
令和５年 西区連会１月定例会資料 

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 山下ふ頭再開発に係る意見募集への協力について 

 〔お知らせ〕 

（議題３の資料参照） 

（市連会・港湾局山下ふ頭再開発調整課） 

山下ふ頭再開発の新たな事業計画策定に向け、前回の市民意見募集等の結果を踏まえ、

より具体的な再開発のイメージや導入機能などを伺うため、令和４年１１月２２日から市民

意見募集を開始しましたので、応募の御協力をお願い申し上げます。 

１  募集期間 

   令和４年１１月２２日（火）～令和５年２月２８日（火） 

２  応募方法 

（１） リーフレット付属はがき

（２） インターネット入力フォーム

・スマートフォン：QR コードからアクセス

・パソコン：市（港湾局）のホームページからアクセス

３  リーフレット配付場所 

（１） 市民情報センター（市庁舎３階）

（２） １８区役所広報相談係

（３） 主要鉄道駅、各図書館及び各行政サービスコーナーの PR ボックス

（４） 青少年地域活動拠点

※詳細につきましては資料を御確認ください。

【問合せ先】 

   港湾局山下ふ頭再開発調整課 

   電話：671-7315 

ＦＡＸ：550-4961 

E-mail：ｋｗ-yamashita@city.yokohama.jp

【1 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 三ツ沢公園の再整備について 

 〔お知らせ〕 

（環境創造局公園緑地整備課） 

（議題４の資料参照） 

令和４年８月１０日から９月８日にかけ、「三ツ沢公園球技場を含む公園の再整備に向けた

基本的な考え方（案）」について市民意見募集を実施したところ、合計で 2,946 通 5,748

件に上る大変多くのご意見をいただき、地域の皆様の日常的な公園利用に対するニーズの

大きさなどが伺えました。 

この市民意見募集の実施結果とともに、これまでの検討経過等も踏まえて「三ツ沢公園 

再整備基本構想（案）」を取りまとめましたので、お知らせいたします。（詳細は別添資料を御

参照ください。） 

【問合せ先】 

   環境創造局公園緑地整備課 

   電話：671-4768 

ＦＡＸ：671-2724 

E-mail：ks-koenseibi-m＠city.yokohama.jp

【1 月下旬に資料を自治会・町内会長あて送付します。】 

3



５ 令和５年度「にこまち助成金」の周知および申請受付について 

 〔お知らせ〕 

（西区社会福祉協議会） 

（議題５の資料参照）  

西区地域福祉保健計画（にこまちプラン）の推進につながる地域活動を支援するための

「にこまち助成金」が広く活用されるよう、区民への周知についてご協力をお願いいたしま

す。 

令和５年度事業に対する助成金・申請受付期間 

１  申請金額が５万円を超えるもの：年３回 

   第１回 令和５年２月１４日(火)～２月２８日(火) 

第２回 令和５年５月１７日(水)～５月３１日(水) 

   第３回 令和５年９月１４日(木)～９月２８日(木) 

２  申請金額が５万円までのもの：通年 

※いずれも受付は平日（月曜～金曜）の９：３０～１６：３０まで

※申請に関する相談については随時対応します

【問合せ先】 

   横浜市西区社会福祉協議会 

   電話：４５０-５００５ 

ＦＡＸ：４５１-３１３１ 

E-mail：info＠yoko-nishishakyo.jp

【1 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 ふれあい会事務説明会および研修会について 

 〔お知らせ〕 

（西区社会福祉協議会） 

西区ふれあい福祉推進事業について、令和４年度報告および令和５年度申請手続きに関

する事務説明会を開催します。また併せて研修会を開催します。 

１  日時 

   令和５年３月３日（金） 

（１） １０:００～１０:４５ 研修会 「西区の見守り活動について」

（２） １１:００～１１:３０ 事務説明会

２  会場 

   西区役所 

３  対象 

   ふれあい会５２団体およびふれあい会結成を検討している自治会町内会・団体 

（１） 研修会：活動を始めて概ね３年以内の担い手およびこれから始める方

（２） 説明会：各会２名まで

【問合せ先】 

   横浜市西区社会福祉協議会 

   電話：４５０-５００５ 

ＦＡＸ：４５１-３１３１ 

E-mail：info＠yoko-nishishakyo.jp
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７ 平沼一之橋•平沼二の橋における自転車通行空間(矢羽根型路

面標示)の整備について 

 〔お知らせ〕 

（議題７の資料参照） 

（西土木事務所） 

 

