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令和３年 ９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）  
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３ 新型コロナウイルスワクチン集団接種会場について  

〔お知らせ〕 
（市連会・健康福祉局） 

（議題３の資料参照）  

 

 交通アクセスの良い場所を新しく集団接種会場として開設します。あわせて、夜 17 

時以降も接種が受けられる会場を増やすことで、多様なライフスタイルに合わせたワク

チン接種ができるよう、市内 18会場で集団接種を進めていきます。  

 本件につきましては、９月６日に記者発表をしました。 

 

(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:671-4841 

【９月下旬に資料を自治会・町内会長あて送付します。】 

 

４ 災害用備蓄食料の更新に伴う無償配布（有効活用）に 

ついて                  〔お知らせ〕 
（市連会・総務局） 

（議題４の資料参照）  

 

横浜市の備蓄食料を知っていただくことや家庭内での備蓄を進めていただくこと等

の防災意識の啓発や食品ロス削減の観点から、賞味期限内の備蓄食料を無償でお配り

しますので、お知らせします。 

 

(1) お配りする備蓄食料 

保存パン、水缶詰、おかゆ 

(2) 対象 

横浜市内の法人・団体（自治会・町内会、NPO、社会福祉法人等） 

(3) 申込期間 

令和３年 10月４日（月）から 10月 15日（金）まで 

(4) 申込方法 

インターネット（Ｅメールの場合も可）、郵送及びＦＡＸ 

(5) 申込先 

  総務局地域防災課 

住所：〒231-0005 

     横浜市中区本町 6-50-10 

  電話：671-2011／FAX：641-1677 

  Ｅメール：so-musyouhaifu@city.yokohama.jp 

【９月下旬に資料を自治会・町内会長あて送付します。】 
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５ 西区社会福祉協議会 地域福祉功労者表彰者の推薦に 

ついて                          〔推薦依頼〕 

（西区社会福祉協議会） 

（議題５の資料参照）  

 

本年も本会社会福祉功労者表彰要綱に基づき、表彰を実施いたします。 

つきましては、同表彰候補者をご推薦いただきますようお願い申し上げます。 

 なお、表彰式は令和４年２月５日（土）を予定しておりますが、今後の社会情勢によ

り中止、または延期となる可能性がございます。ご了承いただきますようお願い申し上

げます。 

 

(1) 推薦対象 

  地域の福祉活動に対し、原則として３年以上、その功労が顕著な個人・団体。当該

年度を除く過去３年間に表彰を受けた者は除く 

(2) 提 出 先 

横浜市西区社会福祉協議会 下記担当あて 

  〒220-0011 西区高島２－７－１ファーストプレイス横浜３階 

(3) 提出方法 

原本を郵送にてお送りください。 

(4) 推薦締切 

  令和３年10月29日（金） 

(5) 問合せ先 

  西区社会福祉協議会 担当：鈴木・松村 

  電話：450-5005 
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６ 令和３年度 西区社会福祉協議会会費納入について                          

〔依頼〕 

（西区社会福祉協議会） 

（議題６の資料参照）  

 

西区社会福祉協議会は会員のみなさまをはじめ、地域の方々や社会福祉関係者のご協

力をいただきながら、誰もが安心して暮らせる西区を目指し、福祉活動の推進に取り組

んでおります。 

事業推進にあたり、令和３年度の会費の納入をよろしくお願いいたします。 

 

(1) 納入金額 

自治会町内会ごとに予定額を依頼（令和３年度世帯数より算出） 

(2) 納入期限 

令和３年11月30日（火） 

(3) 納入方法 

事務局へ持参またはゆうちょ銀行払込取扱票にて納入 

(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 

【９月下旬に依頼文を自治会・町内会長あて送付します。】 
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７ 令和３年度赤い羽根共同募金運動の実施に伴う戸別募 

金のとりまとめについて                 〔依頼〕 

（神奈川県共同募金会西区支会） 

（議題７の資料参照）  

 

10月1日より始まる赤い羽根共同募金運動について、戸別募金のご協力と各自治会町

内会での募金の取りまとめをお願いします。 

 

(1) 募金資材の送付 

各自治会・町内会に実施したアンケートに基づき、赤い羽根や募金袋等の募金資材 

を自治会･町内会あてに送付しますのでご活用ください。 

 

(2) 戸別募金の目安 

令和３年度の募金目安額（世帯）はつぎのとおり 

①赤い羽根共同募金：215円 ②年末たすけあい募金：110円 

※目安額を提示していますが強制ではなく任意です。 

 

(3) 募金期間 

令和３年10月１日～令和４年３月31日 

（新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み、例年より受付期間延長） 

 

(4) 入金方法 

郵便振替または区社協事務局窓口への持参 

 ※郵便振替では手数料は事務局が負担（本年度は振替を推奨） 

 

