
令和３年 ６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） 

（議題２の資料参照）  

   

 

 

 

  



３ マンホールトイレ設置助成制度について           

〔お知らせ〕 

（市連会・環境創造局） 

（議題３の資料参照）  

 

自主的な防災活動を積極的に行っている組織（自治会町内会、マンション）に対

し、マンホールトイレ設置助成を行います。 

 

（１）助成の対象 

①上部構造物（パネル又はテント、便器） 

②下部構造物（上部構造物の設置に必要な排水管及び汚水ます） 

③容量200リットル以上の雨水タンク及び付属品 

（２）助成金額 

マンホールトイレ設置に要する費用の9/10（上限30万円） 

（３）募集期間 

令和３年８月16日（月）から令和４年１月28日（金） 

（４）募集件数 

予算の上限に達した時点で受付終了 

（５）その他 

   詳細はホームページをご確認ください。 

申請を検討される際は管路保全課までご相談ください。 

（６）申請・問合せ先 

   環境創造局管路保全課 下水道普及担当 

   電話：671‐2829 / FAX：641-5330 

   E-mail：ks-kanrohozen@city.yokohama.jp 

※区役所では申請・問合せを受け付けておりません。 

 

【６月下旬に資料を自治会・町内会長あて送付します。】 

 

 

 

  



４ 内水ハザードマップの改定について           

〔お知らせ〕 

（市連会・環境創造局） 

（議題４の資料参照）  

 

市民の皆様の防災意識を高め、自助・共助を支援することを目的として大雨時に下

水道管や水路からの浸水が想定される区域や浸水する深さを示した内水ハザードマッ

プを公表しています。気候変動の影響による大雨の増加や、本市においても観測史上

最大となる降雨を令和元年に観測したことなどを踏まえ、内水ハザードマップの改定

を行いました。改定した内水ハザードマップは６月28日より横浜市ウェブサイトに公

表いたします。 

 

（１）問合せ先 

   環境創造局下水道事業マネジメント課計画担当 

   電話：671‐2838 / FAX：664-0571 

   E-mail：ks-jigyomanagement@city.yokohama.jp 

 

【６月下旬に資料を自治会・町内会長あて送付します。】 

 

 

 

  



５ 地震火災対策に関する補助制度のご案内について           

〔お知らせ〕 

（都市整備局） 

（議題５の資料参照）  

 

横浜市内の大規模地震による火災の被害が大きいと想定されるエリアにおいて、 

補助制度による古い建物の解体・建替え等を進める取組を進めています。 

   取組を進めているエリア（神奈川区・西区・中区・南区・磯子区）にお住まいの方

や空き家などの古い建物をお持ちの方、建て替えをご検討されている方におかれまし

ては、ぜひ補助制度をご活用ください。 

 

（１）概要 

   横浜市内において地震による火災の被害が大きいと想定されるエリアを対象地域

に指定し、地震火災対策を進めています。 

   特に被害が大きいとされる「重点対策地域」において、補助制度により古い建物    

   の解体・建替え等を進めています。 

    ※詳細は別紙「地震火災対策に関する補助制度のご案内」をご参照ください。 

 

（２）補助制度の内容 

   ①木造建築物安全相談事業 

古い木造建築物の安全性などを調査・相談できる専門家を無料で派遣する制度 

   ②建築物不燃化推進事業補助 

古い建築物の解体や耐火性の高い建築物を新築する際の工事費の一部を補助 

（最大300万円） 

   ③身近なまちの防災施設整備事業補助 

自治会町内会で整備する防災設備の整備費の一部を補助する制度 

 

（３）注意点  

上記補助制度は令和４年度までとなっていますので、お早めにご活用ください。 

 

（４）申込・問合せ先 

   都市整備局防災まちづくり推進課 

   電話：671‐3595 / FAX：663-5225 

   E-mail：tb-bousai@city.yokohama.jp 
※区役所では申請・問合せを受け付けておりません。 

 

【６月下旬に資料を自治会・町内会長あて送付します。】 

 

 

mailto:tb-bousai@city.yokohama.jp


６ 令和３年度 第１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） 

（議題６の資料参照）  

 

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１回目）を、令和３年７月１日から７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 

     ７月１日（木）～15日（木） 10時00分～17時00分（日曜･祝日は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 

     ７月20日（火）～30日（金） 

 

（４）問合せ先 

   西区社会福祉協議会 

   電話：４５０－５００５/FAX：４５１－３１３１ 

   E-mail:info＠yoko-nishishakyo.jp 

 

