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港北区連合町内会 ７月定例会 

平成28年７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 自衛官等の募集について（回覧依頼） 

［資料１］ 

自衛隊神奈川地方協力本部横浜出張所 服部 所長 

 

自衛官および防衛大学校等の学生を募集しますのでお知らせします。 

 

(1) 募集の概要 

募集種目 資格 受付期間（締切日必着） 

一般曹候補生 18歳以上27歳未満の者 ７月１日(金)～９月８日(木) 

自衛官候補生(男子) 18歳以上27歳未満の者 
７月１日(金)～８月23日(火) 

または７月１日(金)～９月８日(木) 

自衛官候補生(女子) 18歳以上27歳未満の者 ７月１日(金)～９月８日(木) 

防衛大学校学生 
高卒(見込含)21歳未満の者 

※自衛官は23歳未満 

総合選抜 

９月５日(月)～９月８日(木) 

一般(前期) 

９月５日(月)～９月30日(金) 

防衛医科大学校学生 

(医学科・看護学科) 
高卒(見込含)21歳未満の者 ９月５日(月)～９月30日(金) 

航空学生 高卒(見込含)21歳未満の者 ７月１日(金)～９月８日(木) 

(2) 資料請求・お問合せ   自衛隊神奈川地方協力本部横浜出張所  電話・FAX：521-6027 

 

◆ 合同メールで資料を送付しますので回覧をお願いします。 

 

 

２ 平成28年度第１四半期燃やすごみ量実績（速報値）について（情報提供）【市連

会報告】 

宮田 資源化推進担当課長 

 

平成28年度第１四半期（４～６月）の燃やすごみ量の速報値についてお知らせします。 
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 港北区の燃やすごみ量の状況は、４月から６月の目標12,436トンに対し実績12,389トン、

１人 1 日あたりは目標 394 グラムに対し実績 393 グラムと、どちらも目標を上回る削減値と

なっており、28 年度の削減目標達成に向けて順調に推移しています。 

これは皆様の日頃の地道な取組の成果です。引き続き、ごみの分別、食品ロスの削減、生

ごみの水切りなど、３Ｒ夢プランの推進にご協力をお願いします。 

 

○ 平成 28 年度 港北区目標 

   １人１日あたりのごみと資源の排出量：587g (燃やすごみ 379g、資源物 208g) 

   (昨年度と比べて５g の削減となります) 

○ 燃やすごみ量                    【単位：トン】 

４月～６月 ※目標 実績 増(▲)減 増減率 

港北区 12,436 12,389 ▲47 ▲0.38% 

全 市 144,473 144,808 335  0.23% 

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

４月～６月 ※目標 実績 増(▲)減 増減率 

港北区 ３９４ ３９３ ▲１ ▲0.25% 

全 市 ４２５ ４２７ ２  0.47% 

※年間目標をもとに、過去３か年の同時期の排出傾向から算出した数字です。 

 ○ 港北区燃やすごみ量（１人１日あたり)の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 資料の送付はありません。 

 

 

３ 第９回菊名ウォータープラザまつりの開催について（周知依頼） 

［資料２］ 

水道局菊名水道事務所 富井 水道局担当課長 

 

第９回菊名ウォータープラザまつりを開催しますのでお知らせします。 

(1) 日時 

10月１日（土）10時から15時 

(2) 会場 
菊名ウォータープラザ 
港北区大豆戸町155番地（ＪＲ横浜線・東急東横線菊名駅から徒歩10分） 

(3) イベント内容 

水道局の仕事体験、山梨県道志村コーナー（丸太切り体験、特産物出張販売ほか）、水
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道ろ過実験、出店など 

 

◆ 資料の送付はありません。（広報よこはま９月号に掲載されます。） 

 

 

４ 京浜河川事務所ホームページでの「洪水氾濫シミュレーション」の公開につい

て（情報提供） 

［資料３］ 

国土交通省京浜河川事務所 防災情報課 佐藤 水防企画係長 

 

国土交通省京浜河川事務所では、流域のみなさまが、洪水時にリスクを察知して避難する

こと上で役立つ情報として、多摩川水系・鶴見川水系・相模川水系の洪水氾濫シミュレーシ

ョン結果を京浜河川事務所のホームページに掲載しましたのでお知らせします。 

 

(1) 洪水氾濫シミュレーションで確認できること 

想定最大規模降雨時または計画規模降雨時における破堤地点別の浸水状況を、時系列の

アニメーションで表示することが出来るほか、破堤地点別の最大浸水深、浸水継続時間及

び浸水到達時間を確認することができます。 

また、任意の地点を設定し、その地点で最大浸水深となる破堤地点や、その地点での浸

水が最も早く起こる破堤地点を知ることが出来る機能もあります。 

(2) 京浜河川事務所ホームページアドレス 

http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/ 

 

