港北区連合町内会 ９月定例会
令和元年９月 20 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

防災スピーカーの設置について（回覧依頼）
【市連会報告】［資料１］
◆

合同メールで自治会町内会あてに送付します。
総務局防災企画課

石川担当係長

災害時における情報伝達手段のさらなる充実のため、区役所や地域防災拠点に整備済の防
災行政用デジタル移動無線を活用し、Ｊアラートの緊急情報などを放送する「防災スピーカ
ー」を設置します。
令和元年度から３年度までの間に市内で 190 か所の整備を予定しています。
各年度に整備した防災スピーカーは翌年度４月１日から運用を開始します。
（１）区内元年度設置箇所
日吉南小学校、北綱島小学校
（２）放送内容
自動放送：国民保護情報、緊急地震速報（震度５弱以上）、大津波警報、津波警報
津波注意報、噴火特別警報、気象特別警報、噴火速報
手動放送：避難勧告、避難指示など横浜市からの緊急情報
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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（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。
総務局防災企画課

石川担当係長

本市では、「震災対策編」、
「風水害等対策編」に加え、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、今年度は主に「都市災害対策
編」の修正について検討を進めています。
計画の修正にあたり、市民意見募集を実施しますので、皆様のご意見をお寄せください。
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

受付期間
10 月１日（火）から 11 月１日（金）まで
配布場所
港北区役所総務課、市役所市民情報センターのほか、市ホームページに掲載します。
意見の提出方法
リーフレットに印刷した葉書の郵送、FAX やＥメールで提出してください。
主な修正内容
・災害時の外国人に対する防災対策について
・性的少数者に対する配慮について
・災害救助法に基づく救助実施市の指定等について
・地下施設の水害対策について
問合せ先
横浜市総務局危機管理室防災企画課
℡ 671-4096
FAX 641-1677
E-Mail so-bousaikikaku@city.yokohama.jp
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３

災害用備蓄食料の有効活用（無償配布）について（情報提供）【市連会報告】
［資料３］
◆

合同メールで自治会町内会長あてに送付します。
橡木

総務課長

家庭内備蓄を進めていただくこと等の防災意識の啓発や食品ロス削減の観点から、本市で
備蓄している食料の一部について、地域の皆様等を中心に無償配布を行います。
(1) お配りする備蓄食料：非常災害用クラッカー
(2) 対象：横浜市内の法人・団体（自治体・町内会、NPO、社会福祉法人、企業等）
(3) 申込期間：10 月 21 日（月）から 11 月１日（金）まで
(4) 引き渡し期間：11 月 18 日（月）から 11 月 22 日（金）まで
(5) 引き渡し場所 南部方面備蓄庫（横浜市金沢区富岡東２－２－10）
(6) 申込方法（申し込み多数の場合は抽選となります）
① 郵送または FAX
申込様式に必要事項を記載のうえ、問合せ先へ送付してください。
② インターネット
申込 QR コード
ホームページの専用フォームからお申し込みください。
横浜市 備蓄有効活用 で 検索
または右の QR コードから
(7) 問合せ先

４

総務局危機管理室地域防災課
〒231-0017 横浜市中区港町１－１
℡ 671-2011
FAX 641-1677

「港北区制 80 周年記念
◆

ハナミズキ植樹式」について（情報提供）［資料４］

資料の送付はありません。

山本

区政推進課長

港北区制 80 周年の記念事業として、港北区の木である「ハナミズキ」の苗木を大倉山公
園にあるシドモア桜の隣に植樹します。
この苗木は、東京都立園芸高等学校から提供いただいた百年ハナミズキ（※）の枝から接
ぎ木により作られたものです。
植樹式後には、ダンスやハナミズキに関する紙芝居の上演もあり、どなたでもご観覧いた
だけます。
（※）1912 年に東京からワシントンへ贈られたシドモア桜の返礼として米国から贈られたハ
ナミズキです。
(1)
(2)

日時：11 月２日（土）10:00 から 11:30 頃まで
会場：大倉山公園（大倉山記念館前）
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（荒天中止）

