
令和３年 ７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 横浜市空家等に係る適切な管理、措置に関する条例の

施行について               〔お知らせ〕 

（市連会・建築局） 

（議題３の資料参照）  

  
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

とした横浜市空家等に係る適切な管理、措置に関する条例を８月に施行します。 
リーフレットは市役所、各区役所等で配布するほか、市ホームページに掲載します。 
また、広報よこはま８月号にも掲載予定です。 

 
(1) 問合せ先 

建築局建築指導課 
   電話：671-4539/FAX：681-2434 
   E-mail:kc-anzen＠city.yokohama.jp 

【７月下旬にリーフレットを自治会・町内会長あて送付します。】 

 

４ 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）の協力について          〔依頼〕 

（市連会・総務局） 

（議題４の資料参照）  

  

令和３年度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次のとお

り実施いたしますので、訓練への参加にご協力をお願いいたします。 

 

(1) 日時・会場 

  令和３年11月7日（日）10時～12時 西区みなとみらい 耐震バース 

(2) ご参加いただく訓練内容 

陸上訓練場所における訓練への参加 

ア 避難誘導訓練 

イ 初期消火訓練 

(3) ご協力いただきたい人員 

36人、各地区連合６人程度 

(4) その他 

   コロナ感染対策として、実動訓練会場の一般見学席はインターネットによる事前

募集を行い、抽選により見学者を決定します。西区特別枠として100名程度を確保し

ます。なお、啓発・展示会場は自由に見学できます。 

(4) 問合せ先 

総務局緊急対策課 

   電話：671-2064/FAX：641-1677 

   E-mail:so-kinkyu＠city.yokohama.jp 

【７月下旬に資料を自治会・町内会長あて送付します。】 

 



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） 

（議題５の資料参照）  

  

(1) 横浜ＩＲを考える有識者対談について 

横浜ＩＲの実現にあたり、ギャンブル等依存症や治安など、ＩＲを構成する施設の

一つであるカジノに起因する懸念事項への取組について、市民の皆さまに理解を深めて

いただくため、有識者による対談を行い、収録した映像を横浜市公式YouTubeチャンネ

ルで配信します。 

 

(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 

 

６ 市民啓発講演会 ロスト・シングル～一人残された男

の自立～について                         〔お知らせ〕 

（高齢・障害支援課） 

（議題６の資料参照）  

  

西区在宅医療相談室が市民啓発講演会を実施しますのでお知らせします。 

 

(1) 内容 

妻を看取った経験から、立ち直るまでの経験や心構えなどを、国立がんセンター

名誉総長の垣添忠生医師にお聞きします（広報８月号特集に掲載予定）。 

(2) 日時：令和３年９月１１日(土) 午後２時半～午後４時半(午後２時開場) 

(3) 場所：横浜市教育会館「西区紅葉ヶ丘５３」 

(4) 人数：先着２５０名 

(5) 申込期間 令和３年８月１１日(水)受付開始 

     同年８月３１日(火)まで 

(6) 申込み・問合せ先 

西区在宅医療相談室 
   電話：620-5830/FAX：320-3062 

【７月下旬にチラシを自治会・町内会長あて送付します。】 

 



７ 共同募金「西区だより」配布協力依頼並びに募金資材

の必要数等の確認について           〔依頼〕 

（神奈川県共同募金会横浜市西区支会） 

（議題７の資料参照）  

  

10月１日（金）から始まる共同募金運動の実施にあたり、共同募金の趣旨や寄付金

配分使途についてお知らせし、募金運動への理解と協力を呼び掛けるために広報紙を

発行します。その配布への協力依頼をすると共に、各自治会町内会での戸別募金資材

の必要数を確認いたします。 

 

(1) 依頼内容 

ア  共同募金運動について、広く地域の方々にその趣旨を周知するため、 

「共同募金西区だより」の配布をお願いします。 

＜配布時期＞：広報よこはま西区版と同時期に、広報配布責任者宅に送付 

 

  イ 募金資材の必要数を確認いたしますので、確認票の提出をお願いいたします。 

＜募金資材＞：赤い羽根、共同募金リーフレット、戸別募金用封筒 等 

 ※なお、募金の依頼につきましては、９月に改めて行います。 

 

(2) 問合せ先 

神奈川県共同募金会横浜市西区支会 

（事務局：西区社会福祉協議会（担当：工藤、原田）） 

 電話：450-5005/FAX：451-3131 

   E-mail:info@yoko-nishishakyp.jp 

 

 

【７月下旬に依頼文及び確認票を自治会・町内会長あて送付します。】 

  



８ 新型コロナワクチンの接種にかかる在宅高齢者等への

支援について               〔お知らせ〕 

（市連会・健康福祉局） 

（議題８の資料参照）  
  

日頃の見守り活動の中で、ワクチン接種をご希望される方のうち支援が特に必要と

考えられる方がいらっしゃった際には、区高齢・障害支援課や地域ケアプラザ等、そ

の方が日常的にご相談されている先へおつなぎいただくなどのご協力をお願いいたし

ます。 
 

(1) 問合せ先 

健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当 

  電話：671-4036 

  E-mail: kf-ssv@city.yokohama.jp 

【７月下旬に依頼文を自治会・町内会長あて送付します。】 

 

