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 港北区連合町内会 １月定例会 
 

平成 28 年 1 月 22 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 予備自衛官補の募集に伴うポスター掲示の依頼について（掲示依頼） 

［資料１］ 

防衛省自衛隊横浜出張所 赤塚 所長 
 

防衛省自衛隊予備自衛官補の募集を行いますので、ポスターの掲示のご協力をお願いし

ます。 

 

１ 募集概要 

 一般公募 技能公募 

受付期間 平成28年１月８日（金）から４月８日（金）まで 

受験資格 

（平成28年７月１日現在） 
18歳以上34歳未満の方 18歳以上で国家免許資格等保有者 

教育訓練 ３年間で50日（５日の訓練を10回） ２年間で10日（５日の訓練を２回） 

身  分 非常勤の特別職国家公務員 

訓練手当 日額 7,900円 

 

２ 問合せ先 

神奈川地方協力本部横浜出張所 

  住 所：〒230-0051 鶴見区鶴見中央２－２－４ ダイカンプラザ210号 

メール：yokohama-kanagawa@rct.gsdf.mod.go.jp 

電話・ＦＡＸ：521-6027 

※ 詳しくは、 神奈川地本  で検索 

 

◆ １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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２ 横浜あかりプロジェクトの周知について（回覧依頼） 

［資料２］ 

温暖化対策統括本部調整課 伊藤 課長 
 

 横浜市は、温暖化対策の推進に向け、CO2 の削減を身近でできる取組みとして、省エネ

効率の高いＬＥＤ電球への交換を目的とする「横浜あかりプロジェクト」を進めています。

港北区ではまちの電器店と連携して、ＬＥＤ電球の普及を促進しますので、チラシの回覧

のご協力をお願いします。 

 

◆ １月の合同メールで送付しますので回覧をお願いします。 

 

 

３ 横浜市自転車総合計画（素案）パブリックコメント募集及び自転車適正利用 

キャンペーンの実施について（情報提供・市民意見募集）【市連会議題】 

［資料３］ 

道路局交通安全・放置自転車課 中山 課長 
 

 「横浜市自転車総合計画（素案）」を策定しました。平成 28 年２月１日(月)から３月４

日（金）の期間にパブリックコメントを実施しますので、ぜひご意見をお寄せくださいま

すようお願いします。またあわせて、「自転車適正利用キャンペーン＠横浜」を実施します

ので自治会町内会長へご周知ください。 

※ 詳しくは、 横浜市 自転車総合計画  で検索 

 

◆ １月の合同メールで各自治会町内会長あてに送付します。 

 

 

４ 「災害時給水所」新デザイン決定について（周知依頼）【市連会議題】 

［資料４］ 

水道局北部第一給水維持課 木村 課長 
 

「災害時給水所」の認知度向上を目的として、お客さま投票を実施し新しいデザインが

決定しましたので、お知らせします。 

  

新デザインの標識は、発災直後から「災害時給水所」として利用可

能な、「災害用地下給水タンク」に、平成 28年 4月以降、順次設置

していきます。「災害用地下給水タンク」は、横浜市内に、概ね半径

1キロメートル圏内を目安に、134基設置しています。 
 

 

 

◆ １月の合同メールで各自治会町内会長あてに送付します。 

 

新デザイン 
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５ 横浜水缶、はまっ子どうし The Water の配達時間拡大について 

（周知依頼）【市連会議題】 

［資料５］ 

水道局港北・都筑地域サービスセンター 藤又 センター長 
 

水道局では災害に備え、日頃から市民の皆さまに「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ています。 

７年保存できる備蓄飲料水「横浜水缶」と、横浜の水源である道志川の清流を詰めた「は

まっ子どうし The Water」を平成 28年１月４日受付分から配達時間を拡大しましたのでお

知らせします。土日、休日、夜間（午後９時まで）も配達しますので、平日の昼間に受け

取れない方も、お求めやすくなりました。また、あわせてキャンペーンも実施しますので

是非この機会にご利用ください。 

 

 ○ 配達時間拡大記念キャンペーン（キャンペーンは横浜水缶のみです） 

  ・特典１：キャンペーン期間中のご注文は配達料無料（通常 10箱までは 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追加で１箱プレゼント 

 

 ○ ご注文先：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 

 

◆ １月の合同メールで各自治会町内会長あてに送付します。 

 

 

