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港北区連合町内会 ４月定例会 
 

平成 30 年４月 20 日（金）午後３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 防災・減災推進研修のご案内について（情報提供）【市連会報告】［資料１］ 

 

総務局危機管理課地域防災支援担当 小澤 課長 

 

まちづくりの専門家とともに、災害時に危険な場所などを把握し、地域の行動目標 

を考える防災・減災推進研修を開催しますので御案内します。 

 

  (1) 研修対象者 

    ・「町の防災組織」のメンバーの方 

   ※各組織から２名まで推薦可能です。推薦は任意です。 

   ※家庭防災員や防災ライセンス講習会を受講された方も推薦可能です。 

   ※５月下旬に、受講者決定通知を代表者及び受講者あてにお送りします。 

   ※昨年度申込みをして受講できなかった方は優先的に受講できます。 

 

(2) 研修内容（９時 30 分から 15 時 30 分まで、12 時から 13 時まで休憩） 

   ア 『防災・減災推進研修～基礎編～』研修カリキュラム 

   (ｱ) 講義「横浜市の防災対策について知ろう」 

   (ｲ) 事例紹介「実践的な自主防災活動の事例から学ぼう」 

   (ｳ) 講義・グループワーク「地域の特性を活かした行動目標を作ろう」 

   イ 日時 

 日程 時間 会場（最寄駅） 定員 

第１回 ６月 ９日（土） 

９:30から

15:30 

横浜市民防災センター訓練室（横浜駅） 
100 名 第２回 ６月 18 日（月） 

第３回 ６月 30 日（土） 戸塚区役所 ８階大会議室（戸塚駅） 

第４回 ７月 ６日（金） 横浜市役所 ５階関係機関執務室(関内駅) 70 名 

第５回 ７月 20 日（金） 横浜市民防災センター訓練室（横浜駅） 
100 名 

第６回 ７月 28 日（土） 鶴見区役所 ６階８・９号会議室（鶴見駅） 
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  (3) 申し込み方法 

     推薦書に必要事項をご記入の上、郵送、ＦＡＸまたは電子メールにて、５月 18 

日（金）まで（必着）に、以下の宛先にお申し込みください。 

【宛先】 

郵送：〒231-0017 横浜市中区港町 1-1 横浜市総務局危機管理課 花塚、茂木 

ＦＡＸ:６４１-１６７７ 

メール：so-gensai@city.yokohama.jp 

※推薦書は、ホームページからダウンロードできます。 

http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/kikikanri/kyojo.docx 

 

◆ 合同メールで自治会町内会長あて送付します。 

 

 

２ 平成 30 年度港北区内で行われる主な整備事業について（情報提供）［資料２］ 

 

 山本 区政推進課長 

  

今年度、港北区内で行われる主な整備事業についてお知らせします。 

また、港北区のホームページでも御覧いただけます。 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/suisin/kikaku/syuyoujigyou/ 

 

◆資料の送付はありません。  

 

 

３ 「横浜型地域包括ケアシステム構築に向けた港北区行動指針」について 

（情報提供） [資料３] 

 柳下 高齢･障害支援課長 

 

横浜市では、2025 年を目途に、住み慣れた地域で自分らしく人生の最後まで暮らす 

ことができるようにする仕組み、「地域包括ケアシステム」の構築に取り組んでいます。 

このたび、港北区の取組の方向性等をまとめた「横浜型地域包括ケアシステムの構 

築に向けた港北区行動指針」を策定しましたのでお知らせします。 

 

◆ 合同メールで自治会町内会長あてに送付します。 
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４ 自治会町内会のための講習会の開催について（周知依頼）【市連会報告】 

 [資料４] 

 小野 地域振興課長 

 

市民局地域活動推進課主催（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。 

今年度も、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 

の発表をセットにした講習会を市内３か所で開催するほか、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。 

(1) 講演会・事例発表会開催概要 

   ア 日時・会場 

     第１回：平成 30 年 6 月 16 日（土）10:00 から 12:00 まで（9:30 開場） 

緑区役所 ４階 ４AB 会議室 

     第２回：平成 30 年 6 月 23 日（土）10:00 から 12:00 まで（9:30 開場） 

鶴見区役所 ６階 ８号会議室 

     第３回：平成 30 年 7 月 7 日（土）10:00 から 12:00 まで（9:30 開場） 

         栄区役所 ４階 【新館】４階８・９号会議室 

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１つ）：自治会町内会・連合自治会による活動事例発表 

            （会を盛り上げる活動や、担い手や加入者を増やす工夫など） 

(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 30 年７月 14 日（土）14:30 から 16：00 まで（14:00 開場） 

