
　　　　　　　　　　　　　　　中区連合町内会長連絡協議会（２月）

議題　１　市連会報告（５件） 頁

(１) （健康福祉局） 1頁

(２) （財政局） 2頁

(３) （健康福祉局） 3頁

(４)
（区政推進課）

（市民局）
（議会局）

4頁

(５) （中区社会福祉協議会）
（共同募金会中区支会）

5頁

議題　２　区連絡事項（１件）

(６) （中区社会福祉協議会）
（日赤中区地区委員会）

6頁

【協力依頼】 令和３年度赤い羽根共同募金実績報告及び
　　　　　　　　令和４年度共同募金運動への協力依頼について

【回答依頼】 令和４年度日赤会費募集資材送付にかかる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アンケートについて

（目  次）

【事業説明】 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

【情報提供】 「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン（素案）」
　　　　　　　　　に関するパブリックコメントの実施について

【事業説明】 令和４年民生委員・児童委員及び
　　　　　　　　　　　　　　　　主任児童委員の推薦について

【協力依頼】 広報紙の配布について



 1 

議題 １ 市連会報告 
 
（１）住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について 
 
 
 

 
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中での生活支援として、

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を支給します。 

対象世帯の方がこの給付金を受給するためには、申請手続きが必要です。 

 

【申請手続きについて】 

◇ 受付期間：令和４年２月 16日～９月 30日まで（必着） 

◇ 申請書配布： 

○ 令和３年 12 月 10 日時点で横浜市に住民登録があり、世帯全員

が令和３年１月１日以前から横浜市に住民登録がある住民税非課

税世帯には、２月 14 日から順次、「確認書（申請書）」をお送り

します。 

○ 世帯の中に令和３年１月２日以降に市外から転入した方がいる

住民税非課税世帯の方や、家計急変世帯（令和３年１月以降に世

帯全員が住民税非課税相当となった世帯）の方は、申請書を取得

していただき、申請をしてください。 

○ 申請書は市のホームページからダウンロードできるほか、各区

役所サポート窓口、区社会福祉協議会で配布します。 

 

【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】 
◇ 申請手続きについて 

臨時特別給付金コールセンター ℡０１２０－０４５－３２０ 
◇ 説明資料について 

健康福祉局 総務課 臨時特別給付金担当 ℡６７１－４７５４ 
 
 
 
 
 

   事業説明 

〈中区連会事務局より〉 

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を支給します。 

詳細は説明資料をご覧ください。 
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（２）「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン（素案）」 
         に関するパブリックコメントの実施について 
 
 
 

 
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、財政運営の基本

方針、それを踏まえた将来アクション等を示す「横浜市の持続的な発展に

向けた財政ビジョン（素案）」を策定しましたので、パブリックコメントを

実施します。 

 

【概要】 
◇ 実施期間：令和４年３月１日（火）から４月５日（火）まで 

◇ 提出方法：電子申請システム・電子メール・郵送（専用はがき）・FAX 

◇ 資料配架：各区役所、市民情報センター、市立図書館等 

※パブリックコメント用リーフレットは３月１日から配

架予定、素案冊子は閲覧のみ 

【送付物】 
◇ 説明資料、パブリックコメント用リーフレット 
◇ 送付枚数：各自治会町内会に１部ずつ 

 
【問合せ先】 
財政局 財政課 ℡６７１－２２３１ 

 
 
 

   
情報提供 

〈中区連会事務局より〉 

「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」についての 

パブリックコメントを実施しますので、お知らせします。 
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（３）令和４年民生委員・児童委員及び主任児童委員の推薦について 
 
 
 

