
令和３年 ４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）  

   

 

 

 

２ 西区内の火災・救急概要について 

〔お知らせ〕 

（西消防署） 

（市連会・健康福祉局） 

（議題２の資料参照） 

 

   

 

 

 

  



３ 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       〔お知らせ〕 

（市連会・健康福祉局） 

（議題３の資料参照）  

   

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、現在の進捗状況についてご説明いたします。 

 

（1）個別通知の発送時期について 

   ４月下旬 80歳以上、79歳～75歳（２段階で発送） 

   ５月中旬 74歳～70歳、69歳～65歳（２段階で発送） 

 

（2）各接種手法の開始時期について 

   集団接種は、５月中旬から西公会堂・西地区センターで接種開始予定です。 

 

（3）ワクチンNEWSの発行について 

ワクチン接種に関する情報をタイムリーにお伝えするため、「ワクチンNEWS」を定

期的に発行します。 

 

（4）問合せ先 

・ワクチン接種全般について 

横浜市新型コロナワクチン接種コールセンター 電話：0120-045-070 

 

 

【４月下旬にワクチンＮＥＷＳ、横浜市記者発表資料（令和３年４月 14日版）を 

自治会・町内会長あて送付します。】 

 

  



４ 自治会町内会館整備について 

〔お知らせ〕 

（市連会・地域振興課） 

（議題４の資料参照）  

 

令和４年度に自治会町内会館の新築・購入・増築・改修・修繕（補助対象経費 100万

円以上）を行う意向がある自治会・町内会を対象に、あらかじめ審査を行った上で補助

金の予算編成を行うことを予定しています。 

 申請希望の自治会・町内会につきましては、７月 30日（金）までに書類の提出が必要に

なりますので、お早めに区役所に御相談をいただきますようお願いします。 

※公園集会所の整備を予定している場合も、担当までお問い合わせください。 

また、令和３年度の整備予定については、令和２年度に事前申出いただいているところ

ですが、風水害等の自然災害により緊急で修繕が必要になった場合 には、事前申出の有無

に関わらず、区役所地域振興課へご相談ください（り災の証明等、別途要件があります）。 

 

（1）問合せ先 

地域振興課（４階 47窓口） 

    電話：320-8386/FAX：322-5063 

【４月下旬に資料を自治会・町内会長あて送付します。】 

 

 

５ 自治会町内会・地区連合町内会アンケート調査報告の 

送付について              〔お知らせ〕 

（市連会・地域振興課） 

（議題５の資料参照）  

 

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。３月西区区連会定例会で速報をお知らせさせていただきましたが、この
たび、調査報告書が完成いたしましたので、自治会町内会長様へ一部ずつ配付をさせ
ていただきます。今後の自治会町内会活動に対する本市施策の資料とさせていただく
とともに、自治会町内会の皆様におかれましても今後の活動のご参考にしていただけ
れば幸いです。 

 

（1）問合せ先 

市民局地域活動推進課 江口 

    電話：671-2317/FAX：664-0734 

【４月下旬に冊子を自治会・町内会長あて送付します。】 



６ 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６の資料参照）  

 

(1) 横浜イノベーションＩＲ広報冊子について 

  横浜イノベーションＩＲの広報冊子を４月１日に発行しました。 

本冊子は 2020年３月 27日発行の日経マガジンスタイル「統合型リゾート（ＩＲ）特 

集号」を一部転載し、発行したものです。 

横浜イノベーションＩＲに関する経済評論家の岸博幸氏と平原副市長の特別対談や

横浜国立大学大学院都市科学部長（当時）川添裕氏、横浜青年会議所第 70代理事長 三

村悠三氏の取材記事を掲載しています。 

  そのほか、「横浜イノベーションＩＲが目指すこと」など、ＩＲや横浜イノベーショ

ンＩＲに関する情報等も掲載しています。 

 

【４月下旬に資料・広報冊子を自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

  



７ 令和３年度 横浜市総合防災訓練（九都県市合同防災訓 

練中央会場）について          〔お知らせ〕 

（総務局） 

（議題７の資料参照）  

 

令和３年度の「横浜市総合防災訓練」は、「九都県市合同防災訓練」の中央会場と

して、西区みなとみらいの耐震バースを中心に実施します。西区自治会町内の皆様の

ご協力をお願いします。 

今年度は横浜市が「九都県市合同防災訓練」の幹事都県市となります。訓練中央会

場として内閣府（政府調査団）による視察が行われる等、より大規模な訓練を実施し

ます。 

 

