祝日 

10時～16時 

322-5715 

訪問看護ステーション  

４月５日（月） 

 

土曜・日曜・ 

祝日を除く 

９時～17時 

320-3061 

居宅支援ステーション 321-7742 

在宅医療相談室 620-5830 

訪問介護（ヘルパーステーション） 620-5554 

看護小規模多機能型居宅介護（ナー

シングホームはまあかり：新規事

業） 

４月１日（木） 577-0312 

 

（２）内覧について 

新しい医師会館の内覧を希望される方は、４月１日以降の平日9時～17時の間に322-

5715に連絡し、詳細をお尋ねください。 

 

（３）問合せ先 

   西区福祉保健課 担当：角田 

   電話 320-8436／FAX 324-3703 
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１１ 情報紙「にしとも広場 17 号」及び「にしとも広場 

mini 18 号」について           〔お知らせ〕 

（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情報紙「にしとも広場17号」及び「に

しとも広場 mini 18号」を発行します。３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 

 

【３月下旬に「にしとも広場」及び「にしとも広場 mini」を自治会・町内会長宅 

あて送付します。】 

 

  



9 
 

１２ 令和２年度西区環境事業推進委員意見交換会及び令和３・

４年度西区環境事業推進委員委嘱式の中止について 〔お知らせ〕 

（資源循環局西事務所） 

（議題１２の資料参照） 藤塚西事務所長課長 

 

（１）西区環境事業推進委員意見交換会【中止】 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、毎年３月に実施している西区環境事業

推進委員意見交換会は中止とさせていただきます。 

 

（２）西区環境事業推進委員委嘱式【中止】 

  ４月に予定している西区環境事業推進委員委嘱式についても、新型コロナワクチン

の接種会場の確保等により中止とさせていただきます。 

  なお、委嘱状及び資料については、郵送により各委員に送付させていただく予定で

す。 

 

（３）問合せ先 

   資源循環局西事務所 担当：朝比奈 

   電話 241-9773／FAX 251-1791 
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１３ 令和３年度西区災害対策連絡協議会及び西区地域防災拠点管

理運営委員会連絡協議会の開催について      〔お知らせ〕 

（総務課） 

（議題１３の資料参照） 近藤総務課長 

 

令和３年度西区災害対策連絡協議会及び西区地域防災拠点管理運営委員会連絡協議会

の開催日時等をお知らせします。 

 

（１）西区災害対策連絡協議会 

  ア 日 時 ５月 28日(金) 15時 00分～ 

  イ 場 所 西区役所３階ＡＢ会議室 

  ウ 内 容 令和２年度 災害対策の取組（報告） 

    (予定) 令和３年度 各種災害対策の取組・方針等 

  エ 出席者 各地区連合町内会長・各地域防災拠点管理運営委員会会長他 

 

（２）西区地域防災拠点管理運営委員会連絡協議会 

  ア 日 時 ５月 28日(金）16時 00分～ 

  イ 場 所 西区役所３階ＡＢ会議室 

  ウ 内 容 令和２年度 地域防災活動奨励事業報告 

    (予定) 令和３年度 西区防災訓練基本方針等 

  エ 出席者 各地区連合町内会長・各地域防災拠点管理運営委員会会長他 

 

（３）問合せ先 

   総務課（４階 51番窓口）防災担当 

   電話 320-8310／FAX 322-9847 

 

【後日、開催通知を関係者あて送付します。】 

※新型コロナウイルス感染症の状況に応じて、書面開催となる可能性があります。 

その場合には改めてお知らせします。 
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１４ 西区統計便覧「西区っていいね！～データでみる西

区～令和３年（2021 年）版」について   〔お知らせ〕 

（総務課） 

（議題１４の資料参照） 近藤総務課長 

 

西区内の各種統計データをまとめた西区統計便覧「西区っていいね！～データでみる

西区～令和３年（2021年）版」を発行いたしました。 

  つきましては、各自治会･町内会長に１部送付させていただきますのでご活用くださ

い。 

 

（１）問合せ先 

   西区総務課 担当：市川 

   電話 320-8315／FAX 322-9847 

 

【３月下旬に統計便覧１部を自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

 

１５ 新型コロナウイルスワクチン接種に関する自治会町

内会への広報協力依頼について    〔ポスター掲示〕 

（市連会・健康福祉局） 

（議題１５の資料参照） 松崎健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 

 

新型コロナウイルスのワクチン接種について、４月に予定されている高齢者の接種開

始に向け、現在の進捗状況等をご説明いたします。 

あわせて、各自治会町内会におけるポスター掲出について、ご協力をお願いいたしま

す。 

 

（１）横浜市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター 

   電話 0120-045-070（フリーダイヤル） 

 

（２）問合せ先 

   健康福祉局健康安全課 担当：宗川 

   電話 671-4893 

 

【３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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１６ 西区環境行動推進功労者表彰の候補者推薦について 

〔推薦依頼〕 

（地域振興課） 

（議題１６の資料参照） 藤塚資源化推進担当課長 

 

西区内において、各種の環境行動により横浜市一般廃棄物処理基本計画及び横浜市 

地球温暖化対策実行計画の推進に功労のあった個人または団体に対し、令和３年度西 

区環境行動推進功労者表彰候補者の御推薦をお願い致します。 

 