５

ラグビーワールドカップ 2019™決勝戦パブリックビューイングについて

（掲示依頼）［資料５］
◆

合同メールで自治会町内会あてに送付します。

山本

区政推進課長

ラグビーワールドカップ 2019™決勝戦のパブリックビューイングを開催します。当日は、
前慶応義塾大学ヘッドコーチの金沢篤さんによるトークショーが行われます。
(1)

日時：11 月２日（土）17 時開場（18 時キックオフ）

(2)

会場：港北公会堂（大豆戸町 26－１）

(3)

定員：先着 500 人（事前申込制：状況により当日受付有）

(4)

申込方法：インターネットから。

申込 QR コード

QR コードからお申し込みください。
(5)

申込期間：10 月 15 日(火)から 31 日(木)まで

(6)

問合せ先：区役所区政推進課
℡ 540-2230

６

E-Mail ko-kusei@city.yokohama.jp

こづくえマルシェの開催について（掲示依頼）［資料６］
◆

合同メールで自治会町内会あてに送付します。

山本

区政推進課長

ラグビーワールドカップ 2019™の試合日（決勝を除く）に合わせて、区主催のおもてなし
イベントとして、「こづくえマルシェ」を開催いたします。
当日は、小机周辺で採れた地元野菜の販売を行う物販ブースや、キッチンカーを出店し
ます。
(1) 開催日
・９月 21 日(土)10 時から 14 時まで
・10 月 12 日(土)10 時から 13 時まで
・10 月 26 日(土)10 時から 13 時まで
(2) アクセス
ＪＲ小机駅北口より徒歩１分

・９月 22 日(日)10 時から 13 時まで
・10 月 13 日(日)10 時から 15 時まで
・10 月 27 日(日)10 時から 14 時まで
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７

令和元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７］
◆

資料の送付はありません。

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)
(2)
(3)

実施時期：令和２年２月上旬から中旬
会場：市長公舎（西区老松町）
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６日(金)開催）において、区長感謝状を贈呈します。

８

ひとり暮らし高齢者等「地域で見守り」推進事業について(情報提供)［資料８］
◆

合同メールで自治会町内会長あてに送付します。

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。令和元年度も平成 30 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、民生委員が訪問対象者から、個人情報の提供について同意が得られた場合は、災害
時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。自治会・町内
会での災害時要援護の見守りに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

区→民生委員
名簿提供

民生委員の
ポスティング
による
事前通知

状況把握

民生委員・地域包
括支援センター・

支援が必要な人へ
の相談支援

区で情報共有

本人の同意を得て
地域の見守り活動
につなげていく等

75 歳以上単身者
（住民票情報）
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(2)

平成 30 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。
＜表1＞本人と面会し、把握した状況

状況把握の
対象者
表１、２合計

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

998人

345人

33人

41人

570人

9人

1,132人
＜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
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）

87人

26人

16人

5人

134人

９

10 月 22 日（火・祝） 即位の令（即位礼正殿の儀）における慶祝行事（奉祝記
帳所の設置）について（情報提供）
◆

資料の送付はありません。

橡木

総務課長

(1)

設置目的
10 月 22 日に執り行われる天皇陛下即位の令（即位礼正殿の儀）にあたり、市民の皆さ
まの祝意をお受けするため、横浜市として記帳所を設置します。
記帳されたものは、全体を取りまとめて宮内庁へお届けします。
(2) 開設概要
① 開 設 日 10 月 22 日（火・祝）
② 開設時間 午前 10 時から午後４時まで（※昼休憩時間等はございません。）
③ 開設場所 港北区役所 １階区民ホール
市役所や市内の各区役所でも記帳所を開設します。

小野
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地域振興課長

推薦のお願い
令和元年度港北区交通安全功労者の推薦について ［資料 10］
港北区交通安全対策協議会では、交通安全の推進に功績のあった個人または団体の表彰
を行います。被表彰者の推薦を依頼します。
(1) 表彰推薦者数：各地区１名または１団体
(2) 推薦書提出期限：10 月 21 日(月)
(3) 提出先：港北区役所地域振興課地域活動係
(4) 表彰式典：12 月６日(金) 開催「港北区 安心・安全のつどい」にて実施
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11

