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議題 １ 市連会報告 
 
（１）令和２年度共同募金受付状況及び 

令和３年度共同募金運動へのご協力について 
 
 
 

 
令和２年度の赤い羽根共同募金の受付状況について、お知らせします。 
令和３年度についても、戸別募金を実施しますので、引き続きご協力を

お願いします。 
また、令和２年度第３回神奈川県共同募金会中区支会委員会につきまし

ては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を見合わせ、書面
による決議とします。 

 
 
【令和２年度共同募金の受付状況（令和３年１月 31日現在）】 

9,168,725円 

うち、一般募金の戸別募金    5,072,005円 

   年末たすけあいの戸別募金 1,832,458円 

 
【令和３年度戸別募金実施期間】 

  令和３年 10月１日から 12月 31日まで 

 
 【問合せ先】 
  中区社会福祉協議会 ℡６８１－６６６４ 
 
 
 
 
 
 
 

   
協力依頼   

〈中区連会事務局より〉  

 共同募金について、お知らせします。 
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（２）「横浜水缶」販売の終了について 
 
 
 

 
水道局では、市民の皆さまの飲料水備蓄を促進することを目的に「横浜

水缶」を販売してきましたが、令和３年３月末をもって水缶販売の事業を

終了します。 
 

【事業を終了する理由】 

製造事業者から、家呑みが増加したことにより缶の需要が増加してい

ることなどから、水缶の製造を打ち切りたいとの申し入れがありました。

水道局として検討した結果、「横浜水缶」の製造・販売の終了はやむを

得ないと判断しました。 
 

 【販売受付終了日】 

令和３年２月 28日（日）（お客さまサービスセンターで受付） 
 
【今後の水の備蓄啓発について】 

 水道局としては、地域の防災訓練などで備蓄の啓発を行うほか、パン

フレットや広報紙、ウェブサイトなどで引き続き「１人１日３リットル

で３日分９リットル」の広報を行っていきます。 
 
【周知方法】 

 ２月 ホームページ、ツイッターなど 
 ３月 広報よこはま３月号「はま情報」欄に掲載 
 
【その他】 

  地域防災拠点に備蓄している水缶は、総務局危機管理室が配備してお

り来年度以降も継続すると聞いております。 

 
【問合せ先】 

  水道局 サービス推進課 ℡６７１－３０７３ 

 

 
 
 

   
情報提供   

〈中区連会事務局より〉  

 「横浜水缶」の販売を終了します。 
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（３）令和３年７月 民生委員・児童委員及び主任児童委員の 

欠員補充に伴う推薦について 
 
 
 
 

 
令和２年 12月委嘱の民生委員・児童委員及び主任児童委員の欠員補充に

つきまして、ご協力いただきありがとうございました。 

欠員補充は毎年２回、７月と 12月に実施します。中区では、12月１日時

点で 18名（民生委員 14名、主任児童委員４名）の欠員がある状態です（予

定）。地域支援を強化するためにも、ぜひ民生委員・児童委員及び主任児

童委員の欠員補充にお力添えいただければ幸いです。 

つきましては、欠員のある地区におかれましては、７月の欠員補充・委

嘱に向けて、各（連合）地区推薦準備会を開催し、候補者を推薦していた

だきますよう、各連合町内会長及び自治会町内会長のみなさまの御協力を

お願いします。 

なお、欠員のある地区の該当する単位（連合）町内会長あてには、別途

依頼文を送付します。 

 
 

【問合せ先】 
中区役所 福祉保健課 ℡２２４－８１５１ 

 

 
 
 
 
 
 
 

   
事業説明   

〈中区連会事務局より〉 

民生委員・児童委員及び主任児童委員の欠員補充に 

ご協力をお願いします。 
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（４）新たな劇場整備の検討について 
 
 

 

 
観光、賑わいなど経済活力、さらに、次代を担う子どもたちの育成や地域

の活性化などへの貢献を目指し、本格的な舞台芸術を上演できる劇場整備の
検討を進めてきました。この度、検討委員会より提言をいただきましたので
ご報告します。 

 