令和３年度に実施しました平沼一之橋・平沼二の橋および周辺地区を対象にしたアンケ

ートにおいて、橋梁部における自転車通行空間の充実が必要との多くの御意見をいただい

たため、令和５年度から、橋梁部等に矢羽根型路面標示と自転車ピクトグラムを設置し、自

転車通行空間の整備を進めます。 

１  時期 

   令和５年度から予算の範囲で整備予定 

２  場所 

  平沼一之橋・平沼二の橋および前後の交差点までの区間 

３  内容 

   矢羽根型路面標示と自転車ピクトグラムを設置 

※詳細につきましては資料を御確認ください。

【問合せ先】 

   西土木事務所 

   電話：２４２-１３１３ 

ＦＡＸ：241-7582 

E-mail：ni-doboku＠city.yokohama.jp

【1 月下旬に資料を過去にアンケートにご回答いただいた自治会・町内会長あて送付します。】 
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８ 水道局関係者を装った不審な訪問や電話、メールについて 

 〔お知らせ〕 

（水道局中村水道事務所） 

（議題８の資料参照）  

水道局の職員や委託事業者などの水道局関係者を装い、各家庭を訪問する不審者情報

が多数寄せられております。何か不審な点がある場合は、家の中に入れたり、すぐに契約や

金銭の支払いはせず、水道局お客さまセンター（045-847-6262）へご連絡ください。 

具体的事例 

●水道局を名乗り、「〇〇日に水質検査に伺うので、コップ一杯の水を用意してください。」

という電話等での案内がされる。

●検査後に「水質が良くない。」と言われ、水道管の洗浄を勧められたため洗浄をしてもら

ったところ、高額な請求をされた。

【問合せ先】 

   水道局中村水道事務所事務係 

   電話：252-9001 

ＦＡＸ：241-2571 

E-mail：su-nakamurasuidou@city.yokohama.jp

【1 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 よこはま防災力向上マンション認定制度について 

 〔お知らせ〕 

（建築局住宅政策課） 

（議題９の資料参照）  

横浜市では、災害に強いマンションの形成と地域住民を含めた防災力の向上を図るため

に、防災対策を実施しているマンションを「よこはま防災力向上マンション」として認定して

います。 

防災対策に取り組むきっかけに、当該制度を御活用ください。 

１  認定対象 

   新築、既存、分譲、賃貸を問わず、すべてのマンション 

２  申請先 

   建築局住宅政策課 

３  申請期間 

   通年 

４  申請方法等 

   別添チラシ又は HP 参照 

※西区内では、既に２つのマンションが認定されています。（別添記者発表資料）

【問合せ先】 

   建築局住宅政策課 

   電話：671-4121 

ＦＡＸ：641-2756 

E-mail：kc-bouman＠city.yokohama.jp

【1 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５年４月９日執行統一地方選挙に関するお願いについて 

 〔依頼〕 

（市連会・選挙管理委員会） 

（議題１０の席上資料参照）  

令和５年統一地方選挙が令和５年４月９日に執行されます。 

つきましては、選挙の円滑な執行に御協力いただきたく、次の事項についてのお願いをさせてい

ただきます。何卒御理解を賜わり、従前同様の御協力をお願い申し上げます。 

（１）投票管理者・投票立会人の推薦

ア 投票所ごとに、投票管理者１人及び投票立会人２人の御推薦をお願いします。

イ 投票管理者には、各投票所の従事者の御推薦をお願いします。

＜参考＞報酬額 

職  名 報 酬 

投票管理者 26,000円（投票日前日・当日分、１日当たり 13,000円） 

投票立会人 12,000円（投票日当日分） 

※新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、市選挙管理委員会策定のマニュアルに沿った

対策を講じ、投票所を運営してまいります。

※人員の確保が難しい場合は、例外的に交替で従事することも可能です。（事前に総務課統

計選挙係まで御相談ください。）

【各地区連会長あて依頼します。地区ごとの依頼文は席上配布します。】 

（２）選挙啓発（ＰＲ）ポスターの掲出

ア 各自治会・町内会の掲示板に選挙ＰＲポスターの掲出をお願いします。

イ ポスターは、各自治会・町内会長あて郵送します。

【ポスターを市選管から各自治会・町内会長あて郵送します。（２月下旬から３月上旬）】 

（３）選挙公報の配布

統一地方選挙では、神奈川県知事選挙、神奈川県議会議員選挙、横浜市会議員選挙の

選挙公報の３種類の選挙公報を配布します。 

ア 選挙公報を自治会・町内会で配布いただけるか、ポスティング業者に配布を委託するかの照会

文を別途自治会・町内会長あてに郵送しますので、御回答をお願いします。

イ 自治会・町内会で選挙公報を配布いただく場合、法律の規定に基づき、投票日の２日前までに、

未加入世帯を含めた全世帯に配布をお願いします。

（参考：配布謝金は、１部（３選挙分）あたり 18円を予定しています。ただし、無投票により２選挙

となった場合は、１部あたり 14 円を予定しています。）

【照会文を各自治会・町内会長あて郵送します。（本日）】 

【問合せ先】 

   総務課統計選挙係（４階５０番窓口） 

   電話：320-8314 

ＦＡＸ：322-9847 
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11 西区統計便覧｢西区っていいね！データでみる西区 令和５

