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 港北区連合町内会 2 月定例会 
 

平成 29 年 2 月 22 日（水）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 木造住宅の耐震化を促進するための補助限度額の増額と戸別訪問の実施につ

いて（周知依頼）【市連会報告】 

［資料１］           

建築局建築防災課 榊原 課長 
 

横浜市では、旧耐震基準（昭和56年５月以前）で建築された木造住宅の耐震化を促進す

る事業に取り組んでいます。平成28年熊本地震等の被害状況を踏まえ、旧耐震基準の木造

住宅の耐震化を更に加速していくため、平成29年度に限り、耐震改修の補助限度額を増額し

ます。これに伴い木造住宅の所有者等に対して戸別に訪問し、補助制度等の周知を行うな

ど、啓発活動を強化しより一層の耐震化促進を図ります。 

 

 (1) 補助内容について 

   ア 対象（従来の補助要件から変更なし） 

     昭和56年５月以前に建築された２階建以下かつ在来工法の木造住宅（ほか条件

有） 

イ 補助額の増額（平成29年度に限り増額します） 

区分 補助限度額【現状】 補助限度額【増額後】 

課税世帯 75 万円 105万円 

非課税世帯 115 万円 145万円 

(2) 訪問について 

ア 訪問の対象 

  補助対象に合致すると思われるすべての住宅（昭和56年５月以前に建築された 

２階建以下かつ在来工法の木造住宅） 

イ 訪問の方法 

  平成29年２月下旬から５月頃（※）に、市の木造住宅耐震改修に係る「設計 

・施工事業者登録制度」に登録している事業者がチラシを配布し制度を周知します。 

訪問を実施する者は、市が発行する「訪問員証明書」の着用を必須とし、訪問時に 

契約等のセールスは行いません。 
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※ 訪問の終了時期は、状況により延長の可能性があります。 

ウ 訪問時に周知する内容 

  (ｱ) 29年度に限り、耐震改修工事の補助限度額を30万円増額すること。 

(ｲ) 無料で耐震診断を実施していること。 

  (ｳ) 防災ベッドや耐震シェルターの設置費を一部補助していること。 

(3) その他 

平成29年１月、３月に広報よこはま及びタウンニュースを活用し、市全域に対 
して周知します。 

  

◆ 合同メールで各自治会町内会長あてに送付します。 

 

 

２ 横浜環状北線開通日のお知らせについて（回覧依頼） 

［資料２］ 

   

道路局横浜環状道路調整課 栗本 担当課長 

首都高速道路㈱神奈川建設局建設管理課 小塚 担当課長 

 

 

平成29年3月18日（土）16時に横浜環状北線（横羽線～第三京浜）が開通します。横浜北

線は横羽線と大黒線の生麦ジャンクションから、第三京浜の横浜港北ジャンクションまで

の約8.2㎞をつなぐ路線で、全線の約７割に及ぶ約5.9㎞の区間は「横浜北トンネル」とな

っています。これまで、横浜環状北線として建設事業を進めてまいりましたが開通後の名

称は「高速神奈川７号横浜北線」となります。このたびの開通に伴いパンフレットを作成

しましたので回覧をお願いいたします。 

 

【開通による効果】 

(1) アクセス向上（横浜市北部と横浜港・羽田空港がつながる） 

新横浜を中心とする横浜市北部と横浜港が直結することで、横浜港への所要時 

間の短縮や、定時制の確保が期待されます。また、羽田空港方面へのアクセスが 

向上し、羽田空港方面への利便性が高まります。 

  (2) ネットワーク強化（多様な経路選択が可能） 

     突発的な事故や災害によって通行止めなどになった場合、極端な遠回りをせずに

多様な経路選択が可能になり、所要時間のロスを減らせます。 

  (3) 地域活性化・観光振興（地域の賑わいの創出） 

新横浜都心などの内陸部と連絡が強化されることで地域活性化を支援します。 

東京・横浜・千葉のレジャー施設等が身近になります。 

     

 

◆ 合同メールで送付しますので回覧をお願いします。 
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３ Ｓi センサーコンロ普及促進に伴うチラシの回覧について（回覧依頼） 