 

５ 防災キャラバン（出前講座）の募集について（情報提供） 

［資料４］ 

林 総務課長 

 

ゲリラ豪雨や台風の多い時期を迎えるにあたり、国土交通省京浜河川事務所、横浜市建築

局、港北区役所による「防災キャラバン隊」を編成し、地域への出前講座を実施します。 

今年度、京浜河川事務所では、平成27年９月の関東・東北豪雨災害等を踏まえ、想定し得

る最大規模の降雨による鶴見川水系洪水氾濫シミュレーションを発表しました（議題４）。ま

た、港北区は、がけ地の調査結果に基づき「土砂災害警戒情報の発表とともに避難勧告を発

令する対象区域」を11月頃に発表します。 

つきましては、防災キャラバン（河川氾濫と崖崩れに対する出前講座）を希望する自治会

町内会を募集します。 

 

(1) 実施内容 

地域の実情により「がけ防災」「河川防災」が選択できます。（両方の申込みも可能です。） 

なお、どちらの内容についても所要時間は約30分です。 
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ア 「河川防災」 

河川防災・浸水想定区域他に関する講義（講師：京浜河川事務所） 

イ 「がけ防災」 

がけ防災の基礎知識についての講義（講師：横浜市建築局宅地企画課） 

(2)  申込方法 

「ファックス送信票」にご記入の上、港北区役所総務課までご連絡ください。 

（ＦＡＸ：540-2209） 

(3)  受付期間 

平成28年８月～10月末日 

 

◆ 合同メールで自治会町内会長あて資料を送付します。 

 

 

６ ひとり暮らし高齢者「地域で見守り」推進事業の27年度実施結果報告並びに28年度

の実施について（情報提供） 

［資料５］ 

 小野 福祉保健課長 

 

「ひとり暮らし高齢者『地域で見守り』推進事業」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ための事業です。この事業について27

年度の実施結果を報告します。また28年度も引き続き実施しますので御協力をお願いします。 

 

(1) 平成27年度実施報告 

ア 状況把握の対象者 

     在宅で 75 歳以上のひとり暮らしのうち、 

27 年度訪問対象者（新規・区内転居）1,367 人 

そのうち訪問により状況把握を行った対象者 983 人  

 【参考】区内の 75 歳以上ひとり暮らし高齢者総数 8,919 人 

イ 状況把握結果（民生委員・地域包括支援センター・区役所の三者で確認した最終数値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

状況把握後、必要な福祉サービスや地域で行っている見守り活動につなぐなどの支

援を行いました。不在等の不明者は訪問でも状況の把握ができませんでした。 

＜表1＞本人と面会し、把握した状況

＜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

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

983人

8人
状況把握の

対象者
表１、２合計

885人 354人 32人 52人 439人

計

①
地域や

民生委員に
よる見守りを

希望

98人 72人 8人 15人 3人

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）
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(2) 28 年度の実施内容について 

ア 提供する個人情報 

提供先 民生委員、地域包括支援センター 

状況把握の 

対象者 

在宅で 75 歳以上のひとり暮らし高齢者のうち 

28 年度訪問対象者（新規・区内転居）=1,478 人、約 4.2 人/民生委員 

【参考】区内の 75 歳以上のひとり暮らし高齢者総数=9,410 人 

提供情報の 

内容 

氏名・住所・年齢・性別・電話番号（行政で把握しているもののみ）・ 

要介護度・居宅介護支援事業者名（＝ケアマネジャーの事業所名） 

    ５月２日を基準日として住民基本台帳から抽出。数値は施設入居者を控除した数値。 

イ 状況把握の対象者 

原則として、新たに 75 歳以上でひとり暮らしになった方、区内転居された方のうち、

「同居している」、「元気で暮らしている」、「施設に入所中」等により訪問対象とならな

い方を除いた方を対象に状況把握を実施します。 

ウ 事業の流れ 

① 区から民生委員への名簿提供 

② 民生委員の対象者宅へのポスティングによる事前通知 

③ 民生委員の訪問による状況把握 

④ 民生委員・地域包括支援センター・区で情報共有 

⑤ 支援が必要な人への相談支援、本人の同意を得て地域の見守り活動につなげていく

等 

エ 主な事業実施スケジュール 

７月 区役所から民生委員への名簿提供 

８月 民生委員によるポスティング、対象者の訪問 

９月 地域包括支援センターによる訪問・状況把握 

   区役所による状況把握 

10～11 月 区役所・地域包括支援センター・民生委員による情報共有 

12 月 民生委員一斉改選 

１～３月 継続的な支援が必要と判断される人について、相談支援を実施 

(3) 要援護者の情報提供について 

民生委員が対象者を訪問し、個人情報の提供について同意が得られた場合は、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。民生委員との話し合