６ 「親と子のつどいの広場」（新規会場）の開設について（情報提供） 

［資料６］ 

石原 こども家庭支援課長 
 

 現在、港北区内に「親と子のつどいの広場」が４か所ありますが、平成 28年２月に新規

開設が決まりましたのでお知らせします。 

 

 １ 横浜市「親と子のつどいの広場事業」の概要 

  地域の子育て中の親子（主に 0歳～3歳の未就学児と保護者）を対象に、マンション 

の一室や商店街の空き店舗などで、親子の居場所提供や子育てに関する相談、地域の子 

育てに関する情報提供等を行なっています。 

 

 ２ 平成 27年度 新規会場の概要 

  (1)名  称：『つどいの広場 ぽっけ』 

  (2)住  所：港北区岸根町４０８－１２３（小児科の上階となります。） 

         市営地下鉄ブルーライン「岸根公園駅」より徒歩１分 

  (3)運営団体：NPO法人 横浜子育て支援グループ ぽっけ 

         所在地：港北区仲手原一丁目４－２０ 
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  (4)開設日時：月・水・木・土（週４回）10時から 16時 

  (5)利 用 料：１家族 １回１００円、講座参加費 １回２００円 

  (6)事業開始：平成 28年２月中 

 

 ３ 「親と子のつどいの広場」：既存の４か所（参考） 

広 場 名 住 所 交 通 
一時 

預かり 

おやこの広場 

びーのびーの 

篠原北１－２－１８ 東急東横線 菊名駅 徒歩２分 
☆ 

たかたんのお

うち 

高田西４－１－１ 市営地下鉄グリーンライン 

高田駅 徒歩 10分 
 

ひだまり 樽町１－２２－２７ 東急東横線 綱島駅 徒歩 12分 ☆ 

こんぺいとう 日吉本町四丁目 1-55-101 東急東横線  

日吉駅・綱島駅 徒歩 18分 
 

 

◆ １月の合同メールで各自治会町内会長あてに送付します。 

 

 

７ 『町の防災組織 事例発表会』『東日本大震災 特別講演会』のご案内につい 

て（情報提供）【市連会報告】 

［資料７］ 

林 総務課長 
 

 平成 26年度から実施している「防災・減災推進研修」を受講した町の防災組織が、研修

受講後に始めた取組についての発表を行います。また東日本大震災特別講演会を実施しま

すので、お知らせします。 

 

 １ 日  時：平成 28年３月５日（土）13時から 16時 30分 

 ２ 場  所：鶴見大学記念館 記念ホール 

 ３ 開催内容 

  (1)第一部 「町の防災組織」事例発表会（13時から 15時） 

    （※港北区からは、グリーンサラウンドシティ自治会が発表します。） 

  (2)第二部 東日本大震災特別講演会（15時 30分から 16時 30分） 

    講師：慶応大学環境情報学部准教授 大木聖子 

 ４ 申込方法・問合せ先：別添の申込用紙に必要事項をご記入のうえ、郵送、ＦＡＸ又 

は電子メールにて、２月 12日（金）までにお申し込みください。 

   宛  先：〒231-0017 中区港町１－１ 横浜市総務局危機管理課 森田 

   電  話：671-4351 

Ｆ Ａ Ｘ：641-1677 

   メ ー ル：so-kikikanri@city.yokohama.jp 
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※申込用紙はこちらからもダウンロードできます。 

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

 ５ 参加者の決定 

   申込が定員（496名）を超えた場合、抽選となります。参加ができない場合のみ、 

参加不可の通知を代表者宛にお送りします。 

 

◆ １月の合同メールで各自治会町内会長あてに送付します。 

 

 

８ 横浜市アマチュア無線非常通信協力会港北支部の会員募集のお知らせにつ 

いて（回覧依頼） 

［資料８］ 

林 総務課長 

横浜市アマチュア無線非常通信協力会 高野 港北支部長 

 

港北区では、災害時における通信手段の一つとして「アマチュア無線」を区内全地域防

災拠点（避難所）に配備しています。発災時、近隣の地域防災拠点に行き通信を行う横浜

市アマチュア無線非常通信協力会港北支部のメンバーを募集していますので、チラシの回

覧のご協力をお願いします。 

 