【提言の主な内容】 

・ポストコロナの社会情勢を見据え、人・地域社会、技術、経済再生、

つながりを一層重視した計画内容として整備を推進すべき 
・市民、地域社会の豊かな暮らし、アーティスト、舞台芸術の質の高ま

り、多岐にわたる産業の活性化など多面的な効果の発揮が期待できる 

・事業効果や横浜の将来のまちづくりの発展などをふまえ、市全体の事

業の優先順位を考慮することなどにより、整備に伴う負担は可能であ

り、妥当 

・市民や企業の皆様の理解や関心を深め、気運をさらに盛り上げていく

よう積極的に取り組む必要がある 
 

【今後の情報提供について】 
新たな劇場の重要な役割である、次世代育成や地域の文化活動の活性

化などについて、市民の皆様と直接意見交換を行うワークショップを開
催するなど、より多くの声を聴きながら検討します。 

 
【送付物】 

◇ 説明資料 
◇ 送付枚数：各自治会町内会に１部ずつ 

 
【問合せ先】 

政策局 劇場計画課 ℡６７１－４３９９ 
    芸術創造課 ℡６７１－４１９８ 

 
 
 
 
 
 

   
情報提供   

〈中区連会事務局より〉  

詳細は、資料をご確認ください。 
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（５）横浜ＩＲ（統合型リゾート）について 
 
 
 
 

横浜ＩＲ（統合型リゾート）について、お知らせします。 

 

【ＩＲ（統合型リゾート）事業説明会について】 
ＩＲ事業説明会については、１月 22日（金）にサテライト会場、１月

29 日（金）にオンライン参加の申込みを締め切りました。申込みをされ
ていない方でも、当日のライブ配信（You Tube）は視聴いただけます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※第１回～第５回までのサテライト会場は中止、第６回も今後の新型コロナウイル

ス感染症の状況等によってはサテライト会場設置を中止し、オンライン形式のみ

とする場合あり 

 
【横浜特定複合観光施設設置運営事業 実施方針について】 

１月 21日（木）に横浜におけるＩＲ区域の整備の意義及び目標、本事
業を実施する上で必要となる要件や設置運営事業予定者の選定方法など
ＩＲ区域の整備の実施方針等を公表しました。 

 
【「横浜ＩＲを考えるシンポジウム」の YouTube横浜市公式チャンネル 
公開について】 

12月 20日に開催しました「横浜ＩＲを考えるシンポジウム」を YouTube
横浜市公式チャンネルで公開しています。また、市民情報センターでも
DVD の貸出を行っています。今後、各区の図書館でも DVD の貸出を行う
予定です。 

 
【問合せ先】 
都市整備局 ＩＲ推進課 ℡６７１－４１３５ 

 
 
 
 

   情報提供   

＜開催日時等＞ 

〈中区連会事務局より〉  

 最新情報や詳細は、市ホームページでご確認ください。 

 

横浜ＩＲを考えるシンポジウムのホームページ→ 
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（６）広報紙の配布について 
 
 
 
 

「広報よこはま」「ヨコハマ議会だより」等の広報紙の配布について、令

和３年度もご協力をお願いします。 

 

【概要】 

◇ 広 報 紙： 

 

◇ 配 布 先：自治会町内会に加入している世帯 
※未加入の世帯にもお配りくださいますようお願いします。 

◇ 配布時期：各世帯へ毎月１日～10日までの間に配布 

◇ お届け期日・部数： 

毎月末日までに、配送業者を通じて自治会町内会の配布 

担当者へ、事前にご報告いただいている部数をお届け。 

※令和４年１月号は、３年 12月 29日までにお届けします。 

◇ 謝金支払：年度内に２回（令和３年 10月、４年３月） 

 

【配布担当者・部数等の変更について】 

 年度途中の変更については、毎月 10日までにご連絡いただければ、 

翌月分の配布に間に合います。 

◇ 連 絡 先：中区区政推進課広報相談係 

       〈TEL〉224-8122 〈FAX〉224-8214 

 

【送付物】 

◇ 依頼文 

◇ 送付枚数：各自治会町内会に１部ずつ 

 

【問合せ先】 

中区役所 区政推進課 ℡２２４－８１２２ 

 

 
 

