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令和４年 ２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 令和３年度「日赤会費募集」・「共同募金運動」の結果とお礼

について                                       〔報告〕 

（市連会・日赤横浜市西区地区委員会・県共同募金会横浜市西区支会） 

（議題３の資料参照）  
  
「日赤会費募集」及び「共同募金運動」におきましては、多大なる御協力を賜り厚くお礼申

し上げます。令和３年度の日赤会費及び共同募金の結果を御報告させていただきます。 

また、各地区連合町内会及び各自治会・町内会分の事務費及び協力費を連合町内会あて

にまとめて交付します（3月交付予定）。 
 

(１）「日赤会費募集」・「共同募金運動」結果 

     （単位：円） 

  内 訳 令和３年度 
 実績額 

日赤会費 
自治会町内会 3,836,586 

4,159,586 
法人等 323,000 

共同募金
※ 

赤い羽根 
共同募金 

戸別募金 4,229,398 

5,985,953 

9,260,961 

街頭募金 78,273 
法人募金 753,000 
学校募金 13,465 
職域募金 533,166 

イベント募金 27,391 
その他の募金 351,260 

年末 
たすけあい 

募金 

戸別募金 2,419,843 

3,275,008 
法人募金 150,000 
職域募金 536,790 

その他の募金 168,375 
※令和４年2月1日現在の募金額 

（２）事務費・協力費について 

ア 日赤 

各地区連合町内会  事務費：地区一律  ￥２０，０００ 

各町内会自治会   協力費：会費実績×５％（千円未満四捨五入） 
 

イ 共同募金 

各地区連合町内会  事務費：地区一律  ￥２０，０００ 

各町内会自治会   地区事務費:地区一律:１,０００円 

配布協力費:自治会町内会加入世帯×２円 

（10の位を切り上げ) 

※ 事務費及び協力費の交付は、３月にご指定口座へ振込を予定しています。 
 
（３）問合せ先 

日本赤十字社横浜市西区地区委員会、神奈川県共同募金会横浜市西区支会 

電話：４５０－５００５ FAX：４５１－３１３１ 

     E-mail:info＠yoko-nishishakyo.jp 
 

【２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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４ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について 

                                          〔お知らせ〕 

（市連会・健康福祉局） 

（議題４の資料参照）  

  

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中での生活支援として、住民税非課税世

帯等に対して臨時特別給付金を支給します。 

※ 詳細は、別添ご説明資料及び制度概要チラシをご確認ください。 

 

(１）支給対象となる世帯 

    ア 住民税非課税世帯  

    イ 家計急変世帯  

 

（２）給付金の支給額 

     １世帯あたり 10 万円（支給は１回のみ） 

 

（３）申請期限 

   令和４年９月 30 日（金） 必着 

 

（４）臨時特別給付金事業に関する問合せ先 

横浜市非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター 

     電話：0120-045-320（フリーダイヤル） FAX：0120-303-464 

※  受付時間は、午前９時から午後７時まで（土日祝日含む。） 

【２月下旬に説明資料・制度概要チラシを自治会町内会長あて送付します。】 
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５ 「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン（素案）」に 

関するパブリックコメントの実施について       〔お知らせ〕                      

（市連会・財政局） 

（議題５の資料参照）  

  

現役世代はもとより、子どもたちや将来の市民に豊かな未来をつなぐため、“財政を土

台”に、持続可能な市政が進められるよう、財政運営の基本方針、それを踏まえた将来アク

ション等を示す「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン（素案）」を策定しましたの

で、パブリックコメントを実施します。 

 

(１）実施期間 

令和４年３月１日から４月５日まで 

 

（２）提出方法 

     電子申請システム、電子メール、郵送（専用はがき）、FAX 

 

（３）資料の配架場所 

   各区役所、市民情報センター、市立図書館等 

※パブリックコメント用リーフレットは３月１日から配架予定、 

素案冊子は閲覧のみ 

 

（４）問合せ先 

財政局財政課 

     電話：671-2231 FAX：664-7185 

E-mail:za-zaisei@city.yokohama.jp 

【２月下旬に説明資料、パブリックコメント用リーフレットを自治会町内会長あて送付します。】 
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６ 令和４年民生委員・児童委員及び主任児童委員候補者の 

推薦について                                  〔依頼〕 

（市連会・福祉保健課） 

（議題６の資料参照）  

  

