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港北区連合町内会 ９月定例会 
 

平成 30年 9月 21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 民間ブロック塀の補助事業について（回覧依頼）【市連会報告】［資料１］ 

 

 建築局建築防災課 加藤課長 

 

平成 30年 6月の大阪府北部における地震によってブロック塀の倒壊による被害が発生し

たことを受け、地震発生時における歩行者への被害を防止する観点から、コンクリートブ

ロック塀等の所有者が実施する除却などの改善工事費を補助する制度を創設します。 

 

（１）制度の概要 

ア 補助金を申請できる方 

ブロック塀等の所有者又は管理者で、個人の方 

イ 補助制度の運用期間 

10月４日から平成 33年度末まで 

ウ 対象となるブロック工事 

ブロック塀等の除却、または除却＋軽量なフェンス等の新設 

（２）補助事業の対象 

ア 除去工事 

    道路に面した、高さ１ｍ以上のコンクリートブロック塀、コンクリート製の塀、

万年塀、組積造の塀等で、安全性が確認できないもの。 

イ 新設工事 

  アルミフェンスなどの軽量なフェンスまたは生垣を設置する場合 

  ウ その他 

    他の補助事業で対象となるものは原則として除きます。 

 

◆班回覧のお願い（合同メールで自治会町内会あてに送付します。） 

 

 

【訂正のお知らせ】 
第 23 回港北区ペタンク大会のチラシの

掲示依頼は行いません。 
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２ 防災計画修正に伴う市民意見募集の実施について（市民意見募集） 

【市連会報告】［資料２］ 

総務局危機対処計画課 宇多課長 

 

本市では、地震や津波による災害への対策を定めた「震災対策編」、台風等による洪

水、崖崩れや雪害等への対策を定めた「風水害対策編」、大規模な事故や火災等への対

策を定めた「都市災害対策編」の３編の防災計画を策定しており、今年度は「風水害

対策編」の修正を検討しています。 

計画の修正にあたり、市民の皆様の意見を募集します。 

 

（１）受付期間 

   10月１日（月）～11月２日（金） 

（２）パンフレット配布場所 

    市役所市民情報センター、各区役所総務課 

（３）意見の提出方法 

     下記の問合せ先まで、郵送、ＦＡＸまたはＥメールで提出してください。 

(４）問合せ先 

横浜市総務局危機管理室危機対処計画課 

℡ 671-4359  FAX 641-1677  

Eメール so-kikitaisho@city.yokohama.jp 

 

◆ 合同メールで自治会町内会長あてに送付します。 

 

３ 「横浜市立小・中学校の通学区域制度及び学校規模に関する基本方針」改訂

素案の市民意見募集について（市民意見募集）【市連会報告】［資料３］ 

 

教育委員会事務局学校計画課 増田担当課長 

 

  「横浜市立小・中学校の通学区域制度及び学校規模に関する基本方針」は７年以上が経

過し、住宅開発による局所的な児童生徒の急増など環境の変化に対応するため、見直しが

必要となっています。 

 このことについて、学識経験者等からなる「横浜市学校規模適正化等検討委員会」が検

討を行い、７月に答申が教育委員会へ提出されました。 

 これら答申をまとめた改訂素案を作成しましたので、市民の皆様の意見を募集します。 

 

（１）受付期間 

   ９月 28日（金）～10月 29日（月） 

（２）配布場所 

    区役所広報相談係、市役所市民情報センター、本市ホームページに掲載します。 

（３）意見の提出方法 

     下記の問合せ先まで、郵送、ＦＡＸまたはＥメールで提出してください。 
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(４）問合せ先 

横浜市教育委員会事務局施設部学校計画課 

℡ 671-3252  FAX 651-1417 

Eメール ky-keikaku@city.yokohama.jp 

 

◆ 資料の送付はありません。 

 