［資料３］ 

港北消防署予防課 金井課長 
 

冬場は火災が多く発生しますが、住宅火災の原因はコンロの消し忘れが最多となって

います。横浜市消防局では、消し忘れによる住宅火災のリスクを軽減するＳｉセンサー

コンロへの交換をおすすめしています。チラシを作成しましたので回覧をお願いします。 

 

◆ 合同メールで送付しますので回覧をお願いします。 

 

 

４ 「横浜市立小・中学校施設の建替えに関する基本方針」素案に関する市民意見

募集について（市民意見募集）【市連会報告】 

［資料４］ 

教育委員会事務局教育施設課計画推進係 杉谷 係長 
 

横浜市教育委員会では、学校施設の老朽化に伴い、学校施設の建替事業を効率的、効果

的に進めていくために、新たに「横浜市立小・中学校施設の建替えに関する基本方針」の

素案を策定しました。今後、素案に対する市民の皆様からの御意見を踏まえて「横浜市立

小・中学校施設の建替えに関する基本方針」を策定するため、素案の市民意見募集を実施

しますのでお知らせします。 

 

(1) 意見募集期間 

平成 29年２月 16日（木）～平成 29年３月 17日（金） 

(2) ご意見の提出方法 

ア 郵送：〒231-0017 横浜市中区港町１－１  

横浜市教育委員会事務局教育施設課計画推進係 

イ ＦＡＸ：０４５－６６４－４７４３ 

ウ 電子メール：ky-tatekae@city.yokohama.jp 

(3) 「横浜市立小・中学校施設の建替えに関する基本方針」素案の閲覧方法について 

下記ＵＲＬホームページに掲載するほか、各区の区政推進課広報相談係や市民情報

センターへ配架をお願いする予定です。 

ＵＲＬ http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/bunya/tatekae/tatekaehoshin.html 

(4) その他 

いただいた御意見については、個人情報を除き、横浜市の考え方と合わせて、後 

日公表します。個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。また、電話又は

口頭での御意見は対応できません。 

 【参考】今後のスケジュール（予定） 

平成 29年４月～５月   意見を踏まえて素案を修正 

６月      基本方針策定 

 

◆ 資料の送付はありません。 

mailto:ky-tatekae@city.yokohama.jp
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５ 第 33回全国都市緑化よこはまフェア開催に伴うチラシの掲出依頼について（掲

示依頼） 

[資料５] 

柿沼 区政推進課長 

 

 平成 29 年 3 月 25 日から花と緑の祭典「第 33 回全国都市緑化よこはまフェア」を開催

します。全国都市緑化フェアは国土交通省の提唱で、都市緑化を全国的に推進し、緑豊か

な潤いある都市づくりに寄与することを目的に、毎年全国各地で開催されており、横浜で

は初めての開催となります。このたび「第 33 回全国都市緑化よこはまフェア」の ＰＲチ

ラシを作成しました ので掲示をお願いします。 

また、港北区事業として様々なイベントを開催します のでぜひ御来場ください。 

 

【第 33回全国都市緑化よこはまフェア事業概要】 

(1) 主催者   

横浜市、公益財団法人都市緑化機構 

(2) 運営主体 

第 33 回全国都市緑化よこはまフェア実行委員会（平成 27 年 6 月 4 日設立） 

(3) 開催期間 

平成 29 年３月 25 日(土)～６月４日(日)（72 日間） 

(4) 会場 

ア みなとガーデン 

山下公園、グランモール公園、港の見える丘公園、横浜公園、日本大通り、 

象の鼻パーク、新港中央広場、運河パーク 

イ 里山ガーデン 

横浜動物の森公園植物公園予定地(よこはま動物園ズーラシアに隣接) 

 