（1）日時・会場 

令和３年11月７日（日） 西区みなとみらい 耐震バース・臨港パーク 

（2）訓練内容（予定） 

住民訓練（避難、初期消火等）、道路啓開、ライフライン復旧、救出救助、ほか 

（3）一般見学者数（予定） 

  市民など約1,000人を予定 ※西区民特別枠として50名程度確保いたします。 

（4）西区民の訓練参加（約200名予定） 

     西区自治会町内会や西区学生を中心として、避難訓練、安否確認訓練、住民による

救出訓練及び初期消火訓練に参加して頂きたいと考えています。 

詳しくは、７月区連会においてご説明のうえ、依頼いたします。 

（5）問合せ先 

総務課防災担当（４階５１番窓口） 

電話：320-8310/FAX：322-9847 

 

 

  



８ 西区における令和２年度燃やすごみ量実績（報告）に

ついて                 〔お知らせ〕 

（地域振興課資源化推進担当） 

（議題８の資料参照）  

 

日頃から「ヨコハマ３Ｒ夢プラン」の推進にご協力いただきありがとうございます。 

西区における令和２年度の燃やすごみの原単位は、平成 29 年度よりも２グラム増加

し 383グラムでした。 

新型コロナウイルス感染拡大による外出自粛等でごみ量が増加する中、御協力いただ

きまして誠にありがとうございました。 

令和３年度につきましても、引き続きごみの減量に御協力をお願いいたします。 

 

※ヨコハマ３Ｒ夢プラン推進計画（2018～2021）の目標 

「令和３年度のごみと資源の総量３％以上削減（平成 29年度比）」 

 

（1）燃やすごみ量実績（西区） 

              【原単位：ｇ／人・日】 

 

 

平成 29年度 

実績 

令和２年度 

実績（速報値） 
差（％） 

総 量（４～３月） 13,876ｔ 14,577ｔ 701ｔ（5.1％） 

原単位（４～３月） 381ｇ 383ｇ ２ｇ（0.5％） 

※原単位：一日一人当たりの排出量。令和２年度目標は 368ｇ／人・日。 

 

（2）問合せ先 

地域振興課資源化推進担当（４階 47窓口） 

    電話：320-8388/FAX：322-5063 

 

 

  



９ 「市民活動・地域活動 支援制度ガイド」について 

〔お知らせ〕 

（区政推進課） 

（議題９の資料参照）  

 

自治会町内会活動や地域での取り組みに活用できる支援制度について、横浜市のホ

ームページでご覧いただけます。 

防災や防犯、高齢者の見守り、子育て支援などの地域活動に対し、横浜市や社会福

祉協議会等で実施している助成金制度や相談制度などについてご紹介しています。 

 

（1）問合せ先 

区政推進課地域力推進担当（４階49窓口） 

    電話：320-8319/FAX：322-9847 

 

【４月下旬にチラシを自治会・町内会長あて送付します。】 

 

  



１０ バラ育成講座参加者募集について 

〔お知らせ〕 

（区政推進課） 

（議題１０の資料参照）  

 

バラの育成が初めての方に向けて、講習会を実施します。育成方法や仕立て方（剪

定・誘引）など、初心者にも分かりやすい内容となっています。事前申込制です。ぜ

ひ奮ってご参加ください。 

 

（1）実施日時 

５月22日（土）、５月25日（火）各日10時～11時30分 

   ※両日とも同じ内容になります。どちらかご都合の良い日をお申込みください。 

（2）会場 

岡野二丁目集会場（岡野公園内） 

（3）募集人数 

各回８名（応募多数の場合は抽選） 

（4）持ち物 

筆記用具、エプロン、ぞうきん 

（5）申込先 

緑とコミュニティーグループ（岡野公園指定管理者） 

（6）申込方法 

電話またはFAX（045-311-2613） 

FAXの場合、必要事項（お名前・ご連絡のとれる電話またはFAX番号・参加希望日・ 

参加人数）を明記ください。 

（7）申込締切 

５月15日（土）まで 

（8）問合せ先 

区政推進課企画調整係（４階 49窓口） 

    電話：320-8327/FAX：322-9847 

【４月下旬に講座チラシを自治会・町内会長あて送付します。】 

 

 

 

  



１１ 横浜市西区地域で見守りガイドブックの完成につい

て                   〔お知らせ〕 

（高齢・障害支援課） 

（議題１１の資料参照）  

 

平成30年より「横浜市西区区レベル地域ケア会議 見守り部会」で検討を

重ねて、「安心して見守りができる」よう、ガイドブックを作成しました。 

今後、見守りを行って下さる皆様に、ご案内しつつ、ガイドブックをお渡

しさせていただきますのでご協力をお願いいたします。 

 