いの場を持っていただくようお願いいたします。 

 

◆ 合同メールで自治会町内会長あて資料を送付します。 
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７ 災害時要援護者支援事業の概要と提供する名簿の改善について（概要説明） 

［資料６］ 

永峯 高齢・障害支援課長 

 

港北区では、平成20年度から災害時要援護者支援事業について、地域の実情に応じて自治

会町内会と要援護者情報の提供に関する協定を締結し、実施地区の拡大に努めています。こ

の災害時要援護者支援事業についてご説明するとともに、当事業における名簿提供方法の見

直しについて改善案をお示しします。 

 

(1) 事業の概要 

災害時要援護者支援事業は、災害発生時に自力避難が困難な高齢者や障害者等（以下、

要援護者）に対し、地域が自主的に行う災害時に備えた取組（要援護者名簿の作成や避難

支援等）や、要援護者への日頃からの支え合いの取組を支援する事業です。 

 ア 災害時要援護者支援事業の目的 

日頃から地域での支え合いの取組によって、地震等災害発生時に、要援護者の安否確

認、避難支援などが迅速に行われるように準備します。 

イ 災害時要援護者支援事業の取組 

(ｱ) 平常時 

    顔の見える関係づくり、情報の整理収集、助け合いの体制検討、いざという時に備

えて確認・訓練 

(ｲ) 災害時 

ご近所同士助け合って安全に避難 

(2) 地域に取り組んでいただきたいこと 

   名簿を活用した見守り訪問の実施（年に一度以上の訪問） 

  必要に応じて、様々な地域の見守りを行っている民生委員・児童委員と協力・連携して実

施してください。 

     

 

 

 

 

 

 

 

(3) 名簿提供方法の見直しについて 

災害時要援護者支援事業において区から提供している名簿の使い勝手について、様々な

御意見をいただいていますが、名簿の提供方法についての改善案をお示しします。 

ア 現行の名簿提供方法及び問題点 

現在のところ、協定締結時に全数（非同意者又は拒否者を除いた分）の名簿を提供し、

２回目以降は新たに同意した方のみの名簿を提供（すでに提供した方の分は含まない）

地域で取組 
の決定 

要援護者の 
把握 

平常時の活動 災害時の避
難支援活動 

（例） 
・日頃からの声かけ・あいさつ 
・年に１度以上の見守り訪問 
・要援護者も参加する防災訓練 
・安否確認や支援方法等の共有 
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しています。このため、名簿の枚数が毎年増えることで管理しにくい、死亡者や転出者

等が残ったままで使いにくいといった問題点がありました。 

イ 見直し後の名簿提供方法 

今回の見直しにより、協定締結時に全数の名簿を提供します。 

２回目以降は、前回提供した名簿と、対象者全数を掲載した新しい名簿と交換します。 

これにより、毎年度提供される名簿には新規の要援護者のみならず以前から名簿に掲

載されている方も一緒に掲載されるほか、死亡者や転出者等が削除されたものを提供で

きるようになります。 

ウ 名簿提供と協定締結の時期 

新しい方法で名簿を提供するにあたり、改めて協定を締結する必要があります。 

今年度の名簿を提供する際（平成29年２月頃）に新しい協定を締結しますのでご協力

をお願いします。 

 

 

８ 「共同募金港北だより」の全戸配布について（協力依頼）【市連会報告】 

［資料７］ 

港北区社会福祉協議会 池田 事務局長 

 

10月１日からの共同募金運動実施にあたり、広く区民の皆さまに周知を図るため、自治会

町内会を通じて「共同募金港北だより」の全戸配布をお願いします。 

 

(1) 「共同募金港北区だより」の概要 

ア 体裁 

Ａ４版両面二色刷り １枚 

    ※参考資料 平成27年度「共同募金港北区だより」 

   イ 内容 

    平成27年度共同募金実績及び配分実績 

    平成28年度共同募金運動への協力依頼 

(2) 送付時期 

平成28年８月下旬（広報よこはま９月号と同時期） 

(3) 送付方法 

配送業者から各自治会町内会の広報配布責任者様あて直接送付します。 

(4) 配送手数料 

１部につき2円でお願いします。 

（募金活動終了後、共同募金事務費とあわせて連合単位にて送金します。） 

     

◆ 8月下旬に自治会町内会長あてに直接お送りします。 
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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（合同メールで送付します） 

