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港北区連合町内会 １月定例会 
 

平成 31年１月 22日（火）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 横浜水缶の特典付き販売について（情報提供）【市連会報告】［資料１］ 

 

◆ 合同メールで自治会町内会長あてに送付します。 

 

水道局菊名水道事務所 渡邉所長 

 

７年保存できる備蓄飲料水「横浜水缶」の特典付き販売を実施します。この機会に

ぜひ「ひとり１日３リットル、最低３日分で９リットル以上」の飲料水の備蓄をお願

いします。 

 

（１） 飲料水備蓄促進キャンペーン 

  ア キャンペーン期間 

１月９日（水）から３月 21日（水）注文分まで 

   イ 特典 

     特典１：期間中の御注文は配達料無料（通常一か所 200円） 

     特典２：３箱購入ごとに給水リュック１個プレゼント 

特典３：10箱購入ごとに横浜水缶を１箱プレゼント 

※ 特典２・特典３は、配達先ごとに箱数を数えます。また、はまっ子どうし 

The Waterは、特典付き販売の対象外です。 

（２） 備蓄飲料水「横浜水缶」の販売について 

販売価格：横浜水缶 １箱（500mℓ缶 24本入 計 12ℓ）1,800円（税込） 

賞味期限：製造日から７年 

配 達 先：横浜市内 

配 達 料：200円/１か所（通常時） 

※ キャンペーン期間中（３月 21日注文分まで）は配送料無料です。 

（３） 注文先：水道局お客さまサービスセンター（24時間 365日受付） 

電話：847-6262  ＦＡＸ：848-4281 
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２ 横浜市民の危機管理アンケート調査結果について（情報提供）【市連会報告】 

［資料２］ 

 

◆ 合同メールで自治会町内会長あてに送付します。 

 

                   総務局危機管理課 鈴木担当係長 

 

   横浜市では、今後の事業の見直しなどに活用するため、市民の皆さまの日頃からの

「自助」・「共助」の意識や取組状況を把握する「横浜市民の危機管理アンケート調査」

を実施しました。このたび、調査結果をとりまとめましたので、ご報告いたします。 

 

（１） 調査結果のポイント 

前回調査（平成 27 年）と比べると、「自助」「共助」の認知度が大幅に増加するな

ど、防災について関心が高まっている傾向がみられました。 

【前回調査との比較】 

項目 27年 30年 

「自助」について聞いたこともあり意味も分かる 25.6％ 48.5％ 

「共助」について聞いたこともあり意味も分かる 25.7％ 45.6％ 

大地震が近く起こるのではないかという不安 

 強く感じている 36.0％ 39.8％ 

多少感じている 54.2％ 50.8％ 

家具類を固定している(固定が必要な家具類が無い) 58.3％ 58.8％ 

食料・飲料水を「３日分以上」準備している 38.8％ 40.9％ 

防災・減災に関する研修や訓練に参加していない 52.1％ 49.5％ 

自治会・町内会の防災訓練に参加した事がある 

 20歳代 12.9％ 11.7％ 

60歳代 54.0％ 56.5％ 

70歳代 50.5％ 57.0％ 

避難所運営等での女性に配慮した取組で、特に重要と考えるもの 

 トイレを安全・安心に利用できる工夫  73.3％ 

プライバシーに配慮した着替え場所等の確保  62.0％ 

 

（２） 調査結果の総括 

調査結果をみると、多くの市民の皆様が災害に対する不安を抱えており、「自助」

「共助」の認知度が増加するなど、防災への関心が高まっている一方で「自助の備

え」はまだまだ進んでいないことが分かりました。また、約半数の方が「自治会・

町内会の防災訓練」や「地域防災拠点の訓練」へ参加していないなど、行動が結び

ついているとはいえない状況です。 

 

（３） 調査結果の詳細について 

横浜市危機管理室ホームページに掲載しています。 
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３ 平成 31 年４月７日執行  統一地方選挙に関するお願いについて（推薦依頼） 

【市連会報告】 ［資料３］ 

 

 

 

 

橡木 総務課長 

 

４月７日（日）に行われる統一地方選挙に向けて選挙事務を遺漏なく執行できるよう準

備を進めております。つきましては、御理解を賜り、従来同様の御協力をお願いいたしま

す。 

 

