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 港北区連合町内会 2 月定例会 
 

平成 28 年 2 月 22 日（月）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 横浜市民防災センターリニューアルオープンについて 

［資料１］                     （情報提供）【市連会報告】 

港北消防署 金井 予防課長 
 

改修工事を進めていた「横浜市民防災センター」が平成28年４月１日にリニューアルオ

ープンしますので、お知らせします。 

 

 １ リニューアルオープン日時 

   平成28年４月１日（金）９時30分 

 

 ２ リニューアル概要 

   「自助・共助の大切さを伝え、その行動が起こせる人の育成」を目的として、本市 

の中核施設として生まれ変わります。自助エリア・共助エリア（屋内・屋外）・専門 

エリアに分かれており、実際に様々な体験をし、わかりやすく、楽しみながら防災・ 

減災を学ぶことができます。 

 

３ 来場案内等について  

開館時間 ９時 30 分～17 時 00 分 入館無料 

休館日 毎週月曜日（祝日の場合は、その翌日） 年末年始 

利用方法 

当日、横浜市民防災センターの受付でお申し込みください。  

満員となる場合もありますので、事前のご予約をお勧めします。 

【予約方法】電話、メール、ＦＡＸで直接お申し込みください。  

電話：045-312-0119 ／ＦＡＸ：045-312-0386 

Ｅ メール：sy-kengaku@city.yokohama.jp 

mailto:sy-kengaku@city.yokohama.jp
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アクセス 

〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡４－７ 

横浜駅西口から徒歩約 10 分 

※駐車場はございません。 公共交通機関でのご来場をお願いします。 

【詳 細】横浜市民防災センターのホームページをご覧いただくか、 

お電話でお問い合わせください。 

URL：http://www.city.yokohama.lg.jp/shobo/bousai/ 

 

◆ ２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 Ｓｉセンサーコンロ普及促進に伴うチラシの回覧について（回覧依頼） 

［資料２］ 

港北消防署 金井 予防課長 
 

住宅火災の原因はコンロの消し忘れが最多となっています。横浜市消防局では、消し忘

れによる消火機能や天ぷら油過熱防止機能のあるＳｉセンサーコンロへの交換をお願いし

ておりますので、チラシの回覧をお願いします。 

 

◆ ２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 平成 28年 民生委員・児童委員及び主任児童委員の推薦について（推薦依頼） 

[資料３]                          【市連会報告】 

 

小野 福祉保健課長 

 

民生委員・児童委員及び主任児童委員の欠員補充及び増員を平成 28 年 7 月に行い、12

月には任期満了に伴う一斉改選を行います。 

７月１日付欠員補充及び増員の対象地区につきましては、各地区推薦準備会及び連合地

区推薦準備会を開催し、候補者を推薦していただきますよう、各自治会町内会長のご協力

をお願いします。 

また、一斉改選につきましては５月定例会にてあらためてご案内させていただきます。 

 

○ 連合及び地区推薦準備会の開催時期 

  平成 28年 7月 1日付け欠員補充、増員を行う地区→平成 28年 3月末～4月 

  平成 28年 12月 1日付け一斉改選        →平成 28年 6月末～8月 

 

◆ ２月の合同メールで各自治会町内会長あてに送付します。 

◆ 欠員補充及び増員がある地区については、３月中旬、推薦依頼文を該当地区 

自治会町内会長あて直接送付します。 

http://www.city.yokohama.lg.jp/shobo/bousai/
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４ 災害時要援護者名簿の配付について（名簿受領のお願い） 

[資料－席上配付] 

永峯 高齢・障害支援課長 

 

 災害時要援護者支援事業にかかる区役所が保管する要援護者の個人情報について、平成

27年度に要援護者から得た提供に関する同意（情報共有方式は削除依頼）をもとに要援護

者名簿を作成しましたので、協定を締結している自治会・町内会へお渡しします。名簿受

領証への署名をお願いします。 

 

◆ 地区連合単位で協定を締結している地区 

 （綱島、大曽根、樽町、師岡、大倉山、城郷、新羽、新吉田、新吉田あすなろ） 

 席上の名簿をご確認のうえ、「名簿受領証」へご署名をお願いします。 

 

◆ 単位自治会町内会ごとに協定を締結している地区 

 （日吉、菊名、篠原、高田） 

 地区連合町内会定例会に地区担当が名簿を持参しますので、その場でご確認のうえ、 

「名簿受領証」へご署名をお願いします。 

 