 １ 主な活動内容 

  ・毎年実施されている「地域防災拠点」（区内 28か所）の訓練への参加 他 

 ２ 入会条件 

  ・アマチュア無線の免許を持っていること。 

  ・区内 28か所で実施される「地域防災拠点」の訓練に１回以上参加できること。 

 ３ 会費 

  ・年会費 1,000円（年度ごとに徴収） 

 ４ 問合せ・申込先 

  ・横浜市アマチュア無線非常通信協力会 港北支部長 高野 電話：045-432-7972 

  （問合せのみ：港北区役所総務課防災担当 電話：540－2206） 

 

◆ １月の合同メールで送付しますので回覧をお願いします。 

 

 

９ 平成 28 年度 鋼管ポールＬＥＤ防犯灯ＥＳＣＯ事業の概要及び申請手続き 

について（申請依頼）【市連会報告】 

［資料９］ 

橡木 地域振興課長 
 

平成 28 年度に、鋼管ポールＬＥＤ防犯灯ＥＳＣＯ事業の実施により、市内にある約

22,800灯の鋼管ポールタイプの防犯灯を一斉に交換します。提出期限が短く大変恐縮です

が、資料をご覧いただき設置申請書等のご提出をお願いします。 

http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/kikikanri/kyojo.docx
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（1） 申請手続きについて 

      ア 提出書類 

    ・提出書類１・・・設置申請書兼道路占用廃止届 

    ・防犯灯地図 

    ・提出書類２・・・防犯灯ＬＥＤ化希望・撤去希望一覧表 

    ・提出書類３・・・防犯灯設置承諾書（鋼管ポールの設置場所が私有地内・私道 

上の場合必要です） 

   イ 提出期限 

     平成 28年３月 31日（木）必着 

   ウ 提出先 

      港北区役所地域振興課（区役所４階 46番窓口） 電話:540-2234 

   エ 問合せ先 

     市民局地域防犯支援課 電話:671-3709 

（2） その他 

   ア 電気料金の支払いについて 

      電気使用者の名義変更は、平成 29年４月１日を予定しています。平成 29年 3 

月 31 日までの電気料金は自治会町内会でご負担をお願いします。名義変更手続き 

は横浜市が行います。 

   イ 施工時期等の連絡について 

      おおむね平成 28年６月～29年１月ごろまでと地域によってばらつきがありま 

す。施工に入る前に、会長または連絡者に電話等による連絡を予定しています。 

   ウ 私有地に建てられている防犯灯の交換について 

 今回ＬＥＤ化する鋼管ポール防犯灯は、鋼管ポールごと横浜市へ移管すること 

から、私有地内及び私道上の防犯灯をＬＥＤ化する場合には、【提出書類３】の防 

犯灯設置承諾書の添付をお願いします。 

 

◆ １月の合同メールで各自治会町内会長あてに送付します。 

 

 

１０ 平成 28年度地域のチカラ応援事業補助金の募集及び平成 27年度最終報告 

会の開催について(概要説明)  

[資料１０] 

橡木 地域振興課長 

 

地域の課題解決や地域住民のための活動を自主的・主体的に行う団体を応援するため、

「地域のチカラ応援事業」を平成 28年度も引き続き行いますので、お知らせします。 

 

 【地域のチカラ応援事業】 

○ 募集期間：平成 28年２月 19日(金)から３月 18日(金) 

 

○ 募集事業 

スタートアップコース 

対  象：これから地域の課題解決や地域住民のために始めようとする事業 
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応援内容：補助金交付・港北区後援名義の使用承認。補助金額の上限は５万円、 

補助は最長２年間。（補助金の対象となる経費の１／５以上の自己資金 

が必要） 

チャレンジコース 

対  象：地域での活動やイベントなどの取組実績がある団体が、「福祉保健」、 

「文化芸術」、「地域まちづくり」をテーマに取り組む事業 

※公開提案会でのプレゼンテーションが必要。 

応援内容：補助金交付・港北区後援名義の使用承認。補助金額の上限は 30万 

円、最長５年間。（補助金の対象となる経費の１／５以上の自己資 

金が必要） 

地域元気づくりコース 

対  象：自治会町内会を含む２つ以上の団体が連携して取り組む事業 

応援内容：補助金交付、港北区後援名義の使用承認。補助金額の上限は 25 万円、 

最長５年間。（補助金の対象となる経費の１／１０以上の自己資金が必 

要） 

パートナーシップコース 

応援内容：港北区後援名義の使用承認。年度内に実施する複数の事業に該当させ 

ることができます。（補助金の交付なし） 

     