１ 選挙の種類及び主な日程 

選挙の種類 横浜市議会議員選挙 神奈川県議会議員選挙 神奈川県知事選挙 

投票日 4月７日（日） 午前７時～午後８時 

開票日 同上      午後９時 15分～ 

告示日 ３月 29日（金） ３月 21日（木） 

期日前投票 ３月 30日（土）～４月６日（土） 
３月 22日（金） 

   ～４月６日（土） 

期間及び時間 

（予定） 

① 港北区役所   ３月 22日～４月６日  午前８時 30分～午後８時 

② 慶應義塾大学  ３月 30日～３月 31日 午前９時 30分～午後８時 

③ 綱島地区センター ４月１日～４月４日 午前９時 30分～午後８時 

④ トレッサ横浜  ４月５日～４月６日  午前 10時～午後８時 

※ ３月 22日～３月 29日の間は、神奈川県知事選挙のみ期日前投票が可能です。 

 

２ お願いする事項 

（１） 当日投票所の投票管理者及び投票立会人の推薦 

投票所ごとに、投票管理者１人、同立会人２人の御推薦をお願いいたします。 

別添の投票管理者・立会人推薦内申書を２月８日（金）までに返信用封筒にて御返送

いただくか、直接選挙管理委員会まで御持参いただくようお願いいたします。 

 

＜参考資料＞  ア  地区別投票管理者・立会人推薦依頼数（資料１） 

イ  投票区別管理者立会人地区別一覧表 （資料２） 

  ※イに記載の投票所については一部変更の可能性があります。 

（２） 啓発チラシの回覧 

   啓発回覧板に啓発チラシをはさみ、回覧をお願いします。自治会町内会の各担当者

様あてに２月末頃郵送させていただきます。 

（３） 選挙啓発（ＰＲ）ポスターの掲出 

   各自治会・町内会の掲示板に掲出をお願いいたします。自治会町内会の各担当者様

あてに２月末頃郵送させていただきます。 

 

 

 

◆推薦依頼書を各地区連長あてに席上配付します。 
◆回覧物を２月末に自治会町内会あて郵送します。 
◆掲示物を２月末に自治会町内会あて郵送します。 
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３  その他 

（１）選挙公報の配布 

選挙公報の配布につきましては、引き続き業者委託の予定です。 

（２）期日前投票所の投票管理者･立会人の推薦 

期日前投票所の投票立会人の推薦は、従前どおり港北区明るい選挙推進協議会を通

じてお願いさせていただく予定です。 

なお、期日前投票所の投票管理者につきましては、事務主任である区役所の職員 

（課長級）が兼任いたします。 

（３）投票所事務従事者の選任について 

    御推薦いただいた投票管理者あてに、投票所事務従事者の選任依頼をさせていただ

く予定です。なお、依頼人数は各投票所につき８名です。 

 

 

４ 横浜市認知症高齢者等見守りシール事業について（情報提供）【市連会報告】 

［資料４］ 

 

◆ 合同メールで自治会町内会長あてに送付します。 

 

柳下 高齢障害支援課長 

 

本市では、行方不明となった認知症の高齢者等ができるだけ早く自宅に戻れるよう、

御本人の個人情報を保護しながら身元を特定できる「見守りシール事業」を平成 30年

12月から開始しました。 

港北区では、警察や各地域ケアプラザが連携する「港北区かえるネット」と連動し

て対応していきます。 

 

※対象者（下記（１）～（３）いずれも満たす方） 

（１）港北区かえるネット事業の登録者 

（２）上記（１）のうち、神奈川県・神奈川県警察への登録情報の提供に同意して 

いる方 

（３）迎えに行くことができる家族等がいらっしゃる方 
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５ 平成 31・32 年度消費生活推進員募集要領（港北区版）について（回覧依頼） 

［資料５］ 

 

 

 

 

小野 地域振興課長 

 

 平成 31・32年度消費生活推進員の募集にあたり、募集要領を作成しましたので、班回覧

をお願いします。現推進員の方へは、募集要領と応募用紙の御案内をしております。                

新たに応募したいという方がいらっしゃいましたら、公募になった旨と募集要領を御案

内くださいますようお願いいたします。 

 