９ 防災スピーカーの試験放送の実施について                

〔お知らせ〕 

（総務課） 

（議題９の資料参照）  

  
西区内設置の防災スピーカーについて次の日程で試験放送を実施します。 
 

(1) 実施日時 
８月10日（火）10時00分～ 

（予備日） 
９月13日（月）10時00分～ 

 
(2) 内容 

西区内の全防災スピーカー（全19基）を対象に試験放送を実施します。 
 
放送内容（約１分） 
♪ ピンポンパンポン（上り） 
「こちらは横浜市です。ただいまから、試験放送を行います。 
訓練、訓練、訓練、訓練。 これで、試験放送を終了します。」 

♪ ピンポンパンポン（下り） 
 

(3) 問合せ先 
総務課庶務係（４階51番窓口） 

  電話：320-8310/FAX：322-9847 
  E-mail: ni-bousai@city.yokohama.jp 

【７月下旬に資料を自治会・町内会長あて送付します。】 

 



１０ 「地域づくり大学校」修了生の活動事例の発信につ

いて                   〔お知らせ〕 

（市連会・市民局） 

（議題１０の資料参照）  

  

横浜市では、地域活動の担い手を育成する取組として、「地域づくり大学校」（地

域大）をNPO法人等と協働で実施しています。 

修了生から地域課題の解決や魅力づくりにつながる様々な取組が生まれており、地

域大修了生の活動事例を18区から１例ずつまとめて、ホームページで発信しました。 

この件については、６月30日に記者発表しました。 

 

(1) 問合せ先 

市民局地域活動推進課 

  電話：671-3624 

  E-mail:sh-chiikikatsudo@city.yokohama.jp 

【７月下旬に資料を自治会・町内会長あて送付します。】 

 

 

  



１１ 西区地域づくり大学校「仲間と出会って地域のつな 

りづくり」の受講生募集について          〔依頼〕 

（区政推進課） 

（議題１１の資料参照）  

  

仲間をつくりたい方、自分ができることを見つけたい方むけに、定着してきた新し

い生活を豊かにするため、仲間とともに地域のつながりづくりを学べる講座の受講生

を募集します。 

 

(1) 日時（全４回）※いずれも午後開催予定 

第１講 令和３年10月23日（土） 

第２講 令和３年11月28日（日） 

第３講 令和３年12月11日（土） 

第４講 令和４年２月５日（土） 

 

本講座と合わせて下記のとおり、公開講座も開催します。 

プレ講座  

令和３年９月12日（日）/「地域仲間をつくろう」 

オプション講座 

令和４年１月29日（土）/「自分らしい場づくり 活動資金について考える」 

 

(2) 対象 

仲間をつくりたい方、地域の中で自分ができることを見つけたい方 

(3) 定員 

15名 

(4) 受講料 

無料 

(5) 申込期間 

８月１日（日）～９月24日（金） 

(6) 問合せ先 

にしく市民活動支援センター“にしとも広場” 

  電話/FAX 620-6624 

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

 

区政推進課地域力推進担当（４階49窓口） 

電話：320-8319/FAX：322-9847 

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

【７月下旬にパンフレットを自治会・町内会長あて送付します。】 

 

mailto:ni-shiencenter@star.ocn.ne.jp


１２ 「ひとり暮らし高齢者等『地域で見守り』推進事業」

による民生委員・児童委員の訪問について    〔お知らせ〕 

（福祉保健課） 

（議題１２の資料参照）  

  

民生委員・児童委員が担当地域にお住まいの75歳以上の方のみのご家庭に訪問等を

行います。ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

(1) 内容 

住民票上の情報で、①②のご家庭に民生委員が訪問等を行います。 

① 75歳以上でひとり暮らしの方 

② 75歳以上の方のみでお住まいのご家庭 

  ※ただし、民生委員、地域ケアプラザ及び区役所とかかわりのある方や昨年度以前

にご訪問等させていただいた方は訪問対象外とさせていただくことがあります。 

     訪問時期は、８月上旬から９月中旬を予定しています。 

(2) 問合せ先 

福祉保健課運営企画係（２階27番窓口） 

  電話：320-8436/FAX：324-3703 

  E-mail:ni-hukuho＠city.yokohama.jp 

【７月下旬にお知らせ文を自治会・町内会長あて送付します。】 

 

１３ 令和３年民生委員・児童委員の推薦について  

〔依頼〕 

（福祉保健課） 

（議題１３の資料参照）  

  

