
令和４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〕 

（議題１の資料参照）
（戸部警察署） 

２ 西区内の火災・救急概要について 

〔お知らせ〕 

（議題２の資料参照）

（西消防署） 
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３ 横浜市住生活マスタープラン（横浜市住生活基本計画）改

定に係るパブリックコメントについて 

〔お知らせ〕 

（議題３の資料参照） 

（市連会・建築局） 

 

 横浜市住生活マスタープラン（横浜市住生活基本計画）とは、横浜市の住まいや住環境に

ついての基本的な方向性を示すことを目的とした、住宅部門の基本計画です。現行計画の

策定からおおむね５年を迎え、国の住宅政策の動向、社会・経済情勢の変化等を踏まえ改定

するにあたり、この度改定素案を公表し、パブリックコメントを実施します。 

パンフレットは、各区役所、市民情報センター等で配付するほか、市のホームページでもお

知らせします。 

(1) 意見募集（パブリックコメント実施）期間

令和４年７月１日（金）から８月１日（月）まで

(2) 提出方法

① 電子申請システム（インターネットからの御提出）
② 電子メール
③ 郵送

④ FAX

(３) 問合せ先

建築局住宅政策課

電話/ＦＡＸ：671-2922

E-mail：kc-jutakuseisaku@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。】 
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４ 「新たな中期計画の基本的方向」の市民意見募集について 

〔お知らせ〕 

（市連会・政策局） 

（議題４の資料参照） 

 ４年度に策定する新たな中期計画について、策定にあたっての考え方や骨子を示した「新

たな中期計画の基本的方向」をとりまとめました。この「新たな中期計画の基本的方向」に

ついて、市民意見募集を行います。 

 市民意見募集の実施については、「基本的方向」の概要と合わせて、広報よこはま 7 月号

に掲載し、市のホームページでもお知らせしています。 

(1) 募集期間

令和４年７月１５日（金）まで

(2) 提出方法

① 郵送
② FAX
③ 電子メール

④ 電子申請システム（インターネットからのご提出）

【問合せ先】 

政策局政策課 

   電話：671-2010 

ＦＡＸ：663-4613 

E-mail：ss-chuki2022＠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。】 
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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」の策定と

出前説明会の実施について 

〔お知らせ〕 

（議題 5 の資料参照） 

（市連会・財政局） 

 

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、令和４年第２回市会定例会の審議を経て、「横浜

市の持続的な発展に向けた財政ビジョン（以下、「財政ビジョン」）」を策定しました。 

つきましては、市民の皆様に「財政ビジョン」を理解していただくため、財政局職員が市民

の皆さまのところにお伺いし、直接ご説明する出前説明会を実施していきます。 

あわせて広報よこはま７月号に記事を掲載し周知していきます。 

詳細については別添の資料をご確認ください。 

【出前説明会のお申込み方法概要】 

（１） 申込方法

①E メール

②郵送

③電話

④FAX

（２） お知らせいただく必要項目

団体名、連絡代表者名・連絡先、希望日時（または時期）、会場、参加人数

【問合せ先】 

財政局財政課 

   電話：671-2231 

ＦＡＸ：664-7185 

E-mail：za-zaisei@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。】 
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6 生活創造空間にし（障害者施設）研修の映画「不安の正体」

上映について 

〔お知らせ〕 

（議題 6 の資料参照） 

（高齢・障害支援課） 

 

西区の障害者施設「生活創造空間にし」では、地域の方々と共有したい内容やテーマをも

とに研修を開催しています。 

今回は、グループホームと地域をテーマにした映画「不安の正体」を上映いたします。障害

当事者の地域での暮らしについて、映画を通して皆さんにも知っていただき、一緒に考える

機会になればと思いますので、ぜひご参加ください。 

（1) 日時

令和 4 年 7 月 2 日（土）

①10：００～11：30

②１３：３０～15：00

※２回上映

(2) 会場

生活創造空間にし ５階食堂

（西区浜松町１４－４０）

(3) 申込先・申込方法

生活創造空間にし研修委員（ねくさす）

FAX またはメールで申込

FAX：５９４-7682

E-mail: h-mori@y-kyousei.or.jp

（４） 申込〆切

６月２９日（水）

【問合せ先】 

生活創造空間にし研修委員（ねくさす） 

電話:５９４－７６８１ 

【６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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７ DVD「人と人とのつながり、地域活動の再構築を目指し

て」の配布について 

〔お知らせ〕 

（議題７の資料参照） 

（福祉保健課） 

令和３年度、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、未開催となっておりました「に

こまちセミナー」につきまして、DVD を作成いたしましたので周知するとともに、配布いた

します。ぜひ、地域活動の参考映像としてご活用ください。 

（1) タイトル

令和３年度にこまちセミナー動画

「人と人とのつながり、地域活動の再構築を目指して」

(2) 講師

村井 祐一 氏（田園調布学園大学 教授）

(3) 内容

コロナ禍での地域活動の具体的例を通して、今だからこそできる地域のつながり・再

構築を考える。 

（４） 配布先・配布枚数

各連合自治会町内会に１枚ずつ

【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 
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8 令和４年度「にこまちフォーラム」開催案内チラシの配布に