（1）問合せ先 

高齢・障害支援課 高齢者支援担当（２階２３窓口） 

 電話：320-8410/FAX：290-3422 

【４月下旬にガイドブックを自治会・町内会長宅あて送付します。】 

  



１２ 令和３年８月 22 日執行横浜市長選挙に関するお願い

について                  〔依頼〕 

（市連会・選挙管理委員会） 

（議題１２の資料参照）  

 
令和３年８月 22日に横浜市長選挙が執行されます。 

  つきましては、選挙の円滑な執行に御協力いただきたく、次の事項についてのお願い
をさせていただきます。 

  何卒御理解を賜わり、御協力をお願い申し上げます。 
 
（１）投票管理者・投票立会人の推薦 
  ア 投票所ごとに、投票管理者１人及び投票立会人２人の御推薦をお願いします。 
  イ 投票管理者には、各投票所の従事者の御推薦をお願いします。 
    ＜参考＞報酬額 

職  名 報 酬  

投票管理者 26,000円（投票日前日・当日分、１日当たり 13,000円） 

投票立会人 12,000円（投票日当日分） 

 
※ 新型コロナウイルス感染の拡大を防止する観点から、アルコ―ル消毒液の設置、

換気の徹底等、市選挙管理委員会策定のマニュアルに沿った対策を講じ、投票所
を運営してまいります。 

 
【各地区連会長あて依頼します。依頼文は席上配布します。】 

 
（２）選挙啓発（ＰＲ）ポスターの掲出 
  ア 各自治会・町内会の掲示板に選挙ＰＲポスターの掲出をお願いします。 
  イ ポスターは、各自治会・町内会長あて郵送します。 
  

【ポスターを市選管から自治会・町内会長宅あて郵送します。】 
 
（３）選挙公報の配布 
   横浜市長選挙では、１種類の選挙公報を配布します。 
  ア 選挙公報を自治会・町内会で配布いただけるか、シルバー人材センター等に配布

を委託するかの照会文を自治会・町内会長あてに郵送しますので、御回答をお願い
します。 

    
  イ 選挙公報は、投票日の２日前までに全世帯に配布すべきものとなっておりますの

で、未加入世帯を含めての配布をお願いします。配布謝金は、１部あたり９円を予
定しています。 

 
【照会文を、各自治会・町内会長あて郵送します。】 

 
（４）問合せ先 
   総務課統計選挙係（４階 50番窓口） 
   電話 320-8316／FAX 322-9847 

 



１３ 令和３年度 赤十字活動資金（会費）の募集につい

て                     〔依頼〕 

（西区社会福祉協議会） 

（議題１３の資料参照）  

 

日本赤十字社では、国際救援活動・災害救援活動および社会福祉事業等の活動を人

道と博愛の精神をもって行っています。これらの事業資金は会費として、協賛してい

ただく会員や団体からの寄付金にて賄われます。 

今年度も赤十字活動資金の募集にご協力をお願いいたします。 

 

（1）実施時期：例年５月～７月に実施していただいておりますが、新型コロナウイル

ス感染症拡大防止の観点から無理のない時期に行っていただきますようお願いい

たします。 

 

（2）１世帯当たり：会費１６０円 

 

（3）募集方法：区社会福祉協議会事務局窓口へ持参または、郵便振替（払込票）にて 

 

（4）問合せ先 

  電話：450-5005/FAX：451-3131 

 E-mail:info＠yoko-nishishakyo.jp 

【４月下旬に資料一式を自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

  



１４ 西区における防災設備設置に係る補助事業について 

〔依頼〕 

（総務課） 

（議題１４の資料参照）  

 

西区では、大規模な地震による住宅からの出火及び延焼火災による被害を防止・軽減

するための器具の設置等に際し、二つの補助事業を実施しています。是非御活用くださ

い。 

 

（1）西区感震ブレーカー簡易タイプ設置促進事業補助金 

自治会・町内会単位での「感震ブレーカー簡易タイプ」の購入に要する経費の 9/10

に相当する額（１個あたり上限 5,000 円）を補助します（西区全域を対象にしていま

す）。 

 

（2）西区初期消火器具等整備補助金 

   初期消火箱を設置している自治会・町内会において、初期消火器具の設置及び更新に

要する経費の 2/3に相当する額（上限８万円）を補助します。 

※初期消火箱一式、スタンドパイプ式初期消火器具一式を購入される場合は、 

従来から消防局が実施している初期消火器具等整備費補助制度を御活用ください。 

 

（3）問合せ先 

   総務課防災担当（４階51番窓口） 

     電話：320-8310/FAX：322-9847 

【４月下旬に関係資料を自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 