 
民生委員・児童委員及び主任児童委員について、令和４年は、7月１日に

欠員補充、また、12月１日に３年間の任期満了に伴う一斉改選を行います。 
つきましては、各地区推薦準備会及び連合地区推薦準備会を開催し、候補

者を推薦していただくよう、御協力をお願いします。 
 

【概要】 

◇ 令和４年７月１日付け欠員補充、増員を行う地区 
１ 連合及び地区推薦準備会の開催時期 

令和４年３月～４月上旬 
２ 書類提出時期 

令和４年４月 15 日（金）まで 
◇ 令和４年 12 月１日付け一斉改選 
１ 事務説明会について 

６月上旬に推薦事務について説明会を行います。 
詳しくは、４月の区連会でご案内します。 

２ 連合及び地区推薦準備会の開催時期 
令和４年６月～８月 

３ 書類提出時期 
第１次締め切り ７月中旬～下旬 
第２次締め切り ８月中旬～下旬 

◇ 資格要件について 
令和４年12月１日（木）の一斉改選に向けて、上限年齢の引き

上げはありません。年齢要件に関する検討状況については市連会説

明資料の別紙（８ページ～９ページ）をご参照ください。 

 

【送付物】 
 ◇ ①依頼文、②市連会説明資料（資料１～５、別紙）、 

③民生委員・児童委員リーフレット 

  ◇ 送付枚数：各自治会町内会に１部ずつ 
 
 【問合せ先】 
  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及び一斉改選

について、推薦のご協力をお願いします。 
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（４）広報紙の配布について 
 
 
 

 
 

全世帯（未加入世帯を含む）にお届けする「広報よこはま」「県のたより」

「ヨコハマ議会だより」の配布について、引き続き御協力をお願いします。 

 

【概要】 

◇ 広 報 紙：  ※謝金額は令和４年度予算議決後に確定 

 

 

 

 

 

◇ 配布時期：各世帯へ毎月１日～10日までの間に配布 

◇ 配 布 先：自治会町内会に加入している世帯のほか、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。 
（令和 4 年度も、「広報よこはま」にて自治会町内会の活動紹

介を予定しています。加入促進にご活用いただければと存じ

ます。） 
◇ 配布謝金：年度内に２回（令和４年 10月、令和５年３月） 

  ◇ そ の 他：民間事業者によるポスティングへの切替えも可能です。 

 

【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 ℡２２４－８１２１ 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

   
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４年５月、８月、11月、 

令和５年２月 
４円 

〈中区連会事務局より〉 

令和４年度も引き続き、広報紙の配布にご協力をお願いします。 
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（５）令和３年度赤い羽根共同募金実績報告及び 
        令和４年度共同募金運動への協力依頼について 
 
 
 

 

令和３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４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。 
 

【令和３年度共同募金の受付状況（令和４年１月 31日現在）】 

9,080,667円 

うち、一般募金の戸別募金    5,193,786円 

   年末たすけあいの戸別募金 1,722,379円 

 
【令和４年度戸別募金実施期間】 

  令和４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〉 

令和３年度の共同募金の実績をお知らせします。 

令和４年度もご協力をお願いします。 
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議題 ２ 区連絡事項 
 
（６）令和４年度日赤会費募集資材送付にかかるアンケートについて 
 
 
 
 
 

 日赤会費募集に際しまして、自治会町内会に例年４月下旬頃に募集資材

をお送りしています。今年度は、事前に募集資材にかかるアンケートを行

いますので、回答をお願いします。 

 アンケートは、２月下旬頃に日赤中区地区委員会（区社協）より自治会

町内会長宛に直接送付します。（今回の送付物はありません。） 
 
 
【アンケート概要】 

◇ 項  目：資材送付先・送付方法、資材発送部数、配送希望時期 

◇ 回答期限：令和４年３月 18日（金） 

 

【問合せ先】 

中区社会福祉協議会 ℡６８１－６６６４ 

 

  
 
回答依頼 

〈中区連会事務局より〉 

 日赤会費募集資材に関するアンケートを行いますので、回答を

お願いします。 

 

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 

合せ先 （中 連会事務 ） 

 

中区連会 検索 
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