【６月下旬にチラシを自治会・町内会長宅あて送付します。】 

 

 

 

  



７ 新型コロナウイルスワクチン接種の状況について           

〔お知らせ〕 

（市連会・健康福祉局） 

（議題７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、現在の状況について情報提供させて

いただきます。詳細は、記者発表資料「新型コロナウイルスワクチン接種について」

を御参照ください。 

 

(１) 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 

【本資料について】 

健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当 

電話：045-671-4841 

 

【６月下旬に資料を自治会・町内会長あて送付します。】 

 

 

 

  



８ 横浜市西区明るい選挙推進協議会推進員就任について               

〔依頼〕 

（総務課） 

（議題８の資料参照）  

 

西区明るい選挙推進協議会は、民主政治の基盤である明るい選挙の実現及び区民の

投票参加の推進のため、「明るい選挙推進運動」を実施しております。この運動の推進

役として、自治会・町内会長の皆様におかれましては、横浜市西区明るい選挙推進協議

会推進員への就任をお願いします。 

 

（１）活動内容 

   ア 選挙時啓発 

     (選挙が実施される際、区内の駅頭などで投票参加を呼びかける) 

イ 推進大会・推進員研修 

  (推進員の意識高揚や推進運動の充実を図るため開催) 

ウ 西区民まつり等イベントでの啓発事業 

  (啓発物品を配り、明るい選挙の啓発を行う) 

エ 区内の小学生を対象とした啓発事業 

  (区内の小学校にて、選挙に関する講義及び模擬投票の実施) 

（２）任期 

   令和３年７月１日から令和５年６月30日 

（３）推進員の役割 

   協議会が行う各種事業への参加及び協力をお願いします。 

   参加・協力の依頼は、その都度お知らせします。 

※ なお、活動に伴う報酬等はありません。 

（４）問合せ先 

   総務課統計選挙係（４階50番窓口） 

   電話：320-8315/FAX:322-9845 

   E-mail:ni-somu@city.yokohama.jp 

 

【６月下旬に依頼文を自治会・町内会長あて送付します。】 

 

 

 

  



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） 

  

 

（１）事業者公募の状況 

  １月 21日、実施方針及び募集要項等を公表し、事業者の公募を開始しました。 

その後、最初の資格審査通知日である２月 15日に、１者が審査を通過したことを公

表しました。 

  そして、最終の通知日である５月 31日に、２者が通過していることを公表しました。 

 

（２）問合せ先 

都市整備局ＩＲ推進課 

   電話：671-4135/FAX：550-3869 

   E-mail:tb-irsuishin@city.yokohama.jp 

 

 

 

１０ 打ち水物品の貸出について            

〔お知らせ〕 

（西区環境行動推進本部） 

  

 

西区では７月から８月を「打ち水月間」とし、夏場の暑さを和らげる打

ち水の実施を支援します。新型コロナウイルス感染予防として、室内換気

が重要です。室内に涼しい風を取り入れる工夫の一つとして、打ち水物品

の活用をご検討ください。 

打ち水月間中、打ち水を行ってくださる自治会・町内会へ、ひしゃく・

バケツ・温度計等の貸出しを行います。 

 

（１）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 

   E-mail:ni-kikaku＠city.yokohama.jp 

 

 



１１ 第４期にこまちプラン地区別計画の策定スケジュー

ル等について              〔お知らせ〕 

（福祉保健課） 

（議題１１の資料参照）  

 

にこまちプラン地区別計画の策定については、新型コロナウイルス感染症拡大防止

の影響により、地区懇談会や地域活動が思うように進められない状況ではございます

が、今後の策定スケジュールについて、あらためて検討いたしましたので、お知らせい

たします。 

 

 

（１）内容 ※詳細は別紙「依頼文」をご参照ください。 

      ア 令和３年11月末日までに、計画の内容及びリーフレットの原案をご報告くだ

さい。 

      イ 令和３年12月から令和４年１月頃にリーフレットのデザイン校正を行い、 

     最終案の確認後、校了とします。 

   ウ 第４期計画の開始及び移行までの扱い 

   エ 第４期計画の期間 

   オ 会議開催及びスケジュール設定にあたっての注意点 

   カ 令和３年度「にこまちフォーラム」について 

 

（２）問合せ先 

   福祉保健課事業企画担当（２階２７窓口） 

   電話：320-8437/FAX:324-3703 

   E-mail:ni-hukuho@city.yokohama.jp 

 

【６月下旬に資料を自治会・町内会長あて送付します。】 

 