１ 港北芸術祭「サンドアート・クラシック」公演の周知及びチラシについて 

［資料８－１］ 

(1) 日  時： 11月26日（土）15時30分開演～17時00分終演（予定） 

(2) 会  場： 港北公会堂（全席自由） 

(3) 入 場 料： 一般 2,000円（当日 2,500円） 

        中学生以下 1,000円（当日 1,500円） 

(4) 前 売 券：８月20日（土）販売開始 

       （販売場所）東急トラベルサロン日吉駅、天一書房大倉山店・綱島店、 

        港北区役所3階売店等 

２ 「港北芸術祭」総合チラシについて 

［資料８－２］ 

３ 横浜音祭り2016「横浜18区ショートフィルム＆コンサート 清水和音ピアノリサイタ

ル」について 

［資料８－３］ 

(1) 日  時： ９月30日（金）14時00分開演 

(2) 会  場： 港北公会堂（全席指定） 

(3) 入 場 料： 一般 2,000円 

        学生（25歳以下）・障害者手帳をお持ちの方は10％割引 

(4) 販売場所： ヨコオトチケットセンター 電話：453-5080 

（平日10時～18時、土曜10時～15時、日祝休み） 

        チケットぴあ 電話：0570-02-9999 

 

◆ 掲示のお願い（合同メールで送付します） 

１ 平成28年度 口腔がん検診の開催について 

［資料８－４］ 

 (1) 日  時： 10月２日（日）９時30分～ 

(2) 場  所： 港北区福祉保健センター（港北区役所内） 

(3) 対  象： 20歳以上の港北区民、35名（応募多数の場合は抽選） 

(4) 応募方法： はがきによる申込み（住所、氏名、電話、年齢、性別を記載） 

(5) 募集期限： ８月18日（木）～９月２日（金）必着 

(6) 宛  先： 〒222-0037 横浜市港北区大倉山１－４－６ 

        港北歯科医師会 口腔がん検診係 

(7) 問合せ先：電話 549-1022（平日の12時～16時のみ） 

２ 音楽フェスティバル「横浜音祭り2016」ポスター掲出について 

［資料８－５］ 

 ９月の合同メールで資料を送付しますので掲示をお願いします。 
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◆ 情報提供（合同メールで送付します） 

１ 防災マップの更新について 

 ［資料８－６］ 

配布場所：区役所１階・４階、日吉・新横浜行政サービスコーナー 

２ 平成28年度 秋の全国交通安全運動について 

［資料８－７］ 

実施期間：９月21日（水）～９月30日（金）の10日間 

３ 活き生きスポ進第56号の発行について 

［資料８－８］ 

 

◆ 情報提供（合同メールの送付はありません） 

１ ふるさと港北子ども美術展2016の開催について 

［資料８－９］ 

(1) 期間：平成28年８月24日（水）～８月29日（月） 

     10時～17時（最終日のみ15時まで） 

(2) 会場：大倉山記念館ギャラリー（大倉山２-10-１） 

 

 

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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閉会 

 

その他調整事項 

・第24回参議院議員通常選挙（選挙区） 投票区別投票者数及び投票率について 

・ふるさと港北ふれあいまつりについて 

      ※本日の区連会の資料発送は 25 日（月）です。 

24 日 日 
12 時 30 分から 

15 時 30 分まで 

自治会町内会研修会 

（第 1 回・要事前申込） 

横浜市民防災センター 

（港北消防署前集合） 

29 日 金 

10 時 00 分から 

12 時 00 分まで 
港北 AAA 作戦会議 区役所１･２号会議室 

LED 防犯灯整備事業（電柱への新設） 申請書提出締切 

30 日 土 19 時 00 分から 
横浜 F・マリノス 

こうほくサンクスマッチ 
日産スタジアム 

８月の主なスケジュール               ※区連会定例会は休会です。 

７日 日 
10 時 00 分から 

12 時 30 分まで 
港北消防団夏季訓練会 

交通局新羽車両基地内 

（例年と異なります） 

28 日 日 
11 時 00 分から 

12 時 00 分まで 

ふるさと港北子ども美術展 2016 

表彰式 
大倉山記念館 

９月の主なスケジュール 

４日 日 
 ９時 00 分から 

12 時 00 分まで 
ペットボトルロケット大会 

鶴見川樽町公園 

（雨天時は 11 日） 

21日 水 
14時 00分から 区連会９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（金） 
（区連会終了後） 港北区新年賀詞交換会実行委員会 区役所特別会議室 

25 日 日 
12 時 30 分から 

15 時 30 分まで 

自治会町内会研修会 

（第２回・要事前申込） 

横浜市民防災センター 

（港北消防署前集合） 

10 月の主なスケジュール 

13 日 日 
14 時 00 分から 

16 時 30 分まで 
港北地域安全のつどい 港北公会堂 

21日 金 14時 00分から 区連会 10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（月） 

22 日 土 

 9 時 30 分から 

15 時 00 分まで 
ふるさと港北ふれあいまつり 新横浜駅前公園野球場 

14 時 00 分から 横浜 F・マリノスホーム最終戦 日産スタジアム 

28 日 金 
13 時 00 分から 

16 時 00 分まで 
ほくほくフェスタ 港北公会堂 