年（202３年）版｣について 

 〔お知らせ〕 

（議題１１の席上資料参照） 

（総務課） 

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５年（2023 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部ずつ送付いたしますので、御活用ください。 

【問合せ先】 

   総務課統計選挙係（４階５０番窓口） 

   電話：320-8314 

ＦＡＸ：322-9847 

E-mail：ni-toukei@city.yokohama.jp

【1 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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12 令和４年度 西区・保土ケ谷区・健康福祉局 合同 WEB 人権

啓発講演会について 

 〔ポスター掲出〕 

（議題１２の資料参照） 

（総務課） 

西区では、区民および職員の人権意識を啓発するため、人権啓発講演会を開催していま

す。今年度は以下のとおりＷＥＢ配信にて開催しますので、自治会・町内会からの積極的な

御参加及びポスターの掲出をお願いします。 

内容 

１ 表題 

  「ひきこもりを生きる」を支援する ～一方的な克服や解決をしない、いっしょに歩む～ 

２ 講師 

  白梅学園大学子ども学部・教授 長谷川 俊雄さん 

３ 配信期間 

  令和５年３月２２日（水）まで 

４ 講演時間 

  約６0 分 

５ 動画の視聴方法 

①別紙の二次元コードを読み取って視聴

（各区局のホームページを経由します）

②インターネットから

横浜市公式 YouTube チャンネル「CityOfYokohama」を検索して視聴

【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

【1 月下旬にポスターを自治会・町内会長あて送付します。】 
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13 「にしく『わたしの大切にしたい SDGs』展」の開催について 

 〔お知らせ〕 

（議題１３の資料参照） 

（区政推進課） 

西区の小中学生が「わたしの大切にしたい SDGs」をテーマに作成した絵画等の作品を

展示します。 

つきましては、ぜひお近くの会場に足をお運びください。 

開催期間および会場 

１  ２月１日（水）～８日（水） 

   横浜市役所１階 展示スペース A 

２  ２月９日（木）～１９日（日） 

   横浜新都市ビル（そごう横浜店９階） 

３  ２月２１日（火）～２８日（火） 

   横浜市中央図書館地下１階 ホール・ホワイエ 

４  ３月１日（水）～１２日（日） 

   MARK IS みなとみらい２階 ぶらりギャラリー 

※各会場の詳しい開場時間についてはチラシを御確認ください。

【問合せ先】 

   区政推進課企画調整係（４階４９番窓口） 

   電話：320-83２７ 

ＦＡＸ：３１４-８８９４ 

E-mail：ni-kikaku@city.yokohama.jp

【1 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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１４ 「自治会町内会に対する依頼の見直しに向けたアンケート」へ

の御協力に関する再度のお願い 

 〔依頼〕 

（市連会・市民局地域活動推進課） 

（議題１４の資料参照）  

11月の市連会・区連会を通じて標記アンケートへのご協力をお願いしたところですが、残

念ながら、回答率が伸び悩んでおります。アンケートフォームへのアクセスのしやすさなど、

これまでにいただいたご意見を踏まえて改善を加え、回答期限につきましても１月末まで延

長いたしましたので、まだ御回答いただいていない自治会町内会長の皆様におかれまして

は、何卒御協力くださいますようお願い申し上げます。 

１  回答方法 

（１） 横浜市電子申請・届出システム

○スマートフォン等の場合

右の二次元バーコードからアクセス

○パソコンの場合

「横浜市電子申請・届出システム」トップページの「手続き一覧（個人向け）」より

キーワード検索で【自治会 依頼】で検索。

（２） １１月に配布した返信用封筒による調査票の郵送

２  回答期限 

   令和５年１月３１日（火） 

【問合せ先】 

   市民局地域活動推進課 

   電話：671-2317 

ＦＡＸ：664-0734 

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

【1 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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15 令和４年度「自治会町内会のための講習会」収録動画の

YouTube 配信について 

 〔お知らせ〕 

（市連会・市民局地域活動推進課） 

（議題１５の資料参照）  

令和４年度の「自治会町内会のための講習会」については、新型コロナウィルス感染症の

影響により集合形式から変更し、より多くの自治会町内会の皆様に講習会の内容を御紹介

するため、講習会内容を収録した動画を YouTube 配信いたします。 

つきましては、別紙の通り御案内いたしますので、ぜひ御視聴のほどよろしくお願いいた

します。 

【問合せ先】 

   市民局地域活動推進課 

   電話：671-2317 

ＦＡＸ：664-0734 

E-mail：sh-jichikai@city.yokohama.jp

【1 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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