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港北区連合町内会 １０月定例会 

平成28年10月21日（金）午後２時00分から 

港北区役所 １号会議室 

会長あいさつ 

区長あいさつ 

 

議題 

 

１ 陸上自衛隊高等工科学校学校説明会開催について（掲示依頼） 

［資料１］ 

 

自衛隊神奈川地方協力本部横浜出張所 服部所長 

 

陸上自衛隊高等工科学校の学校説明会を開催しますのでポスターの掲示をお願いします。 

  

(1) 日時 

平成28年12月3日（土）・12月4日（日） 

※お申込の際に3日（土）あるいは4日（日）を指定させていただきます。 

(2) 場所 

陸上自衛隊高等工科学校（横須賀市御幸浜１－１） 

(3) 参加申込 

   事前申込制となっています。 

（申込時確認事項：氏名・住所・年齢・電話番号・学校名） 

(4) 申込・問合せ先 

   自衛隊神奈川地方協力本部 横浜出張所 

   電話・ＦＡＸ：045-521-6027 

 

◆ 合同メールで資料を送付しますので掲示をお願いします。 

 

 

２ 無料調停相談会の開催について（掲示依頼） 

［資料２］ 

神奈川民事調停協会 板谷 理事 

 

不動産、近隣トラブル、借金、交通事故、相続、離婚、家庭内トラブルにお困りの方に、

裁判所の民事調停委員や家事調停委員が無料で相談をお受けする「無料調停相談会」を開催

しますので周知につきましてよろしくお願いします。 
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(1) 日時 

  平成28年11月13日（日）10時～16時（受付終了15時30分） 

(2) 場所 

  横浜市開港記念会館 

   横浜市中区本町1－6 

   みなとみらい線「日本大通り駅」徒歩1分 

   ＪＲ・市営地下鉄「関内駅」徒歩10分 

(3) 申込 

  予約不要・当日会場で受付 

(4) 問合せ先 

  横浜地方裁判所庶務第二係 電話：045-345-4104 

  横浜家庭裁判所庶務係   電話：045-345-3505 

 

◆ 合同メールで資料を送付しますので掲示をお願いします。 

 

 

３ 港北区消防出初式における被表彰者（優良家庭防災員）の推薦について（推薦

依頼） 

［資料３－席上配布］ 

 

港北消防署予防課 金井課長 

 

平成29年港北区消防出初式において、日頃から積極的に防災活動を実践している家庭防災

員の方に感謝状を贈呈したいと思いますので、被表彰者の推薦をお願いします。 

  

(1) 推薦者数 

連合自治会・町内会 各１名 

(2) 推薦期日 

平成28年11月4日（金）まで 

     ※別紙推薦用紙にご記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。 

(3) 表彰日時等 

平成29年港北区消防出初式において行います。日時等は下記のとおりです。 

ア 日時 平成29年１月７日（土） 10時00分から12時00分まで 

イ 場所 日産スタジアム駐車場(小机町3300番地) 

(4) その他  

    平成24年から平成28年までの優良家庭防災員被表彰者名簿を、参考までに同封しますの

で、家庭防災員地区連絡員とご相談の上、ご推薦をお願いします。 

(5) 問合せ先 

    港北消防署予防係 毛塚、石田   TEL 546-0119 

 

◆ 資料の送付はありません。 

 

 



3 

 

４ 平成28年「秋の火災予防運動」実施に伴うポスターの掲示の協力について（掲

示依頼） 

［資料４］ 

 

港北消防署予防課 金井課長 

 

横浜市消防局では火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、火災予防意識の向上を図る

ことにより、市民自らの行動を促し、火災及び火災による死傷者の発生や財産の損失を防ぐ

ことを目的とした「秋の火災予防運動（11月９日（水）～11月15日(火)）」を実施します。

区民の皆さまへ火災予防の意識を一段と普及啓発するため、火災予防運動実施期間中ポスタ

ーの掲示をお願いします。（火災予防運動期間終了後もポスターを掲示していただけると幸い

です。なお、画像の使用期限の都合上、平成29年3月末日には掲出を終了していただきますよ

うお願いします。） 

  

