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令和４年 ３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 西区シニアクラブの活動への連携・御協力について   

                   〔その他：お願い〕 

（高齢・障害支援課） 

（議題３の資料参照）  

 

シニアクラブ活動を推進し、会員の加入促進と減少防止を図るための取り組みにつ

いての連携と御協力をお願いします。 

 

（１）西区シニアクラブの今後の取り組み 

ア 現在、クラブがない地域においては、クラブの設置を促進する。 

  イ 現在、休会となっているクラブにおいては、再開を進める。 

  ウ 掲示板や回覧板を使用してシニアクラブが広報を行う。 

  エ 西区の各自治会・町内会へシニアクラブ発行の機関紙を配布する。 

 

（２）問合せ先 

高齢・障害支援課高齢・障害係（２階23窓口） 

   電話 320-8493 FAX 290-3422 

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

【３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 「令和４年度横浜市市民活動保険」の周知及びリーレ

ットの配布について                      〔お知らせ〕 

（市連会・市民局） 

（議題４の資料参照）  

 

多くの市民の皆様に、安心してボランティア活動に参加していただけるよう、市があ

らかじめ保険会社と保険契約を締結する「横浜市市民活動保険」事業を、令和４年度も

実施します。 

 

（１）補償内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）主な配布先 

   西区総務課、市民活動支援センター（にしとも広場）など 

 

（３）問合せ先 

    総務課（４階 51番窓口） 

   電話 320-8308 FAX 322-9847 

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

【３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。】 
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５ 令和４年度西区災害対策連絡協議会及び西区地域防拠 

 点管理運営委員会連絡協議会の開催について〔お知らせ〕 

（総務課） 

  

 

令和４年度西区災害対策連絡協議会及び西区地域防災拠点管理運営委員会連絡協

議会の開催日時等をお知らせします。 

 

（１）西区災害対策連絡協議会 

   ア 日 時  ５月27日（金） 15時から16時まで 

イ 場 所  西区役所３階 ３Ａ・３Ｂ会議室 

   ウ 内 容  令和３年度 災害対策の取組（報告） 

     （予定） 令和４年度 各種災害対策の取組・方針等 

   エ 出席者  各地区連合町内会長・各地域防災拠点管理運営委員会 

会長他 

 

（２）西区地域防災拠点管理運営委員会連絡協議会 

   ア 日 時  ５月27日（金） 16時から17時まで 

イ 場 所  西区役所３階 ３Ａ・３Ｂ会議室 

   ウ 内 容  令和３年度 地域防災活動奨励事業報告 

     （予定） 令和４年度 西区防災訓練基本方針等 

   エ 出席者  各地域防災拠点管理運営委員会会長他 

 

（３）問合せ先 

    総務課（４階 51番窓口） 

   電話 320-8310 FAX 322-9847 

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

【後日、開催通知を関係者あて送付します。】 

※新型コロナウイルス感染症の状況に応じて、開催方法が変更になる可能性があります

ので、ご了承ください。 
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 ６ 西区版在宅避難リーフレットの発行について        

              〔お知らせ〕 

（総務課） 

（議題６の資料参照）  

 

災害時の避難所における感染症対策の一環として、自宅が無事であれば自宅での避

難生活（在宅避難）を啓発することを目的とし、西区版在宅避難リーフレットを作成

しました。ご家族、地域での話し合いなどに、ぜひご活用ください。 

 

（１）リーフレットの内容   

ア 避難所生活と在宅避難生活の違い（P１） 

イ 在宅避難を送るための３つのポイント（P２、３） 

   (ア) 備蓄品のチェックリスト 

(イ) トイレパックの使い方 

(ウ) 家の中の備え 

ウ 避難が必要な際の避難行動について（P４） 

 

（２）配架、掲載場所 

区役所１階、４階51番窓口、西区ホームページ等 

 

（３）問合せ先 

    総務課（４階 51番窓口） 

   電話 320-8310 FAX 322-9847 

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

【３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。】 
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 ７ 令和３年度西区オンライン防災講演会の開催について

                         〔お知らせ〕 

（総務課） 

（議題７の資料参照）  

 

  令和３年度西区オンライン防災講演会を「YouTube」にて、無料配信します。ぜひ御

視聴ください。 

 

（１） 視聴方法 

    横浜市公式YouTubeチャンネルにて無料配信（インターネットまたはアプリで

視聴可能です。） 

 

（２）公開期間 

    令和4年3月18日㈮～3月31日㈭ 

 

（３）講師 

    和田 隆昌 氏 

 

（４）演題及び内容 

ア 演題 

大規模災害に備える地域防災の在り方 

イ 内容 

阪神淡路大震災等の現場で得た経験をもとに、災害リスクの軽減につながる 

地域コミュニティの活性化や共助の重要性などについて。 

ウ  講演時間 

       約20分 

 

（５） 問合せ先 

     総務課（４階 51番窓口） 

    電話 320-8310 FAX 322-9847 

E-mail: ni-bousai@city.yokohama.jp 
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８ 西区統計便覧｢西区っていいね！データでみる西区 

