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港北区連合町内会 10 月定例会 
 

平成 27 年 10 月 22 日（木）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 横浜環状北線建設に伴う第三京浜道路・保土ケ谷方面（上り）からの出口の切 

替日について（情報提供） 

［資料１］ 

道路局横浜環状北西線建設課 田中 横浜環状北西線建設担当課長 

首都高速道路株式会社 神奈川建設局 齋藤 調査・環境課長 

 

横浜環状北線建設のため、第三京浜道路・保土ケ谷方向（上り）からの出口が平成 27年

11月２日に新たに整備される川向線側に移設されますので、お知らせします。 

※また、別添チラシの通り、平成 28年夏以降も順次出入り口の切替が行われます。 

 

◆ １０月の合同メールで各自治会町内会長あてに送付します。 

 

 

２ 市営地下鉄異常時総合訓練実施について（掲示依頼） 

［資料２］ 

交通局運転課 神田 課長 

 

交通局では大規模地震の発生を想定し、異常時総合訓練を実施しています。今回は、駅

係員、運転士、消防の連携による迅速な避難誘導や、車いすを利用しているお客様や負傷

したお客様の下車方法などについてブルーラインの車両を使用した訓練を行いますので、

別添の市民参加・見学者募集のポスター掲示をお願いします。 

 

 １ 日時 

平成 27年 12月３日（木）午前９時半から午後１時まで ※荒天の場合中止 

 ２ 場所 

市営地下鉄ブルーライン 新羽車両基地 
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 ３ お客様役市民参加申込方法（※見学のみの場合、申込不要です） 

   往復はがき郵送でのご応募となります。応募者の氏名・住所・電話番号を記入の上、 

下記へ郵送によりお申込みください。 

【申込先】 

 〒220-0022 横浜市西区花咲町６－１４５ 

      横浜市交通局 高速鉄道本部 運転課 「異常時総合訓練参加者募集」係 

※ご応募は一枚の往復はがきで５名様まで一通のみとさせていただきます。 

※定員は 50名です。 

４ 募集期間 平成 27年 10月 22日(木)から 11月 16日(月)申込締切（消印有効） 

 ５ 問合せ先：交通局高速鉄道本部運転課 電話：326-3857 

 

◆ １０月の合同メールで送付しますので掲示をお願いします。 

 

 

３ 港北区出初式における被表彰者（優良家庭防災員）の推薦について（推薦依頼） 

［資料－席上配布］ 

港北消防署 金井 予防課長 

 

平成 28年港北区消防出初式において、日ごろ積極的に防災活動を実践している家庭防

災員の方に、感謝状を贈呈したいと思いますので、被表彰者の推薦をお願いします。 

 

１ 推薦者数 

各連合自治会・町内会 １人 

２ 推薦期日 

平成27年11月６日（金）まで 

    ※別紙推薦用紙にご記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。 

３ 表彰日時等 

平成28年港北区消防出初式において行います。日時等は、下記のとおりです。 

ア 日時 平成28年１月９日（土） 10時00分から12時00分まで 

イ 場所 日産スタジアム駐車場 

４ その他  

     平成23年から平成27年までの優良家庭防災員被表彰者名簿を参考まで同封します

ので、家庭防災員地区連絡員とご相談の上、ご推薦をお願いします。 

 ５ 問合せ先 

    港北消防署予防係 TEL 546-0119 
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４ 平成 27年「秋の火災予防運動」実施に伴うポスターの掲示の協力について 

［資料４］                          （掲示依頼） 

港北消防署 金井 課長 

 

横浜市消防局では火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、火災予防意識の向上を図

ることにより、市民自らの行動を促し、火災及び火災による死傷者の発生や財産の損失を

防ぐことを目的とした「秋の火災予防運動（11月９日（月）から11月15日（日））」を実

施します。 

つきましては、火災予防運動期間中に実施する広報手段の一つとして、区内の皆さまへ

火災予防の意識を一段と普及啓発するため、ポスターの掲示をお願いします。 

※同ポスターは画像の使用期限の都合上、平成27年12月末日には掲出を終了していただき

ますようお願いします。 

 

◆ １０月の合同メールで送付しますので掲示をお願いします。 

 

 

５ 「公園愛護のつどい」について（掲示依頼） 

［資料５］ 

港北土木事務所 武村 副所長 

 

平成 27年度公園愛護のつどいを開催しますので、ポスターの掲示をお願いします。 

 

１ 日 時 

平成 27年 11月 18日（水）13:30から 15:30（開場 13:00）※入場無料 

２ 場 所 

港北公会堂 

３ プログラム 

・講演「魅力アップの花壇づくり～花と土を知る～」 

・「公園で広がる人の和・活動の輪」 

・「保育園児と仲良く公園でおそうじ～こどもの笑顔で元気いっぱい～」 

・「おしえて！公園で困った時の対応」 

 

◆ １０月の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 児童虐待防止月間 PR ポスターの掲示について（掲示依頼） 