◆ 合同メールで資料を送付しますので掲示をお願いします。 

 

５ 第33回全国都市緑化よこはまフェア～港北区事業～について（情報提供） 

［資料５］ 

 

柿沼 区政推進課長 

 

「全国都市緑化フェア」は緑と花の魅力、緑化の重要性を広く発信する場として、昭和58

年から毎年、日本全国の各都市で行われています。横浜市が舞台となる「第33回全国都市緑

化よこはまフェア」は平成29年3月25日～6月4日に開催されます。港北区でも様々なイベン

トを実施しますので、みなさまお誘い合せのうえぜひお越しください。 

  

(1) ポール・スミザーさんの講演会 

    実施時期：平成 29 年５月（予定）会場は港北公会堂を予定しています。 

(2)  シドモア桜の植樹 

    緑化フェアの開催を記念して、シドモア桜の植樹式と講演会を開催します。 

   実施時期：平成 29 年３月（予定） 

(3)  チューリップで花絵を作ろう！ 

   チューリップの花で花絵を作成します。 

   実施時期：平成 29 年４月（予定） 

(4) 第５回港北オープンガーデン 

   区民の皆さんが丹精込めて育てているお庭やコミュニティ花壇を巡るイベントです。 

   開催期間：平成 29 年４月 21 日～23 日、5 月 12 日～14 日（予定） 

(5) 花と緑でおもてなし！新横浜駅ペデストリアンデッキ 

   フェアの期間中は「ハンギングバスケット」や「Ｗelcome Garden」で盛り上げます。 

(6) お問合わせ先 

   港北区役所区政推進課企画調整係 電話：540-2229 FAX：540-2209 

    住所：〒222－0032 港北区大豆戸町 26－1 

 

◆ 資料の送付はありません。 
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６ 災害時要援護者名簿の提供について（周知依頼） 

［資料６］ 

永峯 高齢・障害支援課長 

 

日頃からの地域での支え合いの取組によって災害発生時に要援護者の安否確認・避難支援

などが迅速に行われるよう、協定を締結している自治会・町内会へ名簿の提供を行っていま

す。今年度は、名簿の内容及び要援護者への同意確認方法に変更がありますのでお知らせい

たします。 

 

(1) 名簿の提供について （７月区連会でお知らせしています） 

平成28年12月現在の同意者全員を掲載した名簿を、２月の区連会で提供します。 

なお、協定の文言変更のため、再度協定書への押印をお願いします。 

＜自治会町内会に提供する名簿の変更点＞ 

平成27年度 平成28年度 

平成27年度に同意を得られた方 

のみ掲載 

過去に同意を得られた方も含めて、同意者全員

を掲載 

※ 転出された方、亡くなられた方は名簿から 

削除します。 

⇒ お渡しする名簿が変更になることに伴い、 

改めて各自治会・町内会と協定書を締結 

 

＜参考＞災害時要援護者 

① 介護保険要介護・要支援認定者でア～ウのいずれかに該当する方 

ア 要介護３以上の方 

 イ 一人暮らし高齢者、または高齢者世帯でいずれもが要支援または要介護認定の方 

 ウ 認知症のある方（要介護２以下で、認知症の日常生活自立度がⅡ以上の方） 

② 障害者総合支援法のサービスの支給決定を受けている身体障害者、知的障害者、難病患者 

③ 視覚障害者、聴覚障害者及び肢体不自由者のうち、身体障害者手帳１～３級の方 

④ 療育手帳（愛の手帳）Ａ１・Ａ２の方 

 

