中区連合町内会長連絡協議会
（６月定例会）
令和３年６月18日（金）午前10時から
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議題

１ 市連会報告

（１）新型コロナウイルスワクチン接種の状況について
情報提供
新型コロナウイルスワクチン接種の現在の状況についてお知らせします。
【高齢者接種の予約状況】
予約状況は、約 123.1 万回となっています。内訳は、集団接種約 45.9
万回、大規模接種 18.5 万回、個別接種約 58.7 万回（ワクチン配送量に
よる推計）です。今後は、医療機関による個別接種が本格的に始まりま
す。これにより７月末までに希望するすべての高齢者の方に接種してい
ただける見通しとなっています。
【64 歳以下の方への個別通知（接種券）の発送スケジュールについて】
発送区分
市内対象者数
発送予定日
60～64 歳
約 21 万人
６月 23 日（水）
50～59 歳
約 59 万人
６月 30 日（水）
40～49 歳
約 56 万人
７月７日（水）
30～39 歳
約 44 万人
７月 13 日（火）
20～29 歳
約 41 万人
７月 19 日（月）
12～19 歳
約 24 万人
７月 26 日（月）
※優先接種者（基礎疾患を有する方・高齢施設等の従事者）以外の方は、
個別通知が届いても、本市の接種会場ではすぐに接種できません。８月
以降、あらためて、接種時期や予約に関する通知を送付するとともに、
広報等で今後についてご案内していきます。
【区民利用施設のワクチン接種会場使用期間について】
◇中スポーツセンター
接種会場使用期間：４月１日（木）～６月 30 日（水）
※７月１日（木）以降一般利用可能
◇本牧地区センター
接種会場使用期間：６月 24 日（木）～10 月 10 日（日）
※10 月 11 日（月）以降一般利用可能
【送付物】
◇ 説明資料（６月９日記者発表資料）
、６月 16 日記者発表資料、
医療機関での個別接種について（広報よこはま特別版抜粋）
◇ 送付枚数：各自治会町内会に１部ずつ
【問合せ先】
◇ ワクチン接種全般について
横浜市新型コロナワクチン接種コールセンター
℡０１２０－０４５－０７０
◇ 資料について
健康福祉局 健康安全課 ワクチン接種調整等担当
℡６７１－４８４１
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（２）東京 2020 オリンピック・パラリンピックＰＲポスターについて
掲出依頼
東京 2020 オリンピック・パラリンピック開催について、広く市民の皆様
にお知らせするため、ポスターの自治会町内会掲示板への掲出をお願いし
ます。
【事業概要】
◇ 日程：
オリンピック期間
令和３年７月 23 日（金）～８月８日（日）
パラリンピック期間 令和３年８月 24 日（火）～９月５日（日）
◇ 横浜での競技：野球・ソフトボール（横浜スタジアム）
サッカー（横浜国際総合競技場）
【送付物】
◇ 依頼文、オリンピック・パラリンピックＰＲチラシ
◇ 送付枚数：各自治会町内会の掲示板数
◇ チラシ掲出期間：令和３年９月５日（日）まで
【問合せ先】
市民局 オリンピック・パラリンピック推進課
℡６７１－３６９０

≪東京 2020 オリンピック・パラリンピックのライブサイト・パブリックビュー
イング及び東京 2020 オリンピック聖火リレーの公道走行の中止について≫
◇中止する事業
（１）東京 2020 ライブサイト
会場：大さん橋ホール 期間：７月 31 日（土）～８月７日（土）
主催：横浜市、大会組織委員会
（２）パブリックビューイング
会場：市役所アトリウム
期間：７月 21 日（水）～８月８日（日）
、
８月 24 日（火）～９月５日（日）
主催：横浜市
※その他、市内で予定されていたコミュニティライブサイト全てを中止
（３）東京 2020 オリンピック聖火リレーについて
東京 2020 オリンピック聖火リレーの公道走行を中止します。
※公道走行の実施に代えて、横浜市内では横浜赤レンガ倉庫において、
聖火ランナーによる点火セレモニー等が行われる予定です。
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（３）横浜ＩＲ（統合型リゾート）について
情報提供
横浜ＩＲの最新情報について、お知らせします。
【事業者公募の状況】
１月 21 日、実施方針及び募集要項等を公表し、事業者の公募を開始し
ました。その後、最初の資格審査通知日である２月 15 日に、１者が審査
を通過したことを公表しました。
そして、最終の通知日である５月 31 日に、２者が通過していることを
公表しました。
【事業者公募の経緯】
（令和３年）１月 21 日 実施方針及び募集要項等の公表、事業者公募開始
２月５日～５月 17 日 資格審査書類の受付期間
２月 15 日～５月 31 日 参加資格審査の結果通知期間
【今後の主なスケジュール】
時

期

内

容

６月１日(火)～６月 11 日(金)

提案審査書類の受付期間

夏頃

設置運営事業予定者決定

秋頃

基本協定の締結

秋～冬頃

区域整備計画の作成、公聴会の実施、神奈川県・
公安委員会の同意、協議会での協議

～2022 年４月 28 日(木)