令和４年（2022 年）版｣について         〔お知らせ〕 

（総務課） 

（議題８の資料参照）  

 

西区内の各種統計データをまとめた西区統計便覧｢西区っていいね！データでみる 

西区 令和４年（2022年）版｣を発行いたしました。 

  つきましては、各自治会･町内会長に１部ずつ送付させていただきますので、ご活

用ください。 

 

（１）問合せ先 

   総務課統計選挙係（４階50窓口） 

   電話 320-8315 FAX 322-9847 

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

【３月下旬に統計便覧１部を自治会・町内会長あて送付します。】 
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９ 令和４年度地域防犯カメラ設置補助制度実施について 

    〔お知らせ〕 

（市連会・市民局） 

（議題９の資料参照）  

 

  地域が取り組む防犯活動の支援の一環として、防犯カメラを設置する際に費用の一

部を補助する「地域防犯カメラ設置補助制度」を、神奈川県と連携して実施いたしま

す。 

  防犯カメラの設置を希望する自治会・町内会は、地域振興課に御相談のうえ、申請

書類を御提出いただきますようお願いします。 

 

（１）補助の対象とするカメラ 

   地域における犯罪の防止を目的として、道路等の公共空間における人等の動きを

撮影し、記録するために特定の場所に固定して設置する防犯カメラ 

（２）補助対象団体 

   自治会・町内会及び地区連合町内会 

（３）補助対象経費 

ア 防犯カメラ等購入費及び設置工事費 

イ 防犯カメラの設置を示す看板等の設置費 

※ 電気料金、修繕、メンテナンス料金などの維持管理費、更新に係る費用は 

補助の対象外です。 

（５）補助率 

防犯カメラ１台ごとに補助対象経費の 10分の９（上限額 160,000円） 

（６）申請書・申請の手引配付場所 

   区役所地域振興課 

（７）提出期限 

令和４年６月 30日（木） 

（８）問合せ先 

    地域振興課（４階 47番窓口） 

    電話：320-8386 FAX：322-5063 

市民局地域防犯支援課 

   電話：671-3705 FAX：664-0734 

 

【３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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１０ 令和４年度ＬＥＤ防犯灯整備事業について 

〔依頼〕  

（市連会・市民局地域防犯支援課） 

（議題１０の資料参照）  

 

令和４年度の電柱へのＬＥＤ防犯灯の新設工事を行います。（鋼管ポールＬＥＤ 

防犯灯の新設工事は一時休止とさせていただきます。）設置を希望する自治会町内会

は、区役所地域振興課にて申請書をお受け取りのうえ御提出ください。 

 

（１）ＬＥＤ防犯灯の新設について 

   ア 申請方法 

      設置を希望する自治会・町内会は、申請書類の提出が必要になりますので、 

     事前に地域振興課までご相談ください。 

   イ 提出期限 

     令和４年５月 31日（火） 

 

（２）問合せ先 

    地域振興課（４階 47番窓口） 

    電話：320-8386 FAX：322-5063 

 

市民局地域防犯支援課 

   電話：671-3709 FAX：664-0734 

 

【３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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１１ 地域活動推進費・地域防犯灯維持管理費補助金、「町の防災組 

織」活動費補助金の交付申請及び実績報告書の提出について〔依頼〕 

（地域振興課、総務課） 

  

 

地域活動推進費・地域防犯灯維持管理費補助金・「町の防災組織」活動費補助金の

令和４年度交付申請及び令和３年度実績報告書について作成、提出を依頼します。 

 

（１）提出期限 

令和４年８月31日（水） 

 

（２）提出方法 

ア 地域活動推進費補助金・地域防犯灯維持管理費補助金は、 

地域振興課（４階47番） 

イ 「町の防災組織」活動費補助金は、 

総務課（４階51番） 

  

（３）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 

【３月下旬に申請書等を自治会・町内会あて送付します】 
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１２ みなとみらい 21 さくらフェスタ 2022 開催に係る 

ご案内について                          〔お知らせ〕 

（ふるさと西区推進委員会） 

（議題１２の資料参照）  

 

みなとみらい21さくらフェスタ2022及び戸部大通り商店会掃部山さくらキャンペー

ンを開催します。 

 

（１）みなとみらい21さくらフェスタ2022 

   ア 会期 

３月19日（土）～27日（日） 

   イ 内容  

さくらパレード、グルメストリート、物販テント、働く自動車展示、 

     さくらステージなど 

 

（２）戸部大通り商店会掃部山さくらキャンペーン 

ア 甘酒ふるまい 

３月26日（土）12：00～ ※なくなり次第終了 

イ 対象店舗でお得な「お福セット」販売 

３月19日（土）～４月10日（日） 

 

（３）問合せ先 

（１）みなとみらい21さくらフェスタ2022  

みなとみらい21さくらフェスタ実行委員会事務局（045-662-0081） 

  （２）戸部大通り商店会 

     ㈲大塚由五郎商店（商店会長 045-231-7693） 

 

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 

【３月下旬にリーフレットを自治会・町内会あて送付します】 

 

 

mailto:ni-chiikishinko@city.yokohama.jp