【港北区事業】 

 イベント 日程 会場 

新横浜駅ペデストリアンデッ

キの花飾り 
３月25日（土）～６月４日（日） 

新横浜駅ペデストリアン

デッキ 

シドモア桜の植樹式と講演会 ３月 27日（月） 大倉山公園 

第５回港北オープンガーデン 
４月 21日（金）～23日（日） 

５月 12日（金）～14日（日） 

84 か所（個人のお庭、コ

ミュニティ花壇） 

チューリップでピカチュウの

花絵をつくろう！ 
４月 29日（土） トレッサ横浜リヨン広場 

ポール・スミザーさん講演会 ５月 27日（土） 港北公会堂 

 

 

◆ 合同メールで送付しますので掲示をお願いします。 
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６ 広報紙の配布について（協力依頼） 

[資料６] 

柿沼 区政推進課長 

 

 横浜市では、市民生活に密接した情報や市会定例会の概要などの情報を、各世帯にお

届けする広報媒体として「広報よこはま」「ヨコハマ議会だより」を発行しています。 

これまでも皆様の御協力により配布を行っておりますが、あらためて 平成 29 年度も

全世帯への配布に御協力くださいますようよろしくお願いします。 

 

 (1) 広報紙概要 ※謝金額は平成 29年度予算議決後に確定します。 

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」 
平成 29年５月、８月、 
11月、平成 30年２月 ４円 

(2) 配布先 

貴団体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御協力をお願いします。 

(3) 配布時期 

各世帯へ毎月１日～10日までの間に配布してください。 

(4) お届けする期日と部数 

毎月末日までに、配送業者を通じて貴団体の配布担当者へ、お申し出いただいて 

いる部数をお届けします。 

ただし、平成 30年１月号は、平成 29年 12月 29日までにお届けします。 

(5) 配布謝金の支払 

実際の配布部数分を、平成 29年 10月と平成 30年 3月にお支払いします。 

(6) 配布担当者・部数の変更について 

 港北区区政推進課広報相談係へ御連絡ください。（毎月 10日までに御連絡いただ 

ければ翌月分の配布に間に合います。） 

電話 540-2222 FAX540-2227 

(7) その他 

      自治会町内会活動としてボランティアで広報紙を配布しているときに、万が一事 

故で負傷した場合には、原則として市民活動保険の対象となります。事故に遭われ 

た場合は港北区総務課庶務係まで御相談ください。 

    各自治会町内会の区域内にあるグループホームなどの施設から広報紙の配付依 

頼がありましたら、配布について御配慮くださいますようお願いいたします。 

配布員が確保できない場合など、お困りの場合は、民間事業者へのポスティング 

に切り替えることもできますので、区政推進課広報相談係へ御相談ください。 

平成 29年度も、市版にて自治会町内会の活動を紹介していくことを予定してい 

ます。自治会町内会の加入促進にも御活用いただければと存じますので、未加入世 

帯への配布に特段の御配慮をいただきますようお願い申し上げます。 

◆ 合同メールで各自治会町内会長あてに送付します。 
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７ 平成 29 年 民生委員・児童委員の推薦について（推薦依頼） 

[資料７]                          【市連会報告】 

 

小野 福祉保健課長 

 

民生委員・児童委員の欠員補充及び増員を行うため、各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、各自治会町内会長の皆様の御協力をお願いいたします。 

平成 29年は、欠員地区及び増員が必要な地区のみの推薦となり、任期は次期一斉改選（平

成 31 年 11 月 30 日）までとなります。（増員・減員につきましては地区民児協会長に２月

28日を締切として依頼済みです。） 

 

(1)  連合及び地区推薦準備会の開催時期 

    平成 29年 ７月１日付け欠員補充、増員を行う地区→平成 29年３月～４月 

    平成 29年 12月１日付け欠員補充、増員を行う地区→平成 29年８月～９月 

  

(2) 推薦準備会開催にあたっての留意事項 

   ア （連合）地区推薦準備会推薦人の選出について、（連合）自治会町内会の代表の

方と地区民生委員児童委員協議会の代表の方は、必ず推薦人としてください。こ

の両者が出席しない場合は、（連合）地区推薦準備会が開催できないこととなって

おりますので、御留意ください。 

イ 候補者の選考にあたっては、資格要件、年齢要件、居住要件（資料４参照）が満

たされていることを御確認ください。また、年齢要件については、なるべく原則

としている年齢に近い方を御推薦いただくようお願いします。 

  