(2) 要援護者への同意確認方法について 

ア  同意確認の対象者 

災害対策基本法改正以降（平成26年から平成27年）に同意された方を除くすべての対

象者（過去に同意のなかった方を含む）に同意書（確認書）をお送りします。 

＜要援護者への同意書の送付の変更点＞ 

平成27年度 平成28年度 

平成27年度に対象になった方にの

み、同意書（確認書）を送付 

新規に対象となった方と過去に同意書（確認書）

を送っている方で、同意のなかった方にも、改

めて同意書（確認書）を送付 
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イ 掲載項目の充実 

災害対策基本法改正に伴い名簿に記載する７項目が明記されたことを受け、改正以前 

（平成20年から平成25年）に同意をいただいていた方に対して、項目追加について確認

をお願いします。 

＜現在＞               ＜今後＞ 

今までの名簿の項目  平成29年以降の名簿の項目 

① 氏名 ① 氏名 

② 住所 ② 住所又は居所 

③ 年齢（生年） ③ 生年月日 

④ 電話番号 ④ 電話番号その他の連絡先 

 ⑤ 性別 

⑥ 避難支援等を必要とする事由（介護等、障害等といった情
報） 

⑦ 避難支援の実施に関し市長村長が必要と認める事項 （※） 

              （※）一部の方の緊急連絡先（ご家族の電話番号）などを想定しています。 

(3) 今後のスケジュール 

   10月21日（金） 区連会で説明（区役所→自治会町内会） 

  11月25日（金） 同意書の送付（区役所→要援護者） 

  12月９日（金）(締切)  同意書の返送（要援護者→区役所） 

  ２月22日 （水）（２月区連会）名簿の提供および協定書の再締結（区役所→自治会町内会） 

  ※単位町内会で4協定を締結している場合には、２月末の地区連で地区担当からお渡し

します。また、協定書の再締結も同時に実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 合同メールで自治会町内会長あて資料を送付します。 

 

 

 

 

 

 

■ 送付対象地区  

 ・連合町内会 

 綱島地区連合自治会、大曽根自治会連合会、樽町連合町内会、師岡地区連合町内会 

   大倉山地区連合町内会、城郷地区連合町内会、新羽町連合町内会、新吉田連合町内会 

   新吉田あすなろ連合町内会 

・単位町内会 

 【日吉地区】日吉本町東町会、日吉本町西町会、日吉町宮前自治会、下田町自治会、サンヴァリエ 

日吉自治会、コンフォール南日吉自治会、日吉第７コーポ自治会 

 【菊名地区】菊名北町町内会、錦が丘町内会、ふじ町内会、大倉山ハイム町内会 

 【篠原地区】菊名南町自治会、篠原西町自治会、仲手原自治会、仲手原南自治会（※）、篠原台町自

治会、篠原東自治会（※） 

 【高田地区】高田町内会、高田西原自治会 

(※) 仲手原南自治会・篠原東自治会は情報共有方式のため、要援護者へ同意書（確認書）ではなく削

除依頼書を送付します。 

新たに追加される項目 
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７ 年末年始のごみと資源物の収集日程について（回覧依頼）【市連会報告】 

［資料７］ 

資源循環局港北事務所 宮田所長 

 

本年度の年末年始のごみと資源物の収集日程についてお知らせします。本年度は、燃やす

ごみの収集日が「火・土曜日」の地域について、臨時収集日を設けるため、例年とは異なる

収集日程となりますので御注意ください。 

 

【収集日程について】 

(1)  12月31日（土）から１月３日（火）まで、収集はお休みさせていただきます。 

(2) 燃やすごみの収集日が月・金曜日の地域 

年末は12月30日（金）まで、年始は１月６日（金）から、通常の曜日通り収集します。 

(3)  燃やすごみの収集日が火・土曜日の地域 

 年末は12月29日（木）、年始は１月５日（木）に臨時収集を行います。 

(4)  資源物  

    年末は12月30日（金）まで、年始は１月４日（水）から、通常の曜日通り収集します。 

 

◆ 11月の合同メールで資料を送付しますので回覧をお願いします。 

 

 

８ 平成28年度上期（第２四半期まで）の燃やすごみ量実績について（情報提供）

【市連会報告】 

 

資源循環局港北事務所 宮田所長 

 

港北区の燃やすごみ量の状況は、４月から９月の目標 24,524 トンに対し実績 24,516 トン

となっており、その期間の目標値と概ね同じ量になっています。 

全市的には目標を達成していませんが、港北区については、28 年度の削減目標達成に向

けて推移していると考えられます ので、お知らせします。 

引き続き、ごみの分別、食品ロスの削減、生ごみの水切りなど、３Ｒ夢プランの推進にご

協力をお願いします。 

 