 （表彰基準） 

 ・ 地域においてごみの減量・リサイクルにかかわる実践活動、啓発活動、寄付行為な

ど、横浜市一般廃棄物処理基本計画の推進に功労のあった個人又は団体 

・ 地域において清掃・美化にかかわる実践活動、啓発活動、寄付行為など、清潔でき

れいな街づくりの推進に功労のあった個人又は団体 

・ 地域において地球温暖化防止にかかわる実践活動、啓発活動、寄付行為など、横浜

市地球温暖化対策実行計画の推進に功労のあった個人又は団体 

 

（１）問合せ先 

   西区地域振興課 担当：鈴木 

   電話 320-8388／FAX 322-5063 

 

１７ 西区スポーツ振興事業推進委員会委員の推薦につい

て                   〔推薦依頼〕 

（西区スポーツ振興事業推進委員会） 

（議題１７の資料参照） 西野地域振興課長 

 
「西区スポーツ振興事業推進委員会」の委員の改選年度にあたるため、企画・運営に

ついて検討をお願いするための委員の推薦をお願いいたします。 
また、４月に開催される総会へのご出席をお願いいたします。 
 

（１）推薦連絡期限 
   令和３年３月 26日（金） 

 
（２）総会 
   令和３年４月２日（金） 

 
（３）問合せ先 
   西区スポーツ振興事業推進委員会事務局（西区地域振興課）担当：澁谷、小野 
   電話 320-8390／FAX 322-5063 
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１８ さくらフェスタ 2021連携イベントについて      

〔その他依頼〕 

（ふるさと西区推進委員会） 

（議題１８の資料参照） 西野ふるさと西区推進委員会事務局長 

 

ふるさと西区推進委員会では、みなとみらい地区で毎年開催されている「さくらフ

ェスタ」と連携して、西区の歴史や魅力にちなむイベントや情報発信等を行っていま

す。 

  さくらフェスタ2021では、次の内容の事業を実施し、パンフレットに記載すること

で、多くの方に周知します。 

 

１ 実施内容 

 (1) わがまち西区ガイドウォーク 

    趣  旨：「にしくシティガイドグループ」の案内で、桜を楽しみながら西区の

魅力を再発見します。案内は、イヤホンガイドでソーシャルディスタ

ントを確保しながら実施します。 

    開 催 日：令和３年３月27日（土） 

     受  付：13時15分（終了予定：15時00分） 

    受付場所：日本丸メモリアルパーク前 

    参 加 費：500円（保険料、イヤホン代含む） 

    そ の 他：先着20人です。事前予約をお願いします。 

    問合せ先：にしとも広場 

         電話・FAX：045-620-6624 

         E-mail：ni-shiencenter@star.ocn.ne.jp 

 

 (2) 掃部山さくらキャンペーン 

    趣 旨：桜の名所である掃部山公園の近くには「戸部大通り商店会」がありま

す。 

令和３年は「掃部山さくらキャンペーン」として、期間限定で、お店自

慢の料理を少しずつ盛り込んだ「お福セット」を販売します。 

    期 間：令和３年３月20日（土・祝）～４月11日（日） 

    内 容：①中華料理 新同楽（税込：980円） 

           電 話：045-242-2122 

           定休日：不定休 

        ②そば処 松山（税込：1,000円） 

            電 話：045-231-5607 

           定休日：日曜日、祝日 

        ③台湾料理 金葉（税込：1,080円） 

            電 話：045-243-3988 

          定休日：なし 

    その他：事前に電話等で予約をお願いします。 

 

【３月下旬にパンフレットを自治会・町内会長宅あて送付します。】 

mailto:ni-shiencenter@star.ocn.ne.jp
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令和２年度　西区関連行事等予定表
R3.3.18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

書面開催 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

書面開催 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

中止 3/19 （金）
西区自治会町内会長永年在職者表彰
式

崎陽軒４階 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
R3.3.18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　未定
西区スポーツ推進委員連
絡協議会

調整中 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

調整中 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

4/23 （金） 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

4/23 （金） 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

4/23 （金） 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

5/21 （金） 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　未定 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） 16:00～ 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

10/17 （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

10/10 （日） 9：00～

地区健民祭（大運動会）
（第一地区・第２地区・第４地区・第
五地区）
（第３地区・第六地区 未定）

各地区 各地区連

※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

10/16 （土）
開場13：00
開演14：00 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
区民利用施設協会
西地区センター
西公会堂

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）

（日）
第15回西区ハマのウォーキング
フェスティバル

未定
西区スポーツ振興事業推
進委員会

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

1/19 （火） 10：00～ 新春のつどい
西区役所４階ＡＢ会議
室

子ども会

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

1/15 （土） 18：30～
第２地区連合町内会自治会
賀詞交歓会

ホテル・ザ・ノットヨコ
ハマ

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

1/16 （日） 18：30～
第五地区自治会連合会
「新春の集い」

ホテル・ザ・ノットヨコ
ハマ

第五地区自治会連合会

1/29 （土） 18：00～
第４地区自治会連合会
「新春のつどい」

崎陽軒本店４階 ダイナ
スティ

第４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

2/1～
2/7

11:00 新春展 MMギャラリーA 西区文化協会

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）

（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（予定）

西区青少年指導員協議会

3/11 （金） 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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