◆ 名簿提供対象地区 

連 合（席上にございます） 単 位（地区連合定例会に地区担当が持参） 

綱島地区連合自治会 日吉地区 日吉本町東町会 

大曽根自治連合会 日吉本町西町会 

樽町連合町内会 日吉町宮前自治会 

師岡地区連合町内会 コンフォール南日吉自治会 

大倉山地区連合町会 日吉第７コーポ自治会 

城郷地区連合町内会 菊名地区 菊名北町町内会※ 

新羽町連合町内会 錦が丘町内会 

新吉田連合町内会 ふじ町内会 

新吉田あすなろ連合町内会 大倉山ハイム町内会 

 篠原地区 菊名南町自治会 

仲手原自治会 

篠原台町自治会 

篠原東自治会※ 

高田地区 高田町内会 

高田西原自治会 
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◆ （参考）名簿登録対象者 

在宅で、次の①から④のいずれかに該当する方で、前回の名簿提供時点から新たに加 

わった要援護者のうち同意確認書で同意された方（情報共有方式は削除依頼のなかった 

方） 

※菊名北町町内会、篠原東自治会は新規協定締結のため、要援護者全員 

① 介護保険要介護・要支援認定者でア～ウのいずれかに該当する方 

 ア 要介護３以上の方 

 イ 一人暮らし高齢者、または高齢者世帯でいずれもが要支援または要介護認定 

  の方 

 ウ 認知症のある方（要介護２以下で、認知症の日常生活自立度がⅡ以上の方） 

② 障害者総合支援法のサービスの支給決定を受けている身体障害者、知的障害者、 

難病患者 

③ 視覚障害者、聴覚障害者及び肢体不自由者のうち、身体障害者手帳１～３級の方 

④ 療育手帳（愛の手帳）Ａ１・Ａ２の方 

 

 

５ 平成 28年４月１日開所予定の保育所等の整備状況について（情報提供） 

[資料５] 

中田 学校連携・こども担当課長 

 

平成 28年４月１日における保育所等の整備状況についてお知らせします。 

☆保育施設設置状況 

･認可保育所   71園(うち平成 28年４月 1日開所予定２園) 

･小規模保育施設  16園(うち平成 28年４月 1日開所予定６園 

※うち１園は開所申請中) 

 

 

６ 広報紙の配布について（協力依頼）【市連会報告】 

[資料６] 

柿沼 区政推進課長 

 

横浜市では、市民生活に密接した情報や市会定例会の概要などの情報を、各世帯にお届

けする広報媒体として「広報よこはま」「ヨコハマ議会だより」を発行しています。 

これまでも皆様のご協力により配布を行っておりますが、あらためて平成 28年度も全世

帯(未加入世帯含む)への配布にご協力くださいますよう、よろしくお願いします。 

【広報紙の配布について】 

  (1) 広報紙概要 

広報紙名 発行月 謝金額（１部あたり） 

「広報よこはま」 毎月 ９円 

「県のたより」 毎月 ８円 

「ヨコハマ議会だより」 
平成 28年５月、８月、 
11月、平成 29年２月 ４円 
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(2) 配布先 

貴団体に加入している世帯 

※未加入の世帯にもお配りくださいますようお願いします。 

(3) 配布時期 

各世帯へ毎月１日～10日までの間に配布してください。 

(4) お届けする期日と部数 

毎月末日までに、配送業者を通じて貴団体の配布担当者へ、お申し出いただいて 

いる部数をお届けします。 

ただし、平成 29年１月号は、平成 28年 12月 29日までにお届けします。 

(5) 配布謝金の支払 

実際の配布部数分を、平成 28年 10月と平成 29年 3月にお支払いします。 

(6) 配布担当者・部数の変更について 

  港北区区政推進課広報相談係へご連絡ください。 

  電話 540-2222 FAX540-2227 

(7) その他 

        自治会町内会活動としてボランティアで広報紙を配布しているときに、万が一事

故で負傷した場合には、原則として市民活動保険の対象となります。事故に遭われ

た場合は港北区総務課庶務係までご相談ください。 

     配布員が確保できない場合など、お困りの場合は、民間事業者へのポスティング

に切り替えることもできますので、区政推進課広報相談係へご相談ください。 

平成 28年度も、市版にて自治会町内会の活動を紹介していくことを予定してい 

ます。自治会町内会の加入促進にも御活用いただければと存じますので、未加入世 

帯への配布に特段のご配慮をいただきますようお願い申し上げます。 

 

◆ ２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 各種募金運動の実績報告および来年度目安額（案）について（報告・協力依頼） 

【市連会報告】 

港北区社会福祉協議会 池田 事務局長 

 

(1) 共同募金運動の実績報告および次年度協力依頼について [資料７－１] 