○ 平成 28 年度 港北区目標 

   １人１日あたりのごみと資源の排出量：587g (燃やすごみ 379g、資源物 208g) 

 

○ 燃やすごみ量（速報値）         【単位：トン】 

４月～９月 ※目標 実績 増(▲)減 差 

港北区 24,524 24,516 ▲8 ▲0.03% 

全 市 283,980 285,563 1,583 0.56% 

   ※年間目標をもとに、過去３か年の同時期の排出傾向から算出した数字です。 
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 [参考] 港北区燃やすごみ量（１人１日あたり)の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ◆ 資料の送付はありません。 

 

 

９ 「ヨコハマ３Ｒ夢！／港北地域ふれあいフェスタ」の周知について（掲示依頼） 

［資料９］ 

 

 資源循環局港北事務所 宮田所長 

  

 「ヨコハマ３Ｒ夢！／港北地域ふれあいフェスタ」を開催しますので、周知につきまして

御協力いただきますようよろしくお願いします。 

 

(1) 日時 

平成 28 年 11 月 20 日（日）10:00～15:00 荒天時中止（小雨時縮小開催） 

(2) 会場 

資源循環局港北事務所（港北区大豆戸町 1238 電話：541-1220） 

※会場に駐車場はありません。ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。 

(3) 内容 

   太尾小学校マーチングバンド演奏、フリーマーケット、リサイクルバンド演奏、被災地

応援（福島物産店＆愛と勇気とさんま）などを予定しています。 

 

 

  ◆ 合同メールで資料を送付しますので掲示をお願いします。 

 

 

10 自治会町内会のための講習会の開催について（情報提供）【市連会報告】 

［資料10］ 

  橡木 地域振興課長 

 

横浜市市民局主催（後援：横浜市町内会連合会）で、自治会町内会のための講習会を開催

します。今年度は自治会町内会の運営や加入促進に関する講演と、自治会町内会の取組事例

0  

416 414 405 411 

359 355 

392 396 

369 373 374 372 
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の発表をセットにした講習会を市内3か所で開催します。また、昨年度に引き続き、神奈川新

聞社から講師を招いての会報紙作成講習会・展示会を開催します。多くの方のご参加と会報

紙のご出展をお待ちしています。 

【開催概要】 

 (1)  講演会・事例発表会 

   ア 日時・会場 

     第１回 平成28年12月10日（土）10:00～12:00（9:30開場） 

保土ケ谷公会堂 １号会議室 

      第２回 平成28年12月11日（日）10:00～12:00（9:30開場） 

横浜市立大学 金沢八景キャンパス カメリアホール 

      第３回 平成29年１月29日（日）10:00～12:00（9:30開場） 

          都筑区役所 ６階大会議室 

イ 内容 

   (ｱ) 講演（１～３回共通） 

「開かれた自治会町内会の運営について」 講師：水津 陽子氏 

（合同会社フォーティＲ＆Ｃ代表） 

   (ｲ) 事例発表（各回２つ） 

      自治会町内会・連合町内会による活動事例発表 

   

(2)  会報紙作成講習会（同時開催：会報紙展示会） 

  ア 日時・会場 

     平成29年２月12日（日）10:00～11：30（9:30開場） 

      情報文化センター ６階 情文ホール 

イ 内容 

    「新聞記者が教える！会報紙の作り方」 講師： 菱倉 昌二氏 

                         （神奈川新聞社 編集局 編集委員） 

(3) 募集内容 

ア 参加対象者 

 どなたでも参加できます。（特に、自治会町内会運営でお困りの方、他の自治会町内

会の取り組み事例を知りたい方、会報紙に磨きをかけたい方） 

イ 会報紙の出展 

会報紙展示会で展示する会報紙を募集します。お寄せいただいた会報紙は、会報紙

作成講習会で教材として使用させていただきます。 

     