［資料６］ 

石原 こども家庭支援課長 

 

11月の児童虐待防止推進月間について周知するため、ポスターの掲示をお願いします。 

虐待かな？と思ったら、匿名でも構いませんので、下記問合せ先までご相談・ご連絡をお

願いします。 

 

・よこはま子ども虐待ホットライン：0120-805-240 

・港北区こども家庭支援課    ：540-2388 

・横浜市北部児童相談所     ：948-2441 

 

◆ １０月の合同メールで送付しますので掲示をお願いします。 

 

 

７ 第４次横浜市男女共同参画行動計画 素案パブリックコメント募集について 

［資料７］                     （情報提供）【市連会報告】 

林 総務課長 

 

現行の「第３次横浜市男女共同参画行動計画」が平成 28 年３月 31 日をもって計画期間

が終了となります。そこで、附属機関である、横浜市男女共同参画審議会の答申をふまえ

て、「第４次横浜市男女共同参画行動計画」素案を作成しましたので、ご意見をお寄せくだ

さいますよう、お願いします。 

 

 １ 意見募集期間 

   平成 27年 10月 19日（月）から平成 27年 11月 20日（金） 

 ２ 意見提出方法 

  (1) 郵 送：「横浜市男女共同参画行動計画素案【概要版】」に添付されているハガキ 

(2) ＦＡＸ：663-3431 

(3) 電子メール：ss-danjoiken@city.yokohama.jp 

 

 ◆ １０月の合同メールで各自治会町内会長あてにパブリックコメント募集資料を 

送付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ss-danjoiken@city.yokohama.jp
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８ 震災火災から地域を守る「スタンドパイプ式初期消火器具」の補助金交付事業 

について（周知依頼） 

［資料８］ 

林 総務課長 

 

地域の初期消火力を高め、共助の取組を推進し、もって地域防災力の向上を図ることを

目的に「スタンドパイプ式初期消火器具」を自治会町内会で購入する場合、購入費用の２/

３を補助しますので、お知らせします。 

 

１ 補助対象 

 (1) 自治会、町内会及び地区連合町内会 

 (2) 優先順位 

予算の範囲での補助となるため、補助対象とする町丁目の優先順位を３段階に定 

めました。順位を定めるにあたっては「横浜市地震防災戦略」を基に焼失棟数が多

い地域を優先としました。 

 

順 位 町 丁 目 

順位１ 

対策地域 

（延焼の危険性

が高い地域） 

高田東一丁目、高田東四丁目、綱島西五丁目、日吉本町四丁目、新吉田東五丁目、

新吉田東六丁目、菊名一丁目、篠原台町、篠原町、篠原西町、仲手原二丁目、篠

原東一丁目、篠原東二丁目、篠原東三丁目、富士塚一丁目、富士塚二丁目、錦が

丘 

 

 

順位２ 

焼失棟数 

１～５棟未満 

下田町二丁目、下田町三丁目、下田町四丁目、下田町六丁目、日吉本町一丁目、

日吉本町二丁目、日吉本町三丁目、日吉本町五丁目、日吉一丁目、日吉二丁目、

高田西四丁目、高田西五丁目、高田東二丁目、新吉田東一丁目、新吉田東二丁目、

新吉田東七丁目、樽町一丁目、樽町二丁目、綱島上町、綱島西三丁目、綱島西四

丁目、綱島西六丁目、大曾根一丁目、大曾根二丁目、大曾根三丁目、大曾根台、

大倉山二丁目、大倉山五丁目、大倉山七丁目、大豆戸町、師岡町、菊名二丁目、

菊名五丁目、菊名六丁目、篠原北一丁目、仲手原一丁目、岸根町、鳥山町、小机

町 

順位３ 

焼失棟数 

０～１棟未満 

上記以外の町丁目 

 

２ 補助内容 

  購入するスタンドパイプ式初期消火器具の購入費の２/３を区役所が補助します。

（補助上限額 20万円）※今年度港北区では、８台の補助を予定しています。 

  （例）購入費用 24万円の場合 自治会・町内会の負担 ８万円 

                 港北区役所の補助   16万円 
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３ 申請手続き 

 (1) 申請期限 

    平成 27年 11月 30日（月） 

 (2) 提出先：港北区役所総務課防災担当 電話：540-2206 

 (3) 申請書類 

・ 初期消火器具等整備費補助金交付申請書 

・ 初期消火器具等設置位置図 

・ 見積書の写し 

・ 土地及び施設の使用承諾・許可書等の写し（町内会館に設置の場合は不要） 

※ 今年度、消防局補助事業で補助対象となった町内会等は申請できません。 
 

◆ １０月の合同メールで各自治会町内会長あてに送付します。 

 

 

９ 年末年始のごみと資源物の収集日程について（回覧依頼）【市連会報告】 

［資料９］ 

内藤 資源循環局港北事務所長 

 