募金協力のお願い
令和元年度共同募金運動

(一般募金及び年末たすけあい募金の実施について)
［資料 11］

◆ 社協から直接、各自治会町内会長あてに資料を送付します
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。
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情報提供
◆ １～３は資料の送付はありません。４は合同メールで自治会町内会長あて送付します。

横浜市上郷・森の家のリニューアルオープンについて（情報提供）【市連会報告】
［資料 12-１］
栄区上郷町にある研修・宿泊施設「横浜市上郷・森の家」が、９月１日にリニューア
ルオープンいたしました。横浜市民の御利用の場合、1,000 円割引とする制度もありま
すので、個人やグループで是非ご利用ください。
(1) 住所：栄区上郷町1499番地1
(2) ホームページ：上郷・森の家 で 検索
URL：http://kamigo-morinoie.com/
(3) 問合せ先：上郷・森の家
℡ 895-5151
２ 港北区制 80 周年記念 第 24 回港北区ペタンク大会の周知について[資料 12-２]
(1) 日時：11 月 17 日（日） 雨天中止
(2) 場所：鶴見川樽町公園多目的広場（港北区樽町２－753）
(3) 問合せ先：港北区役所地域振興課ペタンク大会担当
℡ 540-2238
FAX 540-2245
３ 交通安全教室の開催について
増加傾向にある高齢ドライバーによる交通事故の発生状況を受け、高齢者向け交通安全
教室を行い、運転技術の再確認や安全運転機能付きサポートカーの試乗を行います。
(1) 日時・会場
① 11 月 11 日（月）9 時～12 時 日吉自動車学校
② 11 月 25 日（月）9 時～12 時 菊名ドライビングスクール
(2) 内容
・シルバードライビングスクール
65 歳以上の免許保持者を対象とした、自動車の実地運転による運転技術の再確認、
加齢による身体能力のチェック
・サポートカー体験
事故防止をサポートする安全運転機能が付いた車の試乗
(3) 申込方法
はがきか E メールに「行事名(「シルバードライビングスクール」か「サポート
カー体験」もしくは両方)、住所・氏名・年齢・電話番号と年齢・参加希望日を記載
のうえ、次の申込み・問合せ先へお申込みください。
申込者多数の場合は抽選となります。
(4) 申込み・問合せ先
港北区地域振興課交通安全担当
〒222-0032 港北区大豆戸町 26-1
℡ 540-2235
E-Mail ko-chishin@city.yokohama.jp
１
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４

市民啓発講演会「在宅医療・介護とは何か」の開催について［資料 12-４］
(1) 日時：10 月１7 日（木）14 時から 15 時 45 分まで（受付開始 13 時 30 分）
(2) 内容：寸劇「認知症の方を在宅で看取るには」
専門職からの講話(医師・歯科医師・薬剤師・介護支援専門員)
(3) 会場：港北公会堂
(4) 問合せ先：港北区在宅医療相談室
℡ 438-3420
FAX 438-3421
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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 訪問歯科健診事業について（掲示依頼）［資料 13-１］
９月から令和２年１月末までの間、通院が困難な在宅高齢者を対象に、横浜市歯科医師
会による無料の訪問歯科健診が実施されます。
・申込み・問合せ先
港北区在宅歯科相談室 ℡･FAX 543-5510
２ 「港北ほくほくフェスタ」の開催について[資料 13－２]
(1) 日時：10 月 25 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）、区民フォーラム(パネルディスカッション)、
バザー・模擬店など
(4) 問合せ先：
港北区社会福祉協議会
℡ 547-2324
FAX 531-9561
港北区役所福祉保健課事業企画担当 ℡ 540-2360
FAX 540-2368
３ 港北区制 80 周年記念 第 23 回ペットボトルロケット大会[資料 13－３]
(1) 日時：11 月４日（月・休） 10 時 00 分開会 14 時 20 分終了予定（荒天中止）
(2) 場所：樽町公園多目的広場（港北区樽町 2 丁目 753）
(3) 問合せ先：港北区役所地域振興課生涯学習支援係
FAX 540-2245
℡ 540-2239
４ 第 35 回港北駅伝大会について[資料 13－４]
(1) 日時：令和２年１月 19 日（日）９時 30 分から 14 時 30 分まで
(2) 場所：日産フィールド小机（新横浜公園周回コース）
(3) 問合せ先：港北駅伝大会実行委員会事務局（港北区地域振興課内）
℡ 540-2238
FAX 540-2245
※ 地区連合チームへの参加申込みを依頼します。
５ 保育士就職相談会及び地域子育て支援イベント（同時開催）の開催について
[資料 13－５]
保育所で働きたい方を対象に就職相談会を実施するとともに、保育園児によるミズキ
ーダンス等が披露されます。
(1) 開催日時：11 月 4 日（月）
・保育士就職相談会
①10 時から 12 時まで ②13 時から 14 時まで
・地域子育て支援イベント
10 時 45 分から 12 時まで
(2) 会場：トレッサ横浜北棟２階リヨン広場
(3) 予約・参加費：予約不要・参加費無料
(4) 問合せ先：港北区子ども家庭支援課 ℡：540-2305 FAX：540-2426
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６