民生委員・児童委員の欠員補充は、毎年７月と１２月に行っていますが、令和４年は３年に

１度の一斉改選の年にあたり、１２月に一斉改選となります。 

つきましては、候補者の選出及び推薦準備会を開催いただけますよう御協力をお願いい

たします。 

７月委嘱につきましては、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。 

 なお、１２月委嘱につきましては、５月に改めて依頼いたします。 

 

（１） 今回の依頼にかかる委嘱日 

     令和４年７月１日 

 

（２） 候補者がいる場合の書類提出締切日 

    令和４年４月 28 日 

 

（３） 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 

【２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。】 
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７ 令和４年度 自治会・町内会への広報配布依頼について                         

〔依頼〕 

（市連会・区政推進課） 

（議題７の資料参照）  

  

昨年に引き続き「広報よこはま」（毎月）、「県のたより」（毎月）、「議会だより」（年４回：５

月、８月、11月、２月）の全戸配布をお願いいたします。 

 

(１）配布紙名 

     「広報よこはま」、「県のたより」、「ヨコハマ議会だより」 

 

（２）依頼回数 

「広報よこはま」「県のたより」 毎月１回 

「ヨコハマ議会だより」 年４回（５月･８月･11 月･令和 5 年２月） 

 

（３）配布時期 

   広報紙配送後から該当月 10 日までに配布をお願いします。 

 

（４）配布方法 

自治会・町内会等からの配布をお願いします。 

 

（５）配布謝金  ※謝金額は令和４年度予算議決後に確定します。 

「広報よこはま」 １部につき９円 

「県のたより」   １部につき８円 

「ヨコハマ議会だより」  １部につき４円 

 

（６）謝金支払 

   年２回（令和４年 10 月、令和５年３月） 

 

（７）問合せ先 

区政推進課広報相談係（１階１番窓口）  

電話：320－8321 FAX:314-8894 

【2 月下旬に「広報紙の配布について」の通知を自治会・町内会長あて送付します。】 

 【広報紙は、配布予定月の前月末日までに広報配布責任者あて直送します。】 
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８ 令和３年度 第３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８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３回目）を、令和４年３月１日から３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 

     ３月１日（火）～15日（火） 10時00分～20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） 

 
（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 

 

【2 月下旬にチラシを自治会・町内会長あて送付します。】 
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９ 西区保健活動推進員会 会報第 38 号について                

〔ポスター掲出〕 

（福祉保健課） 

（議題９の資料参照）  
  

「地域における健康づくりの推進役」として活動している西区保健活動推進員会におい

て、会報第38号を作成しました。 

 会報には、主に各地区の健康づくりに向けた取組みを掲載しています。区民の皆様に保活

の活動を紹介することで、健康づくりを啓発するきっかけとするため、掲示板へのポスター

掲出の御協力をお願いします。 
 

（１）問合せ先 

福祉保健課健康づくり係（２階26窓口） 

電話：320－8439 FAX:324-3703 

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

【2 月下旬にポスターを自治会・町内会長あて送付します。】 
 

１０ 西区平沼一之橋・二の橋周辺地域交通検討業務における

アンケート調査の結果報告について            〔お知らせ〕 

（西土木事務所） 

（議題１０の資料参照）  
 

 10 月定例会で依頼させていただきました「西区平沼一之橋・二の橋周辺地域交通検討業

務におけるアンケート調査」について、結果を報告いたします。御協力いただき、ありがとう

ございました。 
 

(１）アンケート結果 

   「別紙１」、「参考資料１」を参照。 

（２）今後の予定 

ア 令和４年２月下旬  報告書の公表（西区ＨＰ） 

イ 交通管理者との協議を踏まえて、当該地区における関係者の皆様のご意見を伺 

い、当該地区の課題解決に向けた合意形成を図ります。 

（３）問合せ先 

西区土木事務道路係（２階道路係窓口） 

電話：242－1313 FAX：241－7582 

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

【2 月下旬に資料を検討対象自治会・町内会長あて送付します。】 
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１１ 情報紙「にしとも広場 19 号」及び「にしとも広場

mini22 号」について                         〔お知らせ〕 

（にしく市民活動支援センター） 

（議１１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19号」及び

「にしとも広場mini22号」を発行します。２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 

【2 月下旬に「にしとも広場 19 号」及び「にしとも広場 mini22 号」を自治会・町内会長あて送付します。】 

 

 

 


