
令和４年度 西区連会２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 家庭防災員制度の一部見直しについて 

 〔お知らせ〕 

（議題３の資料参照） 

（市連会・消防局予防課） 

令和４年１０月の定例会において「（仮称）よこはま防災パーク」の創設に関する情報提供

と、家庭防災員制度の見直しについて検討を進めることを説明させていただきました。 

皆様から寄せられた御意見等を踏まえ、令和５年度以降の家庭防災員制度について、御

報告いたします。 

１  家庭防災員研修受講者の募集方法 

   これまで行ってきた消防署からの一律での推薦依頼ではなく、地域の実情に応じて推

薦をいただく、又は区民の皆様の応募により募集します。 

２  家庭防災員自主活動補助金制度の見直し 

   これまでの家庭防災員に限定した個別の補助制度を改め、家庭防災員をはじめとした

地域の皆様の自主活動を広く支援するための活動経費について議会に上程し、審査中

です。 

３  令和５年度の家庭防災員研修受講者の募集及び研修等 

   令和５年度に改めて、消防署から募集及び研修の詳細について、御案内いたします。 

【問合せ先】 

   西消防署総務・予防課予防係 

   電話：313-0119 

ＦＡＸ：313-0119 

【２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 「横浜市中期計画 2022～2025」の公表について 

 〔お知らせ〕 

（市連会・政策局政策課） 

（議題４の資料参照）  

日ごろから、市政への御理解と御協力を賜りありがとうございます。 

令和４年１２月２３日に、横浜市会において「横浜市中期計画２０２２～２０２５」が、附帯意

見を付して可決されました。 

各区区連会におかれましては、市民意見募集やパブリックコメントをはじめ、多大なる御

協力・御尽力をいただき感謝申し上げます。 

今回の中期計画は１月２０日（金）に本市ホームページで公表し、「広報よこはま２月号」に

も掲載しております。 

合わせて、中期計画の概要をわかりやすくまとめた配布用のリーフレットを、各自治会に

１部ずつ配布いたしますので、地域の皆様へ「横浜市中期計画２０２２～２０２５」が公表され

た旨の周知をよろしくお願いいたします。 

【問合せ先】 

   政策局政策課 

   電話：671-2010 

ＦＡＸ：663-4613 

E-mail：ss-seisaku@city.yokohama.jp

【２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 紅葉ケ丘まいらん 春のイベントについて 

 〔ポスター掲出〕 

（議題５の資料参照） 

（神奈川県立音楽堂） 

紅葉ケ丘地域にある公立文化施設五館（県立音楽堂・青少年センター・図書館／横浜市民

ギャラリー・能楽堂／頭文字 MYLAN をとって「まいらん」と称する）連携でイベントを行い

ます。五館それぞれによる、無料のプログラムがあり、五館を巡ってオリジナルグッズの参

加賞がもらえるスタンプラリーや、参加賞のほかに更に抽選で景品があたるクイズラリーが

あります。ホットドッグやサンドイッチ、暖かい飲み物などのフードカーも出ますので、ぜひ

御参加ください。 

１  日時 

   令和５年３月４日（土） 

   １０時００分～１６時００分（スタンプラリーの最終申込受付は１５時３０分） 

※事前申込不要

２  会場 

   神奈川県立音楽堂、神奈川県立青少年センター、神奈川県立図書館、 

横浜市民ギャラリー、横浜能楽堂 及び 紅葉ケ丘周辺 

※プログラム内容等については各館の HP で御確認ください。

３  参加費 

   無料 

【問合せ先】 

   横浜・紅葉ケ丘まいらん（神奈川県立音楽堂） 

   電話：２６３-２５６７ 

【２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 令和５・６年度西区環境事業推進委員委嘱式への御出席について 

 〔依頼〕 

（資源循環局西事務所） 

 

令和５・６年度西区環境事業推進委員委嘱式を下記のとおり執り行いますので、各地区連

合町内会長の皆様におかれましては御出席いただきますようお願い申し上げます。 

１  日時 

   令和５年４月１７日（月） 

   【第１部】 １３時３０分～１４時１５分 

該当地区：第一地区、第２地区、第 3 地区、第 4 地区 

   【第２部】 １５時１５分～１６時００分 

該当地区：第五地区、第六地区、みなとみらい地区、その他の自治会・町内会 

※新型コロナウイルス感染症対策として広くスペースを確保するため、地区を分けて

2 部制で開催いたします。

２  会場 

   西区役所３階ＡＢ会議室 

【問合せ先】 

   資源循環局西事務所 

   電話：241-9773 

ＦＡＸ：251-1791 

E-mail：sj-nishij＠city.yokohama.jp

【３月下旬に通知文を各地区連合町内会長あて送付します。】 
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７ 令和４年度「日赤会費募集」・「共同募金運動」について 