◆ ２月の合同メールで各自治会町内会長あてに送付します。 

◆ 欠員補充及び増員がある地区については、２月下旬に、推薦依頼文（提出 

期限 4 月 21 日（金）必着）を該当地区自治会町内会長あて直接送付します。 

 

 

８ 平成 29 年４月１日開所予定の保育所等の整備状況について（情報提供） 

[資料８] 

中田 学校連携・こども担当課長 

 

平成 29年４月１日における保育所等の整備状況についてお知らせします。 

 

保育施設設置状況 

(1) 認可保育所 

 85園(うち平成 29年４月 1日 新規開所予定 12園・横浜保育室から移行２園) 

(2) 小規模保育事業   

18園(うち平成 29年４月 1日 横浜保育室から移行２園) 

 

◆ 資料の送付はありません。 
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９ 平成 28年度募金等への実績報告および平成 29年度募金等への協力依頼につい

て（報告・協力依頼）【市連会報告】 

[資料９] 

港北区社会福祉協議会 池田 事務局長 

 

 

  平成２８年度募金関係の実績について報告をさせていただきます。各地区連合町内会

長をはじめ地域の皆様の御協力により、下記の通りの実績を上げることができました。 

お忙しい中御協力いただき、誠にありがとうございました。 

平成２９年度も引き続き、次の募金活動を実施させていただきたく、募金活動とそれ

に伴う資材調査について御協力をお願いいたします。 

なお、平成２９年度の募金活動における目安額については、それぞれの会合で決定し、 

また、具体的な依頼につきましてはそれぞれの実施時期に応じて、改めて区連会定例会

資料により御案内させていただきます。 

御理解と御協力のほど よろしくお願いいたします。 

 

(1) 平成28年度実績及び平成29年度目安額 

 

 平成 28 年度実績 
（平成 29 年 1 月末現在） 

平成 29 年度 
実施時期案 

平成 29 年度 
目安額案※ 実施主体 

日赤募金日赤募金 
(日本赤十字社社資募集） 

18,791,132円 

(目安額 23,817,515 円） 5 月～6 月 223円 

日本赤十字社神奈川県

支部横浜市港北区地区

委員会 
港北区社会福祉協議会

世帯会費 3,851,218円 6 月～8 月 40円 港北区社会福祉協議会 

社会を明るくする運動

実施委員会会費 1,070,158円 6 月～8 月 10円 
港北区社会を明るくす

る運動実施委員会 
赤い羽根共同募金  
(一般募金) 

18,304,570円 

(目安額 27,214,620 円） 10 月～12 月 255円 
神奈川県共同募金会横

浜市港北区支会 
年末たすけあい募金 25,853,569円 

(目安額 21,344,800 円） 11 月～12 月 200円 

※ 世帯当たりの単価(それぞれの会合で決定します) 

 

(2)  平成 29年度共同募金および赤十字社資運動の資材数調査について 

来年度も５月から赤十字社員増強運動、１０月から共同募金運動を展開する予 

定ですが、募金封筒等の資材の希望数につきまして、地区連合自治会町内会ごと 

に調査をいただき、御報告をいただけますようお願いいたします。 

 

ア 回答方法 

別紙調査票にご記入の上、ファクシミリ・窓口へ持参のいずれか 

イ 回答期限 

(ｱ) 資材調査票   平成２９年３月２２日  

(ｲ) 資材送付変更（変更が生じた場合のみ）随時お知らせください。 
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ウ 提出先 

      〒２２２－００３２ 

港北区大豆戸町１３－１吉田ビル２０６ 横浜市港北区社会福祉協議会 内 

日赤港北区地区委員会・共同募金会港北区支会 事務局 

【使用するにチェックをつけた場合】 

      ・封筒等資材を資材送付直前の自治会町内会加入世帯数、班数、掲示板数に

合わせて送付します。 

     【使用しないにチェックをつけた場合】 

・参考として関係資料一部およびポスターを掲示板数分のみ送付します。 

 