（１） 募集対象 

平成 31年４月１日現在 20歳以上で、市民の安全で快適な消費生活の推進に熱意の

ある港北区在住の方。ただし、平成７年以降に通算３期消費生活推進員に委嘱され

た方は対象になりません。 

    ※ご不明な点は港北区地域振興課へお問い合わせください。 

（２） 活動内容 

消費者被害未然防止に向けた講演会、地域でのイベントなどでの啓発講座、街頭 

キャンペーンなどの企画、実施や広報紙の作成を他の推進員と協力して行います。     

また、区及び市が実施する消費生活に関する研修へご参加いただきます。 

（３） 任期 

平成 31年４月から平成 33年３月まで（１期２年） 

（４） 応募方法 

２月１日（金）から２月 28日(木）までに応募用紙に必要事項を記入の上、応募先

へ送付いただくか、港北区地域振興課へ直接お持ち下さい。 

       応募用紙は港北区役所、区内地区センター等にございます。また港北区ホームペー

ジ（URL: http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/sinkou/shouhi.html）からもダ

ウンロードいただけます。 

    ※班回覧等での回覧中の応募用紙はコピーしてご使用ください。 

（５） 委嘱 

３月下旬にご本人あてにご案内します。 

 

 

６ 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「横浜みどりアップ計画[2019-2023]」の概要版リーフレットについて［資料６－１］ 

２ ３Ｒ夢な親子エコ・クッキング講座について［資料６－２］ 

（１）日時：３月 16日（土）10時 30分～13時 

（２）会場：東京ガス横浜ショールーム（MARK IS みなとみらい４階） 

（３）対象：区内在住・在学の小学生とその保護者（２人 1組） 

 ３「活き生きスポ進」第 63号の発行について[資料６－３] 

４「第３回 ハマ建市民セミナー」の開催について[資料６－４] 

◆通知を合同メールで自治会町内会長あてに送付します。 
◆回覧物を合同メールで自治会町内会あてに送付します。 
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７ 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 予備自衛官補（一般・技能）の募集について［資料７－１］ 

受付期限：４月 12日（金）まで 

２ 2019年春巡業 大相撲横浜アリーナ場所のチラシの掲示について［資料７－２］ 

開催日時：４月 27日（土）８時開場 

３ 消費者被害等の注意喚起ちらし「月次相談リポート」の掲示について［資料７－３］ 

４ 平成 31年度地域のチカラ応援事業補助金の募集開始について［資料７－４］ 

  （１）募集期間：２月 12日（火）～３月 15日（金）（平日、受付時間９時～１７時） 

（２）申請先：港北区役所 4階 46番窓口 地域振興課地域力推進担当 

 

８ 情報提供 

１ 「横浜市中期４か年計画 2018～2021」の策定について［資料８－１］ 

平成 30 年 10 月４日、市会第３回定例会にて「横浜市中期４か年計画 2018～2021」

が議決され、計画が確定しました。計画の冊子は、市民情報センター及び各区役所で

閲覧に供しているほか、市民情報センターで販売（１冊 700 円）しています。概要版

は、市民情報センター及び各区役所で配布（無料）しています。なお、冊子及び概要

版は、横浜市ホームページにも掲載しています。 

２ 「第７回港北オープンファクトリー」の開催について［資料８－２］ 

  実施日時：２月 23日（土）、３月２日（土） 問合せ先：区企画調整係(℡540-2229) 

３ 「港北つなぎ塾」の開催について［資料８－３］ 

  日時・内容：２月９日（土）オリエンテーション（基調講演・参加者交流） 

２月 23日（土）地域情報発信の事例報告（パネルディスカッション） 

３月２日（土）ワークショップ（ホームページ開設・ＳＮＳ活用実践） 

    会場：港北区役所４階 会議室 

４ 港北区制 80周年記念 港北駅伝大会の結果について［資料８－４］ 

５ 港北区スポーツシンポジウムにおける「港北地域スポーツ功労者表彰」受賞者につ

いて［資料８－５］ 

 

９ 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 

 (３)その他 

 

◆１月の合同メールは１月 23 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 