本年度の年末年始のごみと資源物の収集日程について、お知らせします。 

※周知用のチラシにつきましては、11月下旬に送付させていただきますので、各自治

会町内会での班回覧にご協力頂きますようお願いします。 

 

○ 12月 31 日（木）から１月３日（日）まで収集をお休みさせていただきます。 

○ 燃やすごみ（月・金曜日が収集日の地域） 

年末は 12 月 28日（月）まで、年始は１月４日（月）から、通常の曜日どおり収集します。 

○ 燃やすごみ（火・土曜日が収集日の地域） 

年末は 12 月 29日（火）まで、年始は１月５日（火）から、通常の曜日どおり収集します。 

○ 資源物 

年末は 12 月 30日（水）まで、年始は１月４日（月）から、通常の曜日どおり収集します。 

 

◆ １１月の合同メールでチラシを送付しますので、回覧をお願いします。 

 

 

１０ 港北区のごみ量について（中間報告）（情報提供） 

［資料１０］ 

内藤 資源循環局港北事務所長 

 

港北区における、平成 27 年度６月までのごみと資源の総量と９月までの燃やすごみ量

について、中間報告いたします。 
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〇平成 27年度港北区年間目標（１人１日あたり） 

ごみと資源の排出量：６００グラム（平成 21年度比 8.0％の削減） 

※６００グラムの内訳（燃やすごみ３８６グラム、資源物２１４グラム） 

 １ ごみと資源の総量（１人１日あたり）          【単位・グラム】 

4 月～6月 26年度 27年度 増(▲)減 増減率 

港北区 ６２６ ６１５ ▲１１ ▲1.76% 

全 市 ６６４ ６５４ ▲１０ ▲1.51% 

 

 ２ 燃やすごみ量（１人１日あたり）            【単位・グラム】 

4 月～9月 26年度 27年度 増(▲)減 増減率 

港北区 ３９３ ３８８ ▲５ ▲1.27% 

全 市 ４２３ ４１８ ▲５ ▲1.18% 

 

 

１１ 「ヨコハマ３Ｒ夢／港北地域ふれあいフェスタ」の周知について（掲示依頼） 

［資料１１］ 

内藤 資源循環局港北事務所長 

 

「ヨコハマ３Ｒ夢／地域ふれあいフェスタ」を開催しますので、周知につきましてご協

力いただきますよう、よろしくお願いします。 

 

１ 日時：平成 27年 11月 22日（日）10時から 15時（小雨時縮小開催） 

 ２ 会場：資源循環局港北事務所（港北区大豆戸町１２３８） 

 

◆ １０月の合同メールで送付しますので掲示をお願いします。 

 

 

１２ 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（１０月の合同メールで送付します） 

  １ 港北区体育協会「区体協だより」の回覧について[資料１２－１] 

  ２ マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取り扱いにご注意くだ 

さい！[資料１２－２]【市連会報告】 

 

◆掲示のお願い（１０月の合同メールで送付します） 

１ 平成 27年度港北区人権啓発・防災講演会の周知について[資料１２－３] 

   (1)日時：平成 27年 12月４日（金）14時 30分から 16時（開場 14時） 

 (2)会場：港北公会堂ホール 
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２ 平成 27年度こうほく消費者のつどい～消費者大学～開催の周知について 

[資料１２－４] 

   (1)日時：平成 27年 11月 24日（火）11時から 15時 30分 

   (2)会場：港北公会堂・港北区役所中庭 

 

  ３ 消防団員募集チラシの掲示について[資料] 

 

◆情報提供（１０月の合同メールで送付します） 

  １ ひとり暮らし高齢者「地域で見守り」推進事業 平成 26年度実施結果報告並びに

27年度の実施内容について[資料１２－５] 

  ２ 「港北の消防」第５３号の送付について[資料１２－６] 

 

◆情報提供（１０月末に地区連合町内会長あてに直接送付します） 

  １ 都市計画の方針及び線引きの全市見直しについて[資料なし] 

   ・都市計画市素案（案）のお知らせ 

   ・都市計画市素案（案）説明会の開催のお知らせ 

 

 

１３ 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 

・港北消防署インフォメーション 

   

(3) 平成 27年国勢調査について 
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10月の主なスケジュール      ※10月区連会の資料発送は 23日（金）です。 

23日 金 午前 10時から 港北ほくほくフェスタ 港北公会堂 

11月の主なスケジュール  

20日 金 午後３時から 区連会 11月定例会 １号会議室 

  四役会は午後２時 30分から ／ 資料発送は 25日（水） 

12月の主なスケジュール              ※区連会定例会は休会です。 

1日 火 
午後２時から 

午後４時 30分まで 
港北区交通安全大会 港北公会堂 

4日 金 

午後１時から 
地域防災拠点運営委員会

連絡協議会 
港北公会堂 

午後２時 30分から 
港北区人権啓発・防災講演

会 

 

閉会 

 


