
大型連休に行って楽しい、撮って楽しいわが家は大丈夫？ 「いざ」のために、対策をしっかりと

ゲリラ豪雨や台風による
水害への備え
昨年の西日本豪雨では、浸水エリアなどを予測した「洪水ハザードマップ」と、実際の浸水被害がほぼ一致したといわれています。
西日本豪雨のような降雨は、西区で発生する可能性もゼロではありません。新しくなった「西区洪水ハザードマップ」を活用し、日頃からいざというときに
備えて4つのポイントを確認しておきましょう。

自宅や学校、職場、買い物先など、身近な場所の
浸水予測を確認しましょう。

浸水の可能性がある場所はどこだろう?
避難するときに歩ける道はどこだろう?

いざという時に逃げる場所はどこだろう?
気象･災害状況に応じてどんな行動をとれば
いいかな? 事前に考えておこう。

「西区洪水ハザードマップ」の情報欄で入手方法が確認できるね。

ポイント 1 浸水範囲や浸水の深さを確認する
避難勧告などの発令情報について、入手方法を確認しましょう。
横浜市防災情報Eメールや防災アプリなど、登録すると防災情報が自
動配信されるものもあります。この機会にぜひ登録しておきましょう。

ポイント 3 防災情報を入手する

地下や1階などの階層では、浸水の恐れが高くなります。
事前に近くの高い所などを確認し、避難先を決めておき
ましょう。

ポイント 2 浸水の危険から身を守る方法を考える
浸水が始まると避難行動が難しくなります。避難勧告などの防災情報
が発令されていなくても、身の危険を感じたら早めに行動しましょう。

5段階の警戒レベルに分けて伝達します。詳しくは2ページをご覧ください。

洪水ハザードマップとは、洪水が発生した場合の浸水範囲や浸水の深さなどを予測し、
浸水の可能性がある区域を示した地図です。

「西区洪水ハザードマップ」のここが新しくなりました
これまでは、河川整備の計画降雨（1時間に93ミリ）を想定していましたが、水防法の改正（平成27年）を受け、
想定できる最大規模の降雨（24時間で約390ミリ）を前提とした洪水ハザードマップを追加しました。
今までよりも浸水範囲が広く、浸水深度も大きくなっているので、改めて身近な場所を確認しましょう。

ポイント 4 浸水の危険を感じたら早めに行動する

配布場所 防災担当（区役所4階51番窓口）。区役所ホームページからもダウンロードできます。

「洪水ハザードマップ」について

問合せ 防災担当　　320-8310　　322-9847

防災情報

About photo

平成30年7月に発生した西日本豪雨では、数時間にわたり
同じ場所に停滞し、大雨をもたらす線状降水帯が連続して発
生しました。そのため、広範囲で甚大な被害が発生しました。

平成30年7月豪雨（西日本豪雨）

写真提供：岡山市

せんじょうこうすいたい

西区役所

▲西区役所
ホームページ

　 045-320-8484（代表電話）　
〒220-0051 西区中央一丁目5番10号

＜編集・発行＞西区役所広報相談係
　320-8321　　314-8894
西区の人口：103,233人（5月1日現在）
西区の世帯数：  55,434世帯

＜受付時間＞　8時45分～17時
月～金曜日（祝日、休日、12月29日～1月3日を除く）
＜6月の区役所土曜開庁日＞　開庁時間：9時～12時
◆8日　◆22日
戸籍課・保険年金課・こども家庭支援課の一部の業務を
行っています。詳細はお問合せください。

詳細は1ページ横浜市データをご覧ください

本紙の情報はホームページにも掲載します。広報よこはま西区版の音声データを希望する人は、市民局広報課（TEL.671-2332 FAX.661-2351）へお問い合わせください。

● 区役所より
● 各種お知らせ

8～9ページ
10～12ページ
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● 令和元年度 西区運営方針と主な取組 6～7ページ
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令和元年度 西区運営方針と主な取組令和元年度 西区運営方針と主な取組
2

「にこまちプラン※」を推進し、地域の皆さまと一緒に考え課題の解決
に取り組みます。また、引き続き地域の「担い手づくり」「居場所づくり」
を進めます。
※「にこやか しあわせ くらしのまちプラン（西区地域福祉保健計画）」の愛称

地域のつながりづくり
切れ目のない子育て支援、高齢者の暮らしを支える仕組みづくり、障
害のある人への活動サポート、生活困窮者への相談支援、健康づくり
など、誰もが自分らしく安心して暮らせるまちづくりに取り組みます。