民生委員・児童委員の欠員補充を行うため、候補者の選出及び地区推薦準備会を開

催いただけますようご協力をお願いいたします。 

欠員地区の自治会長町内会長あて、個別に依頼文の送付、ご状況をお伺いさせてい

ただきます。 

 （今回の依頼にかかる委嘱日）令和３年12月１日（水） 

 （候補者がいる場合の書類提出締切日）令和３年９月22日（水） 

  ※書類提出に間に合うよう地区推薦準備会の開催をお願いいたします。 

 

(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/FAX：324-3703 

  E-mail:ni-hukuho＠city.yokohama.jp 

【７月下旬に依頼文を欠員地区の自治会・町内会長あて送付します。】 

 



１４ 東京 2020 大会横浜版ウェルカムガイドブックの発行

について                 〔お知らせ〕 

（市連会・市民局） 

（議題１４の資料参照）  

  

東京2020オリンピックが７月23日（金・祝）に開会します。 

横浜市では、横浜ゆかりの日本代表選手や市内の開催競技、事前キャンプ・ホスト

タウン情報などを掲載したオリジナルのガイドブックを発行します。 

７月下旬から各区役所の窓口での配布、特設ウェブサイトへの掲載を行いますので、

ご自宅での観戦等にぜひご活用ください。 

 

(1) 問合せ先 

市民局オリンピック・パラリンピック推進課 

   電話：671-3690/FAX：664-1588 

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

【７月下旬にガイドブックを自治会・町内会長あて送付します。】 

 

１５ 第 56 回「西区虫の音を聞く会」の開催について             

〔お知らせ〕 

（ふるさと西区推進委員会 虫の音を聞く会開催部会事務局） 

（議題１５の資料参照）  

  

第56回「西区虫の音を聞く会」の開催についてお知らせします。 

 

(1) 開催日・会場 

令和３年８月28日（土）、29日（日） 16時～20時 掃部山公園 

※雨天中止（少雨決行） 

(2) 内容 

  献灯・万灯の点灯、雪洞の点灯、こどもの絵画展 

  ※献茶式・野点、舞台、鈴虫販売、飲食ブース及び彦根鉄砲隊の演武は行いませ

ん。 

(3) 問合せ先 

ふるさと西区推進委員会 虫の音を聞く会開催部会事務局 

（地域振興課：４階47番窓口） 

    電話：320-8386/FAX：322-5063 

E-mail:ni-hurusato＠city.yokohama.jp 
【７月下旬に通知を自治会・町内会長あて送付します。】 

 



１６ 第 37 回横浜かもんやま能の開催について             

〔お知らせ〕 

（ふるさと西区推進委員会 横浜かもんやま能開催部会事務局） 

（議題１６の資料参照）  

  

第37回横浜かもんやま能の開催及び区民先行販売についてお知らせします。 

 

(1) 開催日・会場 

令和３年10月16日（日）14時～16時40分 横浜能楽堂 

(2) 演目 

・能楽師による実技と解説           金子敬一郎  

・狂言「察化（さっか）」 （大蔵流）茂山七五三  

・能 「羽衣（はごろも）」（観世流）粟谷明生  

(3) チケット区民先行販売 ※先着100枚（１人２枚まで） 

日時 令和３年８月25日（水）10時～14時（９時45分開場・番号札配布開始） 

対象 区内在住者 

会場 西区役所３階ＡＢ会議室 

入場料 Ｓ席 4,500円 ・Ａ席 4,000円 ・Ｂ席 3,500円 

       感染症対策のため座席を制限しています。 

※  チケット一般販売は、９月11日（土）12時より 

    横浜能楽堂（045-263-3055）にて販売します。（初日は電話・WEBのみ） 

 (4) 問合せ先 

ふるさと西区推進委員会 横浜かもんやま能開催部会事務局 

（地域振興課：４階48番窓口） 

     電話：320-8390/FAX：322-5063 

    

【７月下旬にチラシを自治会・町内会長あて送付します。】 

 

 

  



１７ Dance Dance Dance＠YOKOHAMA 2021 パートナー事業 

の開催について             〔お知らせ〕 

（地域振興課） 

（議題１７の資料参照）  

  

Dance Dance Dance＠YOKOHAMA 2021パートナー事業として 

「Dance Dance Dance Nishiku 2021」を開催いたします。開催にあたっての参加団

体の募集及び開催の周知について、ご協力をお願いいたします。 

 

(1) 開催日・会場 

令和３年11月20日（土）12時～16時 西公会堂 

(2) ダンスのジャンル 

洋舞 

(3) 参加団体・対象 

区民全般から公募 15組募集 

(4) 申込期間 

   ８月11日（水）～９月15日（水） 

   初日のみ 来館：10時～、電話：13時～ 

(5) 参加費用 

   １名につき 300円 

   ７名以上一律 2,000円 

(6) 主催 

西区民利用施設協会、西公会堂・西地区センター、西区文化協会 

(7) 後援 

   西区役所 

(8) 問合せ先 

    西地区センター     電話:314-7734 

藤棚地区センター    電話:253-0388 

戸部コミュニティハウス 電話:231-9865 

【７月下旬にチラシを自治会・町内会長あて送付します。】 

 