精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療(精神通院医療)の郵送申請について
[資料 13－６]
ホームページなどから申請書を取り寄せていただき、郵送にて申請することができます。
郵送先：〒231-0017 中区港町１－１
横浜市健康福祉局精神通院・手帳事務処理センター あて
７ 「秋のヨコアリくんまつり」の開催について[資料 13－７]
(1) 日時：11 月 16 日（土）10 時 00 分～16 時 00 分
(2) 会場：横浜アリーナ ２階ロビー他
(3) 内容：ボルダリング体験、フットバッグショー、「本とであおう！絵本広場」、
親子で楽しめるスポーツ体験コーナー、工作コーナーなど ※入場無料
(4) お問合せ先：港北区地域振興課 ℡ 540-2240
FAX 540-2245
８ 「子どもあんぜんフェスタ 2019」の開催について［資料 13-８］
子どもの身の回りの安全について啓発するイベントを、トレッサ横浜で開催します。
(1) 日時：10 月 26 日（土）
10 時（ステージは 11 時 30 分）から 15 時まで（予定）
(2) 会場：トレッサ横浜 リヨン広場（北棟２階）
(3) 内容：啓発ブース（白バイ乗車体験、消防士なりきりコーナーほか）
ステージイベント
９ 「無料調停相談会」の開催について[資料 13－９]
(1) 日時：11 月 22 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 ℡ 345-4104
横浜家庭裁判所 庶務係
℡ 345-3505
10 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 13－10］
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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
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お知らせ
皆様のパソコンや携帯電話等で受信可能な防犯関連情報メールについてお知らせします。
【港北区防犯情報メール】
パソコン、携帯電話のメールアドレスや FAX 番号を登録するだけで、港北区で発生した街頭犯
罪などの防犯情報を受信することができます。皆様の防犯に是非お役立てください。
港北区内を 4 エリア（北部、東部、西部、南部）に分け、該当エリアで発生したひったくりや空き
巣などの街頭犯罪や不審者情報、振り込め詐欺など身近な犯罪情報をお届けします。
※登録・受信は無料です。（通信料は別途かかります。）

【「ピーガルくん子ども安全メール」について】
神奈川県警では、子どもを犯罪から守るための情報（不審者情報・ちかん・脅迫・暴行等・
凶悪事件の発生・警察からのお知らせ等）を電子メールで携帯電話・パソコンにお送りす
るサービスを行っています。
記載の QR コードから登録手続きが行えます。
その他の詳細は、神奈川県警のホームページを御確認下さい。

◆９月の合同メールは９月 25 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◆
https://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/kurashi/kyodo_
manabi/kyodo_shien/jichikai/kurenkai.html
港北区連合町内会

定例会資料

で
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検索