〔お知らせ〕 

（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） 

（議題７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、多大なるご協力を賜り厚くお礼申

し上げます。令和４年度の日赤会費及び共同募金の結果をご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 

   別添資料のとおり 

２  事務費・協力費について 

   【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） 

   【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については、３月にご指定口座へ振込を予定しております。

【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 

【２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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８ 令和４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５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。 

（１） 受付日時

３月１日（水）～１５日（水） １０時００分～２０時００分（日曜･祝日は１６時まで）

（２） 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

【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 令和５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・健康福祉局地域支援課） 

 

令和４年１２月１日付で民生委員・児童委員及び主任児童委員の一斉改選を行いました

が、一部の地域で欠員状態となっております。 

つきましては、民生委員・児童委員の欠員補充を行うため、「候補者の選出」及び「地区推

薦準備会の開催」に御協力いただきますようお願いいたします。 

※なお、西区においては、主任児童委員は定数に達しているため、今回は民生委員・児童委

員の欠員補充のご依頼となります。

１  ７月委嘱の場合 

   任期：令和５年７月１日～令和７年１１月３０日 

   地区推薦準備会の開催：～令和５年４月２３日 

候補者がいる場合の書類提出日：令和５年４月２４日 

２  １２月委嘱の場合 

   任期：令和５年 12 月１日～令和７年１１月３０日 

地区推薦準備会の開催：８月～９月初旬 

候補者がいる場合の書類提出日：９月中旬～下旬（予定） 

※改めて依頼させていただきます。

なお、欠員地区の自治会町内会長あて、個別に依頼文をお送りするとともに、状況をお伺

いさせていただきます。 

 また、令和４年１１月～５年１月に実施したアンケート等について、多くの皆様にご回答にご

協力いただきまして、誠にありがとうございました。 

いただいたご意見を踏まえ、市として推薦事務の改善や民生委員・児童委員の活動支援に

向け検討を進めていきます。集計結果等については、今後別途報告いたします。 

【問合せ先】 

   福祉保健課運営企画係（２階 24 番窓口） 

   電話：320-8436 

ＦＡＸ：324-3703 

E-mail：ni-minsei＠city.yokohama.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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１0 西区保健活動推進員会 会報第３９号について 

 〔ポスター掲出〕 

（議題１０の資料参照） 

（福祉保健課） 

「地域における健康づくりの推進役」として活動いただいている西区保健活動推進員会

の活動を区民に広くお知らせするため、会報第３９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り組みを掲載しております。つきましては地域の皆様に活動を

紹介し、健康づくりに取り組むきっかけとするために、掲示板への掲出をお願いいたしま

す。 

なお、A3両面の資料のため、「会報」のタイトルが見えるように掲出をお願いいたします。 

【問合せ先】 

   福祉保健課健康づくり係（２階２５番窓口） 

   電話：320-84３９ 

ＦＡＸ：324-3703 

E-mail：ni-dukuri＠city.yokohama.jp

【２月下旬にポスター（会報）を自治会・町内会長あて送付します。】 
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１１ 令和５年４月９日執行統一地方選挙における啓発の実施

及び予定表の提出について 

 〔依頼〕 

（議題１１の資料参照） 

（西区明るい選挙推進協議会） 

４月９日執行の統一地方選挙への投票参加を促すために、各地区における啓発活動の実

施を依頼します。 

１  時期 

   ３月中旬から４月８日（土）まで 

２  実施内容 

  各地区の実情に応じて、効果的な啓発を実施してください。 

（必ずしも街頭啓発でのティッシュ配りでなくても構いません） 

３  依頼事項 

   実施内容について「啓発予定表」に記載し、提出をお願いいたします。 

＜配布啓発物品＞  ポケットティッシュ（各地区 1000 個程度） 

＜その他貸出物品＞ プラカード、のぼり旗、たすき、拡声器 

４  提出期限 

   ３月３日（金）まで 

※地区連会長あてに、別途「依頼文」、「実施概要」及び「啓発予定表」を送付します。

【問合せ先】 

   総務課統計選挙係（４階５０番窓口） 

   電話：320-8316 

ＦＡＸ：322-9847 

E-mail：ni-senkyo＠city.yokohama.jp
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１２ 令和４年度西区オンライン防災講演会の開催について 