※ いずれのコースも、審査の結果不交付・不承認となる場合や、補助額が申請 

額より少なくなる場合もあります。 

※ この事業の成立は、平成 28年度予算が横浜市会において議決されることを条 

件としています。 

 

○ 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 

○  説明会：当事業に関する説明会を開催します。 

２月 25日(木)午後７時から  区役所４階会議室 

         ３月４日(金)午後２時から   区役所４階会議室 

○  問合せ先：地域振興課地域力推進担当 電話：540-2247 ＦＡＸ：540-2245 

 

 【平成 27年度地域のチカラ応援事業最終報告会・交流会】 

  日時：３月 12日（土） 午前 10時～午後５時（予定） 

  会場：港北区役所４階１・２号会議室 

  ※後日、地区連長あてに出席についての依頼文をお送りします。 
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１１ 自治会町内会ホームページに関するアンケート実施について（回答依頼） 

［資料１１］ 

橡木 地域振興課長 

 

港北区連合町内会では、加入促進事業の一環としてホームページを設けております。今

回、自治会町内会一覧のページへ各自治会町内会が管理しているホームページのリンク貼

り付けを行いたいと考えております。その他、当ホームページの内容についてもみなさま

のご意見をお聞きしたいと考えておりますので、アンケートへのご協力をお願いします。 

 ２月 22日（水）までに別紙回答用紙をＦＡＸ又は窓口までご提出をお願いします。 

 

 ○提出先：港北区地域振興課地域活動係（区役所４階 46番窓口） 

      電話：540-2234 ＦＡＸ：540-2245 

 

◆ １月の合同メールで各自治会町内会長あてに送付します。 

 

 

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（１月の合同メールで送付します） 

  １ 「港北区 区民文化センターニュース 第３号」の発行について[資料１２－１] 

 

◆掲示のお願い（１月の合同メールで送付します） 

  １ 港北区スポーツシンポジウム開催の周知について[資料１２－２] 

  (1)日時：平成 28年２月 13日（土）開演 13時 30分（開場 13時） 

  (2)会場：港北公会堂 

 

◆情報提供（１月の合同メールで送付します） 

  １ 活き生きスポ進第 54号の発行について[資料１２－３] 

 

◆情報提供（合同メールの送付はありません） 

１ 新市庁舎整備・関内駅周辺地区のまちづくりについて[資料１２－４] 

２ 第 29回港北区グラウンドゴルフ大会の周知について[資料１２－５] 

   (1)日時：平成 28年２月 28日（日）８時から 

   (2)会場：樽町公園多目的広場 

 

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 

・交通事故統計 

(2) 港北消防署 

・港北消防署インフォメーション 

  ・港北区内の火災・救急状況について 
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      ※本日の区連会の資料発送は 25日（月）です。 

２月の主なスケジュール              

12日 金 10時 00分から 明るい選挙推進大会 港北公会堂 

13日 土 13時 30分から 
港北区スポーツシンポジ

ウム 
港北公会堂 

17日 水 

13時 30分から 港北区災害医療連絡会議 区役所特別会議室 

18時 20分から 
横浜 F・マリノス 

キックオフパーティー 
新横浜プリンスホテル 

22日 月 14時 00分から 区連会２月定例会 区役所１号会議室 

  四役会は 13時 30分から ／ 資料発送は 24日（水） 

27日 土 

10時 00分から 
大倉山観梅会開会式 

（観梅会は 27・28日） 
大倉山公園 梅林 

（時間未定） 
横浜 F・マリノス 

ホーム開幕戦（vs仙台） 
日産スタジアム 

28日 日 8時 00分から グラウンドゴルフ大会 樽町公園多目的広場 

29日 月 14時 30分から 
横浜市自治会町内会長永

年在職者表彰式 
市長公舎 

  受賞者は、13時 15分までに区役所特別会議室へお越しください。 

３月の主なスケジュール  

11日 金 16時 15分から 自治会町内会長感謝会 ソシア 21 

12日 土 
10時 00分から 

17時 00分まで 

地域のチカラ応援事業 

最終報告会 
区役所１･2号会議室 

22日 火 14時 00分から 区連会３月定例会 区役所１号会議室 

  四役会は 13時 30分から ／ 資料発送は 23日（水） 

※地域のチカラ応援事業 28年度事業募集：2月 19日から 3月 18日まで 

閉会 