(5) 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 

【９月下旬に依頼文を自治会・町内会長あて送付します。】 
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８ 「令和３年度 高齢者インフルエンザ予防接種のご案

内」の掲示板への掲出について        〔ポスター掲示〕 

（福祉保健課） 

（議題８の資料参照）  

 

インフルエンザ予防接種は、高齢者の発病防止や特に重症化防止に有効であることが

確認されています。 

ワクチンの免疫効果は約５か月といわれており、流行前の 12月上旬までに接種を受け

ておくと効果的です。 

つきましては、インフルエンザ予防接種の接種費用の助成について、御案内します。 

 
(1) 対象者：横浜市内に住民登録があり、接種日時点で①又は②に該当する方 

①65歳以上の方 

②60歳以上65歳未満の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能、又はヒト免疫不全ウ 

イルスによる免疫機能に、1級相当の障害のある方 

(2) 実施期間：令和３年10月１日から12月31日まで 

(3) 接種場所：市内協力医療機関 

(4) 接種費用：2,300円（世帯員全員が市民税非課税等の方は無料） 

(5) 接種に必要なもの：住所・氏名・年齢（及び②の方は障害の程度）を確認できる

もの（運転免許証や健康保険証など） 

(6) 問合せ先 

福祉保健課（２階 26番窓口） 

電話 320-8439／FAX 324-3703 

 

【９月下旬にチラシを自治会・町内会長あて送付します。】 

※御協力いただける自治会・町内会は、掲示板への掲出に御協力をお願いします（任意です）。 
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９ 第４期にこまちプラン及びアクションプランへの区民

意見募集の周知について           〔お知らせ〕 

（福祉保健課） 

（議題９の資料参照）  

 
このたび、西区では、「第４期西区地域福祉保健計画」（にこまちプラン）の素案、

並びに横浜型地域包括ケアシステムの構築に向けた「西区アクションプラン」の案を作

成いたしました。広く区民の方々の意見をお聞きするために、意見募集を行いますの

で、周知に関する御協力をお願いいたします。 

 

(1) 周知する意見募集の対象 

  ・第4期西区地域福祉保健計画（にこまちプラン）素案 

  ・横浜型地域包括ケアシステムの構築に向けた西区アクションプラン 

 

(2) 意見募集の概要 

ア 募集期間 

     令和３年10月11日（月）～11月10日（水） 

イ 対象者 

     西区在住、在勤、在学の方 

ウ 募集方法 

概要版を区内の地区センター、地域ケアプラザ及び区役所・西区福祉保健活動

拠点フクシアで配布するとともに次の方法御意見を伺います。 

・概要版添付の意見提出用紙を設置場所備え付けの意見募集箱に投函 

・ＦＡＸ 

・Ｅメール 

・西区役所23番及び27番窓口へ提出 

・ホームページ（電子申請） 

 

(3) 問合せ先 

   福祉保健課事業企画担当（２階27窓口） 

   電話：320-8433/FAX：320-3703 

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

 

   高齢・障害支援課 地域包括ケア推進担当 

   電話:320-8410/FA：290-3422 

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

 

 

mailto:ni-houkatsucare@city.yokohama.jp
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１０ 令和３年度「災害時要援護者名簿」の提供について     

〔お知らせ〕 
（福祉保健課） 

（議題１０の資料参照）  

 

地域には高齢者や障害者など、災害時に特に支援を必要とする方々（災害時要援護

者）がいます。自治会・町内会の皆様には、地域で要援護者を把握し、災害時にもいき

る「顔の見える関係づくり」の推進をお願いしておりますが、必要に応じて西区が保有

する災害時要援護者の個人情報（名簿）をご活用いただけますのでご検討ください。 

 

(1) 留意事項 

  ア 名簿の活用にあたっては、各自治会・町内会と区で協定の締結、個人情報の取

扱について研修を受講します。【別紙資料参照】 

イ 令和３年度につきましては、11月までにご相談いただければ、２月～３月には 

名簿を提供させていただくことが可能です。 

 

(2) 問合せ先 

  福祉保健課事業企画担当（２階27番窓口） 

  電話：320-8437/FAX：324-3703 

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

【９月下旬に資料を自治会・町内会長あて送付します。】 

 

１１ 令和３年度「あんしんカード」の自治会・町内会へ 

の配布及び更新について               〔お知らせ〕 
（福祉保健課） 

（議題１１の資料参照）  

 

西区では、日頃から災害時にもいきる地域での「顔の見える関係づくり」をお手伝い

しています。そのひとつとして、今年度も「あんしんカード」等を配布しますので、申

込方法等についてご案内します。 

なお、「あんしんカード」の対象者増や対象者の情報に変化が生じることも考えられ

るため、定期的に更新されることをお勧めします。 

 