 〔ポスター掲出〕 

（議題１２の資料参照） 

（総務課） 

 

自助・共助のための知識・知恵、備えにつながる防災知識を伝えてもらうため、令和４年

度西区オンライン防災講演会を「YouTube」にて無料配信いたします。防災啓発等にぜひ

御活用ください。 

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）

２  公開期間 

   令和５年２月２０日（月）～４月２８日（金） 

３  演題及び内容 

ア 演題

自分と大切な人を守るために～子育て世代ができる日頃の備え～

イ 内容

地震に対する日頃の備えを、子育て世代をメインターゲットとして配信します。

赤ちゃんがいる家庭が必要な備えや、在宅避難をよりしやすくなる知識など、防災知識

の有無に関わらずお楽しみいただけます。

ウ 講演時間

３０分程度

４  講師 

   奥村 奈津美 氏（防災アナウンサー/環境省アンバサダー） 

【問合せ先】 

   総務課庶務係（４階５１番窓口） 

   電話：320-83１０ 

ＦＡＸ：3２２-９8４７ 

E-mail：ni-bousai＠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。】 
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１３ 国際園芸博覧会について 

 〔お知らせ〕 

（市連会・都市整備局国際園芸博覧会推進課） 

（議題１３の資料参照）  

最新情報とともに、２０２７年国際園芸博覧会の概要について御説明します。 

１  ２０２７年国際園芸博覧会とは 

2027 年に旧上瀬谷通信施設で開催される、国際園芸博覧会は、本市で初めて開催さ

れる「万博」です。 

（１） 開催期間

2027 年３月１９日（金曜日）～９月２６日（日曜日）

（２） 会場

旧上瀬谷通信施設（旭区・瀬谷区）

（３） 開催者

公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会

２  公式ロゴマーク最優秀賞作品・正式略称・推進体制について 

   博覧会開催 1500 日前となった２月８日、２０２７年国際園芸博覧会協会から、公式ロ

ゴマーク最優秀賞作品、正式略称、博覧会開催に向け加速化する活動を牽引していく推

進体制が発表されました。 

（１） 公式ロゴマーク最優秀賞作品

応募総数 1,204 作品から最優秀賞作品が決定しました。

(2) 博覧会の正式略称

「GREEN×EXPO 2027（グリーンエクスポ ニーゼロニーナナ）」

(3) 推進体制

国際園芸博覧会を推進する専門家体制＜GREEN×EXPO ラボ＞

● チェアパーソン：涌井 史郎（わくい しろう）氏

● 事業運営チーフディレクター：若松 浩文（わかまつ ひろふみ）氏

● 農＆園藝チーフコーディネーター：賀来 宏和（かく ひろかず）氏

● マスターアーキテクト：隈 研吾（くま けんご）氏

クリエイター

● 蜷川 実花（にながわ みか）氏 の就任も合わせて発表されました。

※ 詳細は別添資料を御参照ください。

【問合せ先】 

   都市整備局国際園芸博覧会推進課 

   電話：671-4627 

E-mail：tb-engeihaku@city.yokohama.jp
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１４ 「広報よこはま」「ヨコハマ議会だより」等の配布について 

 〔依頼〕 

（市連会・政策局広報課、議会局秘書広報課） 

（議題１４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、７月、11 月、令和６年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･７月･11 月･令和６年２月） 

３  配布時期 

   毎月末日の前日までに広報配布責任者あて直送します。 

   毎月１日から 10 日までの間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５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（10 月、令和６年３月） 

【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 

E-mail：ni-koho＠city.yokohama.jp

【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。】 
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１５ 「特別市制度の実現に向けて～指定都市市長会シンポジ

ウム in 横浜～」について

 〔お知らせ〕 

（議題１５の資料参照） 

（政策局制度企画課） 

横浜市が実現を目指す新たな大都市制度「特別市」の必要性や、「特別市」の実現による

効果などについて、市民の皆様に分かりやすくお知らせするため、指定都市市長会との共

催によるシンポジウムを開催します。皆様の御参加をお待ちしています。 

１  日時 

   令和５年３月１１日（土） 

   １５時３０分～１７時３０分（開場１５時） 

２  場所 

   慶應義塾大学 日吉キャンパス内 藤原洋記念ホール（港北区日吉４-１-１） 

３  内容 

   基調講演（中川 貴元 総務大臣政務官） 

トークセッション （登壇者）山中 竹春（横浜市長）、辻 琢也 さん（一橋大学教授）

（ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ）石井 亮次 さん（フリーアナウンサー）

４  定員 

   ３００人 

※申込者多数の場合は抽選

５  申込方法 

ウェブページまたは FAX

※３月９日（木）まで

【問合せ先】 

   政策局制度企画課 

   電話：671-2952 

ＦＡＸ：663-6561 

E-mail：ss-seidokikaku＠city.yokohama.jp

【２月下旬に御案内を自治会・町内会長あて送付します。】 
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１６ 「大相撲春巡業横浜アリーナ場所」の開催について 