４ ラグビーワールドカップ 2019™及びブレディスローカップについて（掲示依頼）

［資料４］ 

市民局ラグビ―ワールドカップ 2019推進課 金子担当課長 

小野地域振興課長 

（１）ラグビーワールドカップ 2019™について 

ア 開催期間：2019年９月 20日（金）～11月２日（土） 

イ 横浜国際総合競技場における試合 

日程 キックオフ 試合内容 対戦カード 

９月 21 日（土） 18：45 プール B ニュージーランド 対 南アフリカ 

９月 22 日（日） 16：45 プール A アイルランド 対 スコットランド 

10 月 12 日（土） 17：15 プール C イングランド 対 フランス 

10 月 13 日（日） 19：45 プール A 日本 対 スコットランド 

10 月 26 日（土） 17：00 準決勝１ 準々決勝１勝者 対 準々決勝２勝者 

10 月 27 日（日） 18：00 準決勝２ 準々決勝３勝者 対 準々決勝４勝者 

11 月２日（土） 18：00 決勝 準決勝１勝者 対 準決勝２勝者 

 

ウ 大会に係る関係者駐車場 

    横浜国際総合競技場（新横浜公園）の駐車場は遊水地にあるため、豪雨時に当該

駐車場が利用できない場合は、次の場所を代替駐車場として利用する予定です。 

 
【港北区内で遊水地利用時に使用する場所（予定）】 

施設名 所在地 駐車台数（予定） 
首都高速横浜北線敷地内 新羽町 156 
公共公益施設用地 新横浜３丁目 50 
新羽車両基地 新羽町 250 
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区→民生委員 
 
 
 
 

75 歳以上単身者

（住民票情報） 

民生委員の 
ポスティング

による 
事前通知 

 
 
 

 

エ 大会開催時のボランティア活動拠点 

試合開催日に観客を案内するボランティアを新横浜駅、小机駅、北新横浜駅から競

技場までの動線上に配置します。ボランティアの受付場所や休憩場所として次の施

設の利用を検討しています。 
後述のプレディスローカッップにおいてもボランティア活動拠点として利用しま

す。 

地区名 施設名 
新横浜地域 セブン&アイ・ホールディングス伊藤研修センター  
小机地域 愛宕会館 
北新横浜地域 新羽南町内会館 

 

（２）プレディスローカップについて（掲示及び観戦募集） 

ア 日時 10月 27日（土）15時キックオフ  

イ 会場 日産スタジアム（横浜国際総合競技場） 

ウ 対戦カード 「ニュージーランド代表対オーストラリア代表」 

エ 交通規制 

     周辺交通及び来場者の安全確保の観点から、浜鳥橋周辺で交通規制（12時から 

15時）が予定されています。 

 

◆掲示のお願い（合同メールで自治会町内会あてに送付します。） 

 

５ ひとり暮らし高齢者「地域で見守り」推進事業（情報提供）［資料５］ 

 

秋元 福祉保健課長 

 

当該事業は、区が保有する 75歳以上の単身世帯高齢者の個人情報を民生委員に提供す

ることで、日頃の民生委員活動に活かし、ひとり暮らし高齢者を対象とした相談支援、

見守り活動を推進するものです。30年度も 29年度と同様に実施いたしますので、ご承知

おきください。 

また、民生委員が対象者を訪問し、個人情報の提供について同意が得られた場合は、

要援護者の見守り活動に取り組んでいる自治会・町内会に対し、対象者の「自治会・町

内会（自主防災組織）への情報提供シート」をお渡しすることになっていますので、ご

活用いただきますようお願いいたします。 
 

（１） 事業の流れ 

 

   

 

 

 

 

状況把握 

 
 
 

支援が必要な人へ

の相談支援 

本人の同意を得て
地域の見守り活動
につなげていく等 

民生委員・地域包

括支援センター・

区で情報共有 

名簿提供 
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（２） 平成 29年度状況把握結果（民生委員・地域包括支援センター・区の三者で確認） 

    地域や民生委員による見守り、包括支援センターや区による相談支援を希望され

た方には、地域で行っている見守り活動や必要な福祉サービスにつなぐなどの支援

を行いました。 

 