           横浜情報文化センター ６階ホール 

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 参加者：どなたでも参加できます。 

イ 会報紙：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 

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) 申込締切：平成 30 年 5 月 25 日（金）まで 

(5) 申し込み方法 

別紙の申込書に記入していただき、各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部を各区地 

域振興課へ御提出いただくよう、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へお送りください。 

(6) 申し込み先：港北区地域振興課 電話：540－2234 FAX：540－2245 

【会報誌データ】Ｅメール: sh-chiikikatsudo@city.yokohama.jp 

 

◆ 合同メールで自治会町内会長あてに送付します。 
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５ 平成 31 年度の自治会町内会館整備について（情報提供）【市連会報告】 

［資料５］ 

 

  小野 地域振興課長 

 

平成 31 年度に会館の新築・購入・増築・改修・修繕（補助対象経費 100 万円以上の 

工事が対象）を行う予定がありましたら、まずはお早めに地域振興課地域活動係（電話： 

540-2234）まで御相談ください。 

【今後のスケジュールについて】 

平成 31 年度に会館整備を行う場合には７月 31 日（火）までに書類を御提出いただ 

くこととなります。必要書類は地域振興課へ御相談いただた際に個別にお渡しします。 

  平成 31 年度の補助申請を受けつける自治会町内会は、平成 31 年３月末頃に決定す 

る予定です。 

 

◆ 合同メールで自治会町内会長あてに送付します。 

 

６ 平成 29 年度の燃やすごみ量実績（速報値）について【市連会報告】（情報提供）

［資料なし］ 

 谷 資源化推進担当課長 

 

港北区の平成 29 年度の燃やすごみ量の状況についてお知らせします。 

平成 29 年度の目標 48,143 トンに対し、実績 47,856 トンとなっており、速報値です 

が目標を達成することができました。このごみ量の削減は自治会町内会の皆様のご協 

力によるものです。 

平成 30 年度についても引き続き、ごみの分別はもとより、食品ロスの削減、生ごみ 

の水切りなど、ごみ減量の取組及び３Ｒ夢プランの推進にご協力をお願いします。 

 

〇家庭系燃やすごみ量 （単位：トン） 

29 年度 目標 実績 増（▲）減 増減率 

港北区 48,143  47,856  ▲287  －0.6％  

 

〇家庭系燃やすごみ量（１人１日あたり） （単位：グラム） 

29 年度 ※目標 実績 増（▲）減 増減率 

港北区 378  376  ▲2  －0.5％  

※資源物の 201 グラムと合わせて 579 グラムが、合計年度目標 

 

◆資料の送付はありません。 
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７ 定例行事・その他のお知らせ 

  小野 地域振興課長 

◆掲示のお願い（合同メールで送付します。） 

※掲示スペースが許す限り掲示していただくようお願い申し上げます。 

１ 消費者被害等の注意喚起ちらし「月次相談リポート」の発行について[資料７－１] 

 

◆情報提供（合同メールで自治会町内会長へ送付します。） 

１ 自治会町内会活動のための情報交流誌「ハマの元気印 自治会町内会 vol.５」 

について【市連会報告】[資料７－２] 

２ 「港北区自治会町内会活動のしおり」について[資料７－３] 

 ※自治会町内会役員等の配布で必要な場合は、希望数をお知らせください。 

３ 「港北区まちの先生ガイド」について[資料７－４] 

４ 「活き生きスポ進」第 61 号の発行について[資料７－５] 

◆情報提供（資料の送付はありません。） 

１ 平成 30 年度 港北区地区担当について[資料７－６] 

 

８ 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 

・交通事故概要 

(2) 港北消防署 

・港北区内の火災・救急状況について 

 

 

 

 

◆４月の合同メールは４月 23 日（月）に発送します。 

 

 

 

 

 

 

 

その他調整事項 
 ◆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◆ 

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 