 〔お知らせ〕 

（市連会・文化観光局（横浜アリーナ）） 

（議題１６の資料参照）  

令和５年４月２２日（土）に横浜アリーナで、４年ぶりとなる「大相撲春巡業横浜アリーナ場

所」を開催します。 

会場となる横浜アリーナは椅子席も多く用意しており、ご高齢の方でも安心、快適に巡業

を楽しんでいただくことができます。また、1 面 291 インチある大型映像装置を使用するた

め、土俵から離れている座席でも取組みの様子を楽しむことができます。 

迫力ある大相撲を本市施設で見ることができる希少な機会ですので、この機会にぜひ御

来場ください。 

１  日時 

   令和５年４月２２日（土） 

   開場：９時００分 

   打ち出し（終了）：１５時００分（予定） 

２  会場 

   横浜アリーナ（横浜市港北区新横浜３丁目１０番地） 

３  チケット等 

   詳細はチラシ、横浜アリーナのＨＰを参照してください。 

   （https://www.yokoari.lme-sumo-jungyo.jp/） 

【問合せ先】 

   横浜アリーナ 

   電話：474-4000 

ＦＡＸ：474-4040 

15



１７ 第３４期横浜市スポーツ推進委員連絡協議会委嘱式の開

催について 

 〔依頼〕 

（地域振興課） 

第３４期スポーツ推進委員の推薦につきましては、各自治会・町内会から御推薦いただき

ありがとうございます。 

つきましては、次のとおり委嘱式を執り行いますので各地区連会長におかれましては御

出席いただきますようお願いいたします。 

なお、新型コロナウイルス感染症の感染状況により、実施方法を変更する場合がありま

す。 

【委嘱式概要】 

１  日時 

   令和５年４月１４日（金）  １９時００分 

２  会場 

   西区役所 ３階３AB 会議室（予定） 

【依頼内容】 

・各地区連会長の御出席

・区連会長の御挨拶

【問合せ先】 

   地域振興課（４階４８番窓口） 

   電話：320-8３９１ 

ＦＡＸ：32２-５０６３ 

【２月下旬に依頼文を区連会長及び各地区連会長あて送付します。】 
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１８ 令和４年度 自治会町内会永年在職者表彰式および感謝

会について 

 〔お知らせ〕 

（議題１８の資料参照） 

（地域振興課） 

 

永きにわたり自治会町内会長としてご尽力されている方々を自治会町内会長永年在職

者として表彰する式典を開催します。日程の詳細が決まりましたので、御報告いたします。 

また、感謝会の小宴については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から実施を

見送らせて頂きます。 

【表彰式について】 

１  日時 

   令和５年３月６日（月） １５時２０分～ 

２  会場 

   崎陽軒本店 ４階ダイナスティー 

３  表彰者 

   自治会町内会長永年在職者１２名 

   〈内訳〉 

・市長表彰（１５年）：３名

・市長感謝（１０年）：６名

・区長感謝（５年） ：３名

【感謝会について】 

小宴は、実施を見送らせて頂きます。 

なお感謝会では、記念の品をお渡しいたします。 

【問合せ先】 

   地域振興課（４階４７番窓口） 

   電話：320-8３８６ 

ＦＡＸ：32２-５０６３ 

E-mail:ni-chiikishinko＠city.yokohama.jp
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１９ 令和４年度西区交通安全功労者表彰式について 

 〔お知らせ〕 

（議題１９の資料参照） 

（地域振興課） 

 

令和４年度に西区における交通の安全と事故防止に貢献した個人及び団体を西区交通

安全功労者として表彰する式典を開催します。 

※なお、令和５年度西区交通安全対策協議会総会については、書面での開催とさせていただきます。

【令和４年度西区交通安全功労者表彰式】 

１  日時 

   令和５年３月７日（火） １３時３０分～ 

２  会場 

   西区役所３階 ３Ｂ会議室 

３  表彰者 

   西区交通安全功労者１３名 

   〈内訳〉 

・個人：９名

・団体：４名

【問合せ先】 

   地域振興課（４階４８番窓口） 

   電話：320-83９２ 

ＦＡＸ：32２-５０６３ 

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