(1) 申込方法 

９月下旬に申込用紙を自治会・町内会長宅あて送付します。 

自治会・町内会ごとに、別紙申込書にカード等の必要数、お渡し方法などを御記入 

のうえ、福祉保健課に、ファックス等でお申し込みください。 

(2) お渡しの時期 

随時、お渡しできます。 

(3) 申込先 

  福祉保健課（２階27番窓口） 

  電話：320-8437/FAX：324-3703 

【９月下旬に資料を自治会・町内会長あて送付します。】 
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１２ 令和３年度「にこまち講座」の開催について       

〔お知らせ〕 
（福祉保健課） 

（議題１２の資料参照）  

 
新型コロナウイルスの影響により、人と人との「つながり」がこれまでどおりにいか

ない状況が続いています。コロナ禍でも変わらない大切な人と人との「つながり」につ
いて、「新しい生活様式」を踏まえ、みんなで考えてみませんか？ 
つきましては、下記の３つの会場を「オンライン」でつないだ講座を開催します。 
皆様のご参加をお待ちしています。 
 

(1) 日時 
令和３年10月13日（水）14時から16時 

(2) 会場 
ア 西区役所３階ＡＢ会議室 

  イ 西区福祉保健課活動拠点 ３階「フクシア」 
  ウ 生活創造空間にし ５階 
(3) 講師 
  原田 正樹氏 （日本福祉大学教授） 
(4) 定員 

各会場先着30名（西区在住・在勤者優先） 
(5) 申込方法 

９月14日（火）から電話、ファックス、Ｅメールのいずれかにて下記の問合せ先ま 
でお申込みください。 

(6) 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-nikomachi＠city.yokohama.jp 

【９月下旬にチラシを自治会・町内会長あて送付します。】 
 

１３ 令和３年８月 22 日執行 横浜市長選挙の結果につい 

て                    〔お知らせ〕 
（西区選挙管理委員会（総務課）） 

（議題１３の資料参照）  

 
令和３年８月 22日執行の横浜市長選挙につきましては、御協力ありがとうございまし

た。結果について、お知らせいたします。 
なお、第 49回衆議院議員総選挙につきましては、例年どおり、日程が確定しだい、各

地区連長宛てに投票管理者等の推薦関係書類を送付させていただきます。 
 

(1) 横浜市長選挙 投票率 
西区 50.69％ 
横浜市全体 49.05％ 

 
(2) 問合せ先 
  総務課統計選挙係（４階50窓口） 
  電話：320-8316/FAX：322-9847 
  E-mail:ni-senkyo＠city.yokohama.jp 
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１４「第 15 回西区ハマのウォーキングフェスティバルソーシャル 

ディスタンスでぶらり西区今昔物語」の開催について 〔お知らせ〕 

（西区スポーツ振興事業推進委員会事務局（地域振興課内）） 

（議題１４の資料参照）  

 

「第15回西区ハマのウォーキングフェスティバル ソーシャルディスタンスでぶらり

西区今昔物語」を開催します。 

※ 当イベントを中止する場合は、ホームページまたはTwitterでお知らせします。 

 
(1) 日程 

令和３年12月５日（日） 

(2) 会場 

スタート会場：戸部公園運動広場 

ゴール会場 ：臨港パーク潮入りの池 

(3) コース 

東海道からみらいへコース（距離：約7.5km） 

奉行所からみらいへコース（距離：約４km） 

(4) 申込期間・方法 

令和３年10月５日（火）～11月12日（金） 

電話、窓口（区役所４階48番窓口）、Eメールまたはインターネットのいずれかで 

下記申込先までお申込みください。 

(5) 申込先 

  電話：320-8390 

  窓口：西区役所地域振興課（４階48番窓口） 

  E-mail：ni-walking@city.yokohama.jp 

  インターネット：https://www.e-shinsei.city.yokohama.lg.jp/yokohama/

uketsuke/form.do?id=1630572916071 

 

【10月下旬に広報チラシを自治会・町内会長あて送付します。】 

 

 

  

mailto:ni-walking@city.yokohama.jp
https://www.e-shinsei.city.yokohama.lg.jp/yokohama/uketsuke/form.do?id=1630572916071
https://www.e-shinsei.city.yokohama.lg.jp/yokohama/uketsuke/form.do?id=1630572916071
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１５ 情報紙「にしとも広場 18 号」及び「にしとも広場 

mini20 号」について            〔お知らせ〕 

（西区市民活動支援センター） 

（議題１５の資料参照）  

 

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18号」及

び「にしとも広場mini20号」を発行します。 

９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「にしとも広場」（１階） 

   電話/FAX：620-6624 

E-mail：ni-shiencenter@star.ocn.ne.jp 

【９月下旬に「にしとも広場」及び「にしとも広場 mini」を自治会・町内会長あて送付します。】 

 