  

平成27年度の共同募金（赤い羽根一般募金及び年末たすけあい募金）について、現 

在の実績を報告します。各地区連合町内会長を始め各役員及びご担当のみなさまには 

多大なるご協力を賜り、心から感謝申し上げます。 

また、平成28年度共同募金（戸別募金）の目安額（案）につきましては、平成27 

年度同様、１世帯あたり４５５円とさせていただきたくお願いします。 
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ア 平成 27年度 赤い羽根一般および年末たすけあい募金の実績(H28.1.31現在) 

目安/実績 

募金種別 

 

目安額 

 

実績額 

赤い羽根一般募金 27,271,740円 21,264,668 円 

年末たすけあい募金 21,389,600円 26,113,030 円 

合計 48,661,340円 47,377,698 円 

イ 平成 28年度 赤い羽根一般および年末たすけあい募金目安額(案) 

   赤い羽根一般 (募金依頼時の加入世帯数×95％※)×255円 

   年末たすけあい(募金依頼時の加入世帯数×95％※)×200円 

     ※小数点以下は四捨五入で計算 

 

(2) 赤十字社資募金実績報告および来年度目安額（予定）について [資料７－２] 

 

平成27年度赤十字社資募金の実績額を報告します。また平成28年度の目安額につい 

て、平成27年度同様、１世帯あたり２２３円とさせていただきたくお願いします。 

   今年度は、赤十字社資募金活動にご協力いただき、誠にありがとうございました。

この募金は、国内および海外での赤十字事業の活動資金として有効に活用させていた

だきます。 

今後とも募金活動へのご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願いします。 

 

ア 平成27年度 赤十字社資募金の実績 

目 安 額 実 績 額 

23,799,675円 

 

19,762,354円 

 

（平成28年２月３日現在） 

イ 平成28年度 赤十字募金目安額（予定） 

    （募金依頼時の加入世帯数×９５％※）×２２３円 

※小数点以下は、四捨五入で計算 

 

(3)  次年度共同募金および赤十字社資運動の資材数調査について[資料７－３] 

 

平成 28年度共同募金運動および日赤募金運動について、募金封筒を使用するか否か 

調査を行いますので、ご協力お願いします。 

 

   ア 回答方法 

別紙調査票にそれぞれの募金運動について使用の有無についてチェックし、FAXも 

しくは直接募金事務局窓口（港北区社会福祉協議会）までご提出ください。 

   イ 回答期限 

    平成 28年３月 22日（火） 
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【使用するにチェックをつけた場合】 

 ・封筒等資材を資材送付直前の自治会町内会加入世帯数、班数、掲示板数に合わせて送 

付します。 

 【使用しないにチェックをつけた場合】 

・参考として関係資料一部およびポスターを掲示板数分のみ送付します。 

 

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

 

 

８ 港北区青少年指導員大会のご案内について（出席依頼） 

[資料８]                           

橡木 地域振興課長 

 

第 24 期港北区青少年指導員の任期が 3 月 31 日をもって満了となります。そこで、2 年

間の活動を総括し、来期に向かっての礎とすることを目的として、港北区青少年指導員大

会を次のとおり開催いたします。地区連合町内会長のご出席をよろしくお願いいたします。 

(1)日  時：３月８日(火） 午後７時開会（受付開始：午後６時 30分） 

(2)場  所：新横浜グレイスホテル ３階グレイス 

(3)開催内容：横浜市青少年指導員永年勤続者・顕彰者紹介、青少年指導員活動のスライ 

ド上映等 

(4)会  費：5,000円 

 

出欠については 2月 26日(金)までに、電話・FAX・Eメールいずれかで事務局までお 

知らせください。 

 

事務局：地域振興課 津金澤 電話：540‐2238 ＦＡＸ：540‐2245 

 

 

９ 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４号」の発行について[資料９－１] 

  ２ 港北区民生委員児童委員協議会会報紙「ほほえみ」第 23号の発行について 

[資料９－２] 

 

１０ 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 2４日（水）です。 

２月の主なスケジュール              

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 

18時 30分から 
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  

８日 火 19時 00分から 港北区青少年指導員大会 新横浜グレイスホテル 

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 

17日 木 
11時 00分から 

12時 00分まで 

共同募金会港北区支会委

員会 

区社会福祉協議会 

３階多目的室 

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 

※綱島さくらまつり   ４月 ２日（土）綱島公園 

※大倉山さくらまつり  ４月 ２日（土）太尾南公園・太尾堤緑道 

※小机城址まつり    ４月 10日（日）小机城址市民の森ほか 

閉会 