市議会での議決を経て、区域整備計画の認定申請

【問合せ先】
都市整備局 ＩＲ推進課 ℡６７１－４１３５
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（４）マンホールトイレ設置助成制度について
事業説明
自主的な防災活動を積極的に行っている組織（町内会、マンション）に
対し、マンホールトイレ設置助成を行います。
【事業概要】
◇ 助成の対象：
①上部構造物（パネル又はテント、便器）
②下部構造物（上部構造物の設置に必要な排水管及び汚水ます）
③容量 200 リットル以上の雨水タンク及び付属品
◇ 助成金額：マンホールトイレ設置に要する費用の 9/10
（上限 30 万円）
◇ 募集期間：令和３年８月 16 日（月）から令和４年１月 28 日（金）
◇ 募集件数：予算の上限に達した時点で受付終了
【その他】
◇ 詳細はホームページをご確認ください。
◇ 申請を検討される際は管路保全課までご相談ください。
※区役所では申請・問い合わせを受け付けておりません。

【送付物】
◇ 説明資料、案内リーフレット
◇ 送付枚数：各自治会町内会に１部ずつ
【問合せ先】
環境創造局 管路保全課 ℡６７１－２８２９
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（５）内水ハザードマップの改定について
情報提供
市民の皆様の防災意識を高め、自助・共助を支援することを目的として
大雨時に下水道管や水路からの浸水が想定される区域や浸水する深さを示
した内水ハザードマップを公表しています。
気候変動の影響による大雨の増加や、本市においても観測史上最大とな
る降雨を令和元年に観測したことなどを踏まえ、内水ハザードマップの改
定を行いました。
改定した内水ハザードマップは 6 月 28 日より本市ウェブサイトに公表し
ます。
【主な改定内容】
対象降雨

下水道整備状況など
の基礎データ

現在公表版
改定版
近年で被害が大きかっ 想定最大規模降雨：
た実績降雨（平成 16 年 153 ㎜/ｈ
台風 22 号）：76.5 ㎜/h
平成 22 年度末時点
平成 30 年度末時点

※想定最大規模降雨：1999 年に千葉県香取市で観測された降雨量

【配布について】
市民の皆様にとって、より利活用しやすいハザードマップとなるよう、
内水、洪水、高潮のマップを１冊にまとめた「浸水ハザードマップ」と
して配布します。
中区では、令和４年度に全戸配布をする予定です。
【送付物】
◇ 説明資料、ハザードマップ
◇ 送付枚数：各自治会町内会に 1 部ずつ
【問合せ先】
環境創造局 下水道事業マネジメント課 ℡６７１－２８３８
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議題

２ 区連絡事項

（６）バス停留所の安全性確保対策について
情報提供
バス停留所の安全性確保対策について、お知らせします。
【国土交通省による安全性確保対策について】
令和元年 12 月 13 日付で、国土交通省から関東運輸局に「路線定期運
行を行う一般乗合旅客自動車運送事業の停留所の安全性確保対策につい
て（国自旅第 210 号）」通知が発出されました。
その後、令和３年１月 22 日付で、「バス停留所安全性確保対策実施状
況一覧表」が公表されました。該当するバス停留所は県内に 732 か所あ
り、市内では 309 か所、うち、交通局所管は 115 か所ありました。

【バス停留所安全性確保対策実施状況一覧表
（国土交通省資料一部抜粋・令和３年１月 22 日現在）
】

【今後の対応】
国土交通省の通知に基づき、交通管理者及び道路管理者の協力を得な
がら、各バス停留所の安全対策を検討・実施してまいります。
現在、中区で対象となる交通局所管のバス停につきましては、Ｂランク
１か所、Ｃランク７か所の計８か所となっております。
バス停留所の移設等の対策にあたっては、周辺地域との調整等が必要と
なることから、地域の皆様にもご協力をお願いいたします。
【問合せ先】
交通局 自動車本部営業課

℡６７１－３１８９
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（７）
「防衛省自衛官等募集」のポスターについて
掲出依頼
陸海空自衛官等募集の受付開始にあたり、中区民の方々に広く周知する
ため、自治会町内会掲示板へのポスター掲出をお願いします。
【概要】
◇ 陸海空自衛官採用試験 受付開始：７月１日
◇ 防衛大学校・防衛医科大学校各種学生 受付開始：７月１日
◇ 出願書類請求先・提出先：横浜中央募集案内所
【送付物】
◇ 依頼文、「防衛省自衛官等募集」ポスター（Ａ４）
◇ 送付枚数：各自治会町内会の掲示板数
◇ ポスター掲出期間：令和３年９月 30 日（木）まで
【問合せ先】
自衛隊 横浜中央募集案内所 ℡６６２－９４２７
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中区連会ホームページの各地区連合町内会ページ
への掲載内容を随時募集しています！
各自治会町内会の活動について、
文章や写真をご提供ください！
送付先：na-kurenkai@city.yokohama.jp
問合せ先：２２４－８１３１（中区連会事務局）
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