いきいきと健やかに暮らせるまちづくり

令和元年度の区内の主な事業

区民利用施設の改修

❶市民病院

❷横浜駅周辺浸水対策

西区地域づくり大学校

にこまちフォーラム

にこまちプランの推進
● 地区支援チームによる
  地域の取組支援
● 「にこまちフォーラム」の開催
● にこまちプラン区全体計画
  の振り返り

地域活動の担い手支援
●自治会・町内会、福祉や環
境、文化、スポーツ、青少年
育成などの地域活動団体
等との連携、支援

●「西区地域づくり大学校」の
開催など、地域の新たな担
い手づくり

お店版認知症ガイド

赤ちゃん教室

切れ目のない子育て支援
●妊娠期からの子育て支援

高齢者支援

生活に困窮している人への自立支援

●地域包括ケアシステムの推進

健康づくり
●生活習慣病予防や食育推進に向けた情報発信

障害者支援
●障害への理解を深めるため、障害
関係情報冊子をリニューアル

●家計のやりくりを支援するワーク
ブックの活用

●児童虐待の防止、見守りや
ネットワークの強化
●待機児童対策の推進
●放課後の居場所の充実

●「お店版認知症ガイド」や「西
区在宅療養ガイド」の活用

●介護予防に関する講演会・研
修会の実施

横浜駅周辺の治水安全度の向上に向けて、新たな雨水幹線
(右図　　)とポンプ場の設計を進めます。

令和2年5月予定の移転・開院に向けて新築工事を行っています。

❸公園整備（西戸部町2丁目） 公園予定地の土地の取得を進めます。

❺西公会堂・西地区センター 空調更新　10～12月予定

❹公園整備（西戸部町1丁目） 防災まちづくりに役立つ公園の整備に向けて、設計を進めます。
あわせて接続する道路の整備に着手します。

❻西スポーツセンター【メインアリーナ】
天井改修、空調設置、照明LED化ほか　7月～令和2年1月予定

❼藤棚地区センター【体育室他】天井改修、照明LED化、給水設備更新ほか　8～12月予定
❽野毛山荘 エレベーター、非常灯用蓄電池設備更新　11～12月予定
※工事に伴い、一部のスペースや設備の利用を休止する場合があります。詳細は随時お知らせします

❶❶

❸❸

❹❹

❺❺

❻❻

❼❼

❽❽

横浜駅周辺、みなと
みらい21地区のま
ちづくりについては
広報よこはま西区版
4月号を
ご覧くだ
さい。
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西区役所では、［つながりを大切に　誰もが に こやか し あわせに く らせるまち　西区へ］を基本目標に、地域の皆さまとの連携を強め、さまざまな
事業に取り組んでいきます。令和元年度に予定されている西区の主な事業・今年度の予算などについてご紹介します。

区民利用施設の改修について　地域振興課　　320-8393　　322-5063
運営方針･主な事業について　  企画調整係　　320-8327　　322-9847

予算について 予算調整係　　320-8306　　322-9847

問合せ

今年度、区役所が地域の特性やニーズに
応じたまちづくりのために編成する予算
は、右グラフのような内訳となりました。
事業内容や経費の見直しを行いながら、
地域の皆さまと協働して、課題の解決を
進めていきます。

第7回アフリカ開発会議やラグビーワールドカップ2019™の開催に
合わせて、商店街やまちのにぎわいづくりを推進します。また、区の魅
力発信やまちの回遊性の向上、東京2020オリンピック・パラリンピッ
クに向けたスポーツ振興を進めます。

丁寧でわかりやすい説明など、お客様の
立場に立った窓口サービスの提供、西区
の取組･魅力の発信、『チーム西区役所』
としての総合力の発揮を目指します。

各施策の詳細は区役所
ホームページをご覧く
ださい。

まちの回遊性向上とにぎわいづくり

親しみやすい
区役所づくりを目指して

地域における防災機能や防犯力の強化、交通安全対策を推進します。
また、熱中症対策、食中毒・感染症などの健康危機管理に取り組みま
す。さらに、道路・下水道・公園の適切な維持管理を通じて、誰もが住み
やすい環境づくりを進めます。

安全･安心なまちづくり

「個性ある区づくり推進費」とは
区が独自に企画し、執行する
事業費です。

予 算

予算についての詳細は区役所
ホームページをご覧ください。

総額
99,781千円 22,182千円22,182千円

いきいきと健やかに
暮らせるまちづくり

29,785千円29,785千円

安全・安心な
まちづくり

10,147千円10,147千円
地域のつながりづくり

27,238千円
まちの回遊性向上とにぎわいづくり

10,429千円
親しみやすい区役所づくり

個性ある区づくり推進費
（自主企画事業費）の内訳

商店街やまちのにぎわい
づくり
●第7回アフリカ開発会議関
連イベントの開催

魅力発信・まちの回遊性向上
●「ことりっぷ横浜西区さん
ぽ」英語版作成

スポーツに親しむ機会づくり
●オリンピアン・パラリンピア
ンによるスポーツ教室
●体験型ラグビー教室の実施

●観光マップのデジタル化
●「ベイバイク」ポート拡大

●ラグビーワールドカップ
201９™のファンゾーン設置
の機会をとらえた商店街PR

体験型ラグビー教室

第7回アフリカ開発会議関連イベントイメージ

防災対策

●大学や企業との協働による
帷子川水位上昇調査

防犯・交通安全対策
●振り込め詐欺や特殊詐欺
被害の防止

健康危機管理

道路・公園などの適切な
維持管理

●食中毒・感染症予防、熱中
症対策啓発

●青色パトロールの出動拡大
●全小学校での交通安全教
室やスクールゾーンの安
全対策

交通安全教室

地域防災拠点訓練

●地域防災拠点の取組支援
●防災マップの多言語化
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