(4) 申込方法 

   別紙の申込書に記入していただき、港北区地域振興課へ持参またはＦＡＸで申込み願

います。また、会報紙展示会に出展される場合についても、会報紙２部を港北区地域振

興課へご提出いただきますようお願いします。会報紙のデータがある場合は、Ｅメール

で直接市民局地域活動推進課（sh-chiikikatsudo@city.yokohama.jp）へお送りください。 
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(5) 申込締切 

   平成28年11月18日（金） 

 

◆ 合同メールで自治会町内会長あて資料を送付します。 

 

11 定例行事・その他のお知らせ 

橡木 地域振興課長 

 

◆ 回覧のお願い（合同メールで送付します） 

１ 「絵本の図書館」について 

［資料 11－１］ 

◆ 掲示のお願い（合同メールで送付します） 

１ 平成28年度港北区人権啓発・防災講演会の開催について 

［資料11－２］ 

 (1) 日  時： 平成28年11月18日(金) 14:30～16:00（開場14:00） 

(2) 場  所： 港北公会堂 ホール 

(3) 参 加 費： 無料（直接会場にお越しください。） 

２ 平成28年度こうほく消費者のつどい～消費者大学～の開催について 

［資料11－３］ 

 (1) 日  時： 平成28年11月29日（火）11時00分～15時30分 

(2) 場  所： 港北公会堂・港北区役所中庭 

(3) 参 加 費： 無料（直接会場にお越しください。） 

３ 横浜労災病院第13回市民公開講座「大腸がんとメンタルヘルス～心と体の健康のため

に～」について 

［資料11－４］ 

 (1) 日  時： 平成28年12月7日(水) 14:00～16:00（開場13:30） 

(2) 場  所： 横浜ラポール（港北区鳥山町1752） 

(3) 参 加 費： 無料（直接会場にお越しください。当日先着300名） 

◆ 情報提供（合同メールで送付します） 

１ 第1回ハマ建市民セミナー「宅地の安全性を考える」について 

 ［資料11－５］ 

 (1) 日  時： 平成28年11月12日(土)13:30～15:30（セミナー終了後無料相談会開催） 

(2) 場  所： 神奈川県民ホール６階 大会議室（中区山下町3-1） 

(3) 申 込 先： 横浜市建築士事務所協会 電話：662-1337 FAX:662-8981 

※事前にお申し込みください 

２ 「港北の消防第55号」について 

［資料11－６］ 

 

12 その他・行政機関からの情報提供等 

(1) 港北警察署 



10 

 

・港北区内犯罪発生状況 

・交通事故統計 

 

(2) 港北消防署 

・港北消防署インフォメーション 

・港北区内の火災・救急状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉会 

 

      ※本日の区連会の資料発送は 24 日（月）です。 

22 日 土 

 9 時 30 分から 

15 時 00 分まで 

ふるさと港北 

ふれあいまつり 
新横浜駅前公園野球場 

14 時 00 分から 
横浜 F・マリノス 

ホーム最終戦 
日産スタジアム 

28 日 金 
13 時 00 分から 

16 時 00 分まで 
ほくほくフェスタ 港北公会堂 

11 月の主なスケジュール 

5 日 土 13 時 00 分から 
地域のチカラ応援事業 

中間報告会・交流会 
区役所１号会議室 

18 日 金 

13 時 00 分から 
地域防災拠点運営委員会 

連絡会 
港北公会堂 

14 時 30 分から 港北区人権啓発・防災講演会 

19 日 土 
12 時 30 分から 

15 時 30 分まで 

自治会町内会研修会 

（第３回・要事前申込） 

横浜市民防災センター 

（港北消防署前集合） 

20 日 日  8 時 30 分から ペタンク大会 鶴見川樽町公園 

22日 火 15時00分から 区連会 11月定例会 区役所１号会議室 

 四役会は 14時 30分から ／ 資料発送は 24日（木） 

28 日 月 
14 時 00 分から 

16 時 00 分まで 
港北区交通安全大会 港北公会堂 

12 月の主なスケジュール              ※区連会定例会は休会です。 

１日 木 
13 時 30 分から 

14 時 30 分まで 

民生委員児童委員・ 

主任児童委員委嘱状伝達式 
港北公会堂 