 

 

  



１２ 福祉・保健情報ニュース「みみより広場」令和３年

度分の配布について           〔お知らせ〕 

（福祉保健課） 

（議題１２の資料参照）  
 

「みみより広場」は、ひとり暮らし高齢者世帯等に、福祉・保健情報をお伝えする

広報誌として年４回（６・９・１２・３月）発行し、民生委員・児童委員、ふれあい

会の見守り活動の中で活用いただいています。 

  見守り活動の取組を幅広く周知させていただくため、参考として配布いたします。 
 

（１）みみより広場 第73号（6月号）概要 

ア 地域のお元気さんへのインタビュー記事 

イ 健康レシピ 

ウ 特集記事：コロナ禍の熱中症予防 
 

（２）問合せ先 

   福祉保健課運営企画係（２階27窓口） 

   電話：320-8437/FAX：324-3703 

   E-mail:ni-hukuho＠city.yokohama.jp 
 

【６月下旬に機関紙を自治会・町内会長あて送付します。】 

 

１３ 「西区民児協機関紙「水仙」第 24号」について               

〔お知らせ〕 

（福祉保健課） 

（議題１３の資料参照）  
 

西区民生委員児童委員協議会の機関紙「水仙」第24号が発行されましたのでお送り

します。併せて、昨年発行された機関紙「水仙」第23号についても、昨年度は新型コロ

ナウイルス感染症拡大に伴いお送りすることが出来なかった為、この度お送りします。 
 

（１）問合せ先 

   福祉保健課運営企画係（２階27窓口） 

   電話：320-8437/FAX：324-3703 

   E-mail:ni-hukuho＠city.yokohama.jp 

【６月下旬に機関紙を自治会・町内会長あて送付します。】 

 

 



１４ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック PR ポスタ

ー掲出について           〔ポスター掲出〕 

（市連会・市民局） 

（議題１４の資料参照）  

東京2020オリンピック・パラリンピック開催について、広く市民の皆様に周知させ

ていただきたく、貴自治会町内会掲示板へのポスターの掲出をお願い申し上げます。 
 

（１）日程 

オリンピック期間  令和３年７月23日（金）～８月８日（日） 

   パラリンピック期間 令和３年８月24日（火）～９月５日（日） 
 

（２）横浜での競技 

野球・ソフトボール（横浜スタジアム） 

   サッカー（横浜国際総合競技場） 
 

（３）問合せ先 

   市民局ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進課 

   電話：671-3690/FAX：664-1588 

   E-mail:sh-olypara-koho＠city.yokohama.jp 
 

【６月下旬にポスターを自治会・町内会長あて送付します。】 
 

【参考】東京2020オリンピック・パラリンピックのライブサイト・パブリックビュー

イング及び東京2020オリンピック聖火リレーの公道走行の中止について 
 

（１）ライブサイト及びパブリックビューイングの中止について 

   ア 東京2020ライブサイト  会場：大さん橋ホール 

期間：７月31 日（土）～８月７日（土） 

イ パブリックビューイング 会場：市役所アトリウム 

期間：７月21 日（水）～８月８日（日）、８月24 日（火）～９月５日（日） 
 

（２）東京2020オリンピック聖火リレーの中止について 

公道走行の中止に伴い、予定されていた聖火リレー実施に伴う交通規制

も行われないこととなります。 
 

（３）聖火ランナー応援清掃の中止について【西区独自事業】 

   ５月定例会でお知らせいたしました「聖火ランナー応援清掃について」は、公道

走行の中止に伴い、中止いたします。 

日時：６月26日（土）、27日（日）８時30分～10時 

   問合せ先：地域振興課資源化推進担当係（４階47窓口） 

    電話：320-8388/FAX：322-5063 

  E-mail:ka13-moriya＠city.yokohama.jp 

 



１５ 西区新任自治会・町内会長研修会中止について 

〔お知らせ〕    

（地域振興課） 

  
 

例年、新任の自治会・町内会長の方を対象に自治会・町内会の活動内容について、

総括的に理解を深めていただくため、新任自治会・町内会長研修会を開催しておりま

すが、本年度につきましては、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、中止

とさせていただきます。 

  新任の自治会・町内会長の方に資料をお送りいたしますので、ご不明な点は、お電

話または Eメールにてご連絡ください。 
 

（１）問合せ先 

   地域振興課（４階47番窓口） 

   電話：320-8387/FAX:322-5063 

   E-mail:ni-chiikishinko@city.yokohama.jp 

 