問合せ先：港北区社会福祉協議会 担当：藤原・古澤 

 電話:547-2324 ＦＡＸ:531-9561 

 

◆ 資料の送付はありません。 

 

 

10 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（１月の合同メールで送付します） 

  １ 港北区民生委員児童委員協議会広報紙「ほほえみ」第 24号の発行について 

[資料 10－１] 

 

◆掲示のお願い（１月の合同メールで送付します） 

  １ 消費者被害等の注意喚起ちらし「月次リポート」の発行について[資料 10－２] 

   

  ◆お知らせ  

     災害時要援護者支援事業にかかる区役所が保管する要援護者の個人情報について、

平成 28年度に要援護者から得た提供に関する同意をもとに 要援護者名簿を作成しま

したのでお渡しします。 

 
◇ 名簿提供対象地区 

連 合（席上にございます） 単 位（地区連合定例会に地区担当が持参） 
綱島地区連合自治会 日吉地区 日吉本町東町会 
大曽根自治連合会 日吉本町西町会 
樽町連合町内会 日吉町宮前自治会 
師岡地区連合町内会 常盤会自治会 
大倉山地区連合町会 下田町自治会 
城郷地区連合町内会 サンヴァリエ日吉自治会 
新羽町連合町内会 コンフォール南日吉自治会 
新吉田連合町内会 日吉第７コーポ自治会 
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11 その他・行政機関からの情報提供等 

(1) 港北警察署 

・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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連 合（席上にございます） 単 位（地区連合定例会に地区担当が持参） 
新吉田あすなろ連合町内会 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 
高田町住宅自治会 
高田町住宅親交会 
高田東町会 
高田町親和会 
高田中央町内会 
自治会しらさか 
高田西原自治会 
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閉会 

 

      ※本日の区連会の資料発送は 23 日（木）です。 

２月の主なスケジュール 

25 日 土 
12 時 30 分 

キックオフ 

J1 リーグ開幕戦 

（対 浦和レッズ） 
日産スタジアム 

28 日 火 14 時 00 分から 港北区明るい選挙推進大会 横浜ラポール 

３月の主なスケジュール 

３日 金 

10 時 30 分から 
新横浜駅周辺混乱防止 

対策訓練 
新横浜駅周辺 

14 時 30 分から 

16 時 10 分まで 

横浜市自治会町内会長永年在

職者表彰式 
市長公舎 

市表彰受賞者は、13時 05分 までに 区役所特別会議室 にお集まりください。 

５日 日 
8 時 45 分から 

（開会式） 

第 30 回港北区グラウンドゴ

ルフ大会 

鶴見川樽町公園 

多目的広場 

７日 火 
16 時 00 分から 

18 時 00 分まで 

港北区自治会町内会長感謝会 

（受付開始15時30分から） 
ソシア 21 

18 日 土 
18 時 00 分から 

20 時 00 分まで 
港北区青少年指導員研修会 港北公会堂 

22日 水 14時00分から 区連会３月定例会 区役所１号会議室 

 四役会は 13時 30分から ／ 資料発送は 23日（木） 

※29年度の区連会定例会 開催予定 
４月 21日(金)15時 00分から 

資料発送：24日 
５月 22日(月)15時 00分から 

資料発送：24日 
６月 22日(木)15時 00分から 

資料発送：23日 
７月 21日(金)15時 00分から 

資料発送：24日 
９月 22日(金)14時 00分から 

資料発送：25日 

10月 20日(金)14時 00分から 
資料発送：23日 

11月 22日(水)開始時間未定 
    資料発送：24日 
１月 22日(月)15時 00分から 

資料発送：24日 
２月 22日(木)14時 00分から 

資料発送：23日 
３月 22日(木)14時 00分から 

資料発送：23日 

◆港北区連合町内会定例会の資料は、ホームページに掲載しています◆ 
 （定例会開催当日の夕方 17時以降に掲載されます） 
 http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/sinkou/kurenkai/ 
 港北区連合町内会 定例会資料  で  検索  