   協力依頼   

広報紙名 発行月 謝金額（１部あたり） 

「広報よこはま」 毎月 ９円 

「県のたより」 毎月 ８円 

「ヨコハマ議会だより」 
令和３年５月、８月、11 月、 

令和４年２月 
４円 

〈中区連会事務局より〉 広報の配布にご協力をお願いします。 
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議題 ２ 区連絡事項 
 

（７）中区版エンディングノート普及啓発 DVDの貸出について 
 
 
 
 

令和元年５月から配布を開始した「もしものためのエンディングノート
（中区版）」について、感染症拡大予防の観点から普及啓発イベントを当面
中止としているため、代替啓発ツールとして DVDを作成しました。関係機関
での貸出を順次開始しますので、自治会町内会での活用等にご協力をお願い
します。 

 
 【事業概要】 

◇ DVDタイトル：市民の意思決定支援事業 
           落語で学ぼう！人生笑顔で！笑

エ

ンディングノート 
           ～いまいのちを考える 自分らしく生きる～ 

◇ 講演者：きよみ行政書士事務所 生島 清身 氏 
◇ 収録時間：約 60分（落語 30分・ノート書き方講座 30分） 
◇ DVD貸出・閲覧可能場所：（１月 27日より順次依頼、配布中） 

中区役所（５階 高齢・障害支援課）、 
中図書館・中区地区センター（本牧・野毛・竹之丸） 
麦田清風荘・中区地域ケアプラザ（６か所） 
中区社会福祉協議会・寿町健康福祉交流センター 
中区老人クラブ連合会・横浜中央 YMCA 

 
【その他】 
少人数会合での鑑賞等、各地域の状況にあわせてご検討ください。 
 

【問合せ先】 
中区役所 高齢・障害支援課 ℡２２４－８１６７ 

 
 

   情報提供   

〈中区連会事務局より〉 

中区版エンディングノート普及啓発DVDの貸出を行ってい

ますので、ご活用ください。 
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（８）委嘱委員の委嘱式について 
 
 
 

各自治会町内会からご推薦をいただきました委嘱委員の委嘱式を開催し
ますので、各地区連合町内会長のご出席をお願いします。 
なお、ご案内は、委嘱式開催日の２～３週間前に別途郵送します。 

 
【保健活動推進員】 
◇ 日  時：令和３年４月５日（月）13時 30分～14時 10分 
◇ 会  場：中区役所本館６階 601・602会議室 
◇ 問合せ先：福祉保健課 健康づくり係 

  ℡２２４－８３３３ 
 
【消費生活推進員】 
◇ 日  時：令和３年４月５日（月）14時 30分～15時 
◇ 会  場：中区役所本館７階 702～704会議室 

◇ 問合せ先：地域振興課 地域活動担当 ℡２２４－８１３２ 
 

※ 保健活動推進員委嘱式及び消費生活推進員委嘱式は同日開催です。 
時間が重ならないよう調整していますので、引き続いてのご出席をお 
願いします。 

 
【スポーツ推進委員】 
◇ 日  時：令和３年４月９日（金）19時～19時 40分 
◇ 会  場：開港記念会館 講堂 
◇ 問合せ先：地域振興課 文化・スポーツ・青少年担当 
       ℡２２４－８１３５ 
 

 
 

   出席依頼   

同
日
開
催 

〈中区連会事務局より〉 

地区連合町内会長の皆様へ、委嘱委員の委嘱式へのご出席を

お願いします。 
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議題 ３ 専門委員会報告 
 

（９）中区連合町内会長連絡協議会ホームページについて 
 

 
 

中区連合町内会長連絡協議会のホームページのリニューアル後の案を作
成しました。各地区連合町内会長の皆様には、各地区のページのご確認をお
願いします。 

 
【今後のスケジュール】 
◇ 令和３年３月～４月に、新ホームページ公開を予定しています。 
◇ 完成後、区連会等を通じて、新ホームページについて自治会町内会

の皆様へ周知します。 
 

【問合せ先】 
中区役所 地域振興課 ℡２２４－８１３１ 

 

   情報提供   

〈中区連会事務局より〉 
 

中区連会 HP のリニューアル状況をお知らせします。 


	水道局　サービス推進課　℡６７１－３０７３
	
	単位町内会長用 (HP掲載用)