 

 

（３） 30年度の実施内容 

    29年度と同様に実施します。 

    訪問対象者 1,556人（民生委員１人あたり約 4.4人） 

 

 

◆ 合同メールで自治会町内会長あてに送付します。 

 

 

 

◆ 合同メールで自治会町内会長あてに送付します。 

 

６ 平成 30 年度自治会町内会長永年在職者表彰式について（情報提供） 

【市連会報告】［資料６］ 

小野地域振興課長 

 

本年度の自治会町内会長永年在職者表彰式は、昨年同様、在職 10年以上(５年ごと)の長

期在職者の方については市長主催による表彰式を行いますのでお知らせします。 

 

（１）実施時期：平成 31年２月中旬を予定しています。 

（２）会場：市長公舎（西区老松町） 

（３）表彰対象者 

在職 10年以上（５年ごと）の皆様をお招きし、市長から表彰させていただきます。 

（４）その他 

   当日は区役所から会場への送迎を予定しております。その他詳細は、決定次第ご報 

  告いたします。 

なお、在職５年の会長につきましても昨年同様、港北区自治会町内会長感謝会 

（３月 12日（火）開催）において、区長感謝状を贈呈します。 

   

◆ 資料の送付はありません。 

 

 

 

 

 

 

＜表1＞本人と面会し、把握した状況

＜表２＞訪問したが、本人との面会なしの場合に把握した状況

142人 99人 15人 19人 9人

計

⑥
長期的な入院や

施設入所

⑦
死亡・転居

⑧
住んでいない

（家がない、別人
が居住）

⑨
不明

（不在を含む）

1,043人

4人
状況把握の
対象者

表１、２合計
901人 323人 35人 50人 489人

計

①
地域や

民生委員に
よる見守りを

希望

②
包括や
区による

相談支援を
希望

③
見守りや

相談支援が
必要そうだが
希望なし

④
見守りと

相談支援は
不要

⑤
会えたが
拒否された



6 

 

小野地域振興課長 

 

７ 回覧のお願い（合同メールで自治会町内会あてに送付します） 

  １ 2018 ふるさと港北ふれあいまつりの開催について[資料７－１] 

(1) 日時：平成 30年 10月 20日（土） ９時 30分から 15時 00分まで 

(2) 会場：新横浜駅前公園野球場 

２ 「神奈川東部方面線だより」の回覧 [資料７－２]  

お問合せ先 

   独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 東京支社 総務課広報担当 

  電話：03-5403-8780 ＦＡＸ：03-5403-8770 

  相模鉄道株式会社 相鉄お客様センター 

  電話：319-2111 ＦＡＸ：319-2191 

  東京急行電鉄株式会社 東急お客さまセンター 

  電話：03-3477-0109 ＦＡＸ：03-3477-6109 

３ 「断・捨・離整理術」講演会について [資料７－３] 

４ 『港北力発見通信』第 25号について [資料７－４] 

 

８ 掲示のお願い（合同メールで自治会町内会あてに送付します。） 

１ 東京 2020オリンピック・パラリンピック横浜市・都市ボランティアの募集につい

て（掲示依頼）【市連会報告】[資料８－１] 

２ 「無料調停相談会」の開催について[資料８－２] 

(1) 日時：10月 12日（金）10時から 16時まで（受付終了 15時 30分） 

※ 予約・申込不要 

(2) 場所：横浜市開港記念会館（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) お問合せ：横浜地方裁判所 庶務第二係 電話：345-4104 

       横浜家庭裁判所 庶務係   電話：345-3505 

３ 「港北ほくほくフェスタ」の開催について[資料８－３] 