ついて 

〔お知らせ〕 

（議題 8 の資料参照） 

（福祉保健課） 

 令和４年５月定例会にてご案内いたしました令和４年度「にこまちフォーラム」の開催に

ついて、チラシを作成しましたので、配布いたします。 

【概要】別添のチラシをご確認ください。 

（1) 開催日時

令和４年７月 28 日（木） 14 時から 15 時 30 分まで（開場 13 時 30 分）

(2) 会場

横浜市健康福祉総合センター（中区桜木町１-１）

(3) 内容

ア 第４期地区別計画及び各地区紹介（動画の放映）

全６地区が製作した動画の放映

イ 講義

「みんなで紡ぐ まちの未来図」～はじめよう、今日からわたしにできること～

西尾 敦史 氏（愛知東邦大学 人間健康学部人間健康学科 教授） 

【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

【６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 福祉・保健情報ニュース「みみより広場」令和４年度分の配

布について 

〔お知らせ〕 

（議題 9 の資料参照） 

（福祉保健課） 

「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、各自治会・町内会長へも参考とし

て年４回配布いたします。 

みみより広場 第７７号（６月号） 

・地域のお元気さんへのインタビュー記事

・健康レシピ

・特集記事：コロナ禍の熱中症予防

【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 

【６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 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 10 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４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（金）～15 日（金） 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）

※その他の受付場所につきましてはチラシ裏面をご覧ください。

【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・町内会長あて送付します。】 
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11 第 38 回横浜かもんやま能について 

〔ポスター掲出〕 

（議題 11 の資料参照） 

（ふるさと西区推進委員会） 

第 38 回横浜かもんやま能の開催及び西区先行販売についてお知らせします。 

第 38 回横浜かもんやま能 

【概要】 

（１） 開催日時

令和４年 10 月２日（日）14 時 00 分～16 時 05 分

（２） 会場

横浜能楽堂

(3) 演 目

狂言「寝音曲（ねおんぎょく）」（大蔵流）茂山七五三（しげやましめ）

能 「通小町（かよいこまち）」（観世流）観世銕之丞(かんぜてつのじょう)

【チケット西区先行販売】 

(1) 申込：横浜能楽堂

（２） 日程：令和４年７月 16 日（土）から７月 18 日（月）

（3） 対象：西区内在住・在勤・在学の方 ※先着 200 枚１人４枚まで

横浜能楽堂 16 日（土） 17 日（日） 18 日（月） 

ホームページ

（会員登録が必要です） 
12：00～23：59 00:00～23：59 00:00～23：59 

お電話 

（263-3055） 
12：00～18：00 ９:00～18：00 ９:00～18：00 

直接来館 

（横浜能楽堂） 
× ９:00～18：00 ９:00～18：00 

(４) 入場料

Ｓ席 4,500 円 ・ Ａ席 4,000 円 ・ Ｂ席 3,500 円

※一般販売は７月 30 日（土）12 時～ 購入方法は上記と同じ

【問合せ先】 

ふるさと西区推進委員会事務局（地域振興課：４階 48 番窓口） 

電話：320-8391  

FAX：322-5063 

E-mail : ni-hurusato＠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。】 
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1２ 自治会町内会のための講習会（市民局主催）の開催に

ついて 

〔お知らせ〕

（地域振興課） 

市民局主催の「自治会町内会のための講習会」を開催いたします。 

本講習会は平成 28年度から各区持ち回りで、平成 31年度までに市内 15区で開催され

てきました。令和２、３年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で中止となり、今年度

につきましては西区・戸塚区・旭区で開催されることとなりました。 

講習会の内容といたしましては、自治会町内会の運営や加入促進に関する講演と、自

治会町内会の取組事例の発表を予定しています。つきましては開催区である西区から取

組事例を発表いたしますので、発表者の選出をお願いいたします。 

現時点では 12月頃の開催を予定しておりますが、詳細が決まり次第改めてお知らせい

たします。 

なお、例年開催されておりました新任自治会・町内会研修会は、西区連合町内会自治

会連絡協議会事務局より令和４年度は本講習会をもってかえさせていただくとのことで

す。 

新任の自治会・町内会長の皆様には、昨年度作成いたしました「地域活動ハンドブッ

ク」を別途お送りさせていただきますのでご活用ください。

【問合せ先】 

地域振興課（４階47番窓口） 

電話:320-８３８７ 

FAX: 320-5063 

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