（１）日時 平成 30年 11月２日（金） 10時から 16時まで（雨天決行、荒天中止） 

（２）会場 港北公会堂及び区役所中庭 

（３）イベント内容 

      社会福祉大会（福祉功労者表彰）、バザー・模擬店、パネル展示、標語コンクー

ル優秀作品展示、 

区民フォーラム「“障がい”をテーマとしたシンポジウム」 

（４）問合せ先 

      港北区社会福祉協議会  電話：547-2324 FAX：531-9561 

      港北区役所福祉保健課事業企画担当 電話：540-2360 FAX：540-2368 

４ 横浜労災病院市民講座の開催について[資料８－４] 

（１）プログラム 

     「糖尿病ってどんな病気? ～最近の話題も含めて～」   
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     「メディカルスタッフによるリレーレクチャー」 

     「糖尿病患者さんの眼科疾患」 

（２）日時・会場 

11月 6日（火）13時から 16時まで 

横浜ラポール（港北区鳥山町１７５２番地） 

  （３）その他 

     事前申込：不要 参加費；無料 

５ 市税及び保険料における口座振替勧奨ポスターの掲示について[資料８－５] 

６ 消費者被害等の注意喚起ちらし「月次相談リポート」の掲示[資料８－６] 

８ 第 34回港北駅伝大会について[資料８－８] 

(1) 日時：平成 31年１月６日（日）７時 30分から 14時まで 

(2) 場所：日産フィールド小机（新横浜駅前公園周回コース） 

(3) お問合せ：港北駅伝大会実行委員会事務局（港北区地域振興課内） 

       電話：540-2238,2240 ＦＡＸ：540-2245 

※ 地区連合チームへの参加申込みを依頼します。 

 

９ 募金協力のお願い（社協から直接、各自治会町内会長あてに送付します） 

１ 平成 30年度共同募金運動（一般募金及び年末たすけあい募金の実施について） 

[資料９] 

 ※ 共同募金会港北区支会での決定を受け、資料を送付するものです。 

 

10 情報提供について（３は合同メールにて自治会町内会長あて送付します。）    

１ 平成 30年度「ひっとプラン港北」地区連絡会議の開催[資料 10－１] 

 (１) 日時 11月 29日（木） 10時から 12時まで 

(２) 会場 港北区社会福祉協議会（福祉保健活動拠点）３階 多目的研修室 

(３) 内容 

・地区の取組の情報共有を目的とした意見交換 

・地区計画ニュースについて 

・その他 

（４）問合せ先 

     港北区社会福祉協議会  電話：547-2324/FAX：531-9561 

     港北区役所福祉保健課事業企画担当 電話：540-2360/FAX：540-2368 

２ 平成 30年度違法駐車及び放置自転車・バイクキャンペーン[資料 10－２] 

（１）期間 10月１日（月）～10月 31日（水） 

（２）運動の重点 

違法駐車、放置自転車・バイクの通報  

      交通ルールの遵守と駐車マナーの向上 
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３ 港北区の高齢者の消費者被害の状況について[資料 10－３] 

 消費者被害に関する相談窓口 

  横浜市消費生活総合センター 電話 845-6666 

（平日 9;00～18:00 土日 9:00～16:45） 

（合同メールで自治会町内会長あて送付します。） 

 

４ 第 23回港北区ペタンク大会の周知について[資料８－７] 

(1) 日時：11月 11日（日） 雨天の場合は 11月 25日（日）に延期 

(2) 場所：鶴見川樽町公園多目的広場（港北区樽町２－753） 

(3) お問合せ：港北区役所地域振興課ペタンク大会担当 

       電話：540-2238 ＦＡＸ：540-2245 

 

11 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 

 

◆回覧のお願い(城郷地区のみ) 

（合同メールで城郷地区自治会町内会長あてに送付します）  

 

・航空支援訓練の実施について 

 ア 内容 航空消防隊の離着陸訓練等 

イ 日時 11月 8日（水）13時 30分～15時 30分 

 ウ 場所 日産フィールド小机（新横浜公園内 小机町 3300番地） 

 

(３)その他 

 

◆９月の合同メールは９月 26 日（水）に発送します。 

 

 

 

 

 

 

 
 ◆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 


