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港北区連合町内会 ９月定例会 

平成28年９月21日（水）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 横浜市防災計画の修正に関する市民意見募集の実施について（市民意見募集）【市連

会報告】 

［資料１］ 

総務局危機管理課 佐藤 課長 

 

横浜市防災計画「都市災害対策編」及び「震災対策編」の修正にあたり、幅広く市民の皆

様のご意見を伺うため、市民意見募集を実施しますのでお知らせします。 

 

(1) 意見募集期間 

  平成28年10月３日（月）から11月２日（水）まで 

(2) 意見提出方法 

  パンフレット（～横浜市の災害対策について～皆様のご意見をお寄せください！！）に

印刷したはがきの郵送、ＦＡＸ又はＥメール 

(3) その他 

  パンフレットは区役所（総務課）、市民情報センター、総務局危機管理室で配布し、本市

ホームページでも公開します。 

(4) スケジュール（予定） 

  

日程 内     容 

９月中旬～下旬 市連会、各区区連会で説明・依頼【市民意見募集】 

10月３日～11月２日 市民意見募集（結果集計後、公表予定） 

11月 横浜市危機管理推進会議での審議 

12月 横浜市会への報告 

29年１月 横浜市防災会議での審議 

29年４月 新計画運用開始 

 

 

◆ 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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２ 防災・減災推進研修（ステップアップ研修）の実施について（情報提供）【市連

会報告】 

［資料２］ 

 

総務局危機管理課 佐藤 課長 

 

防災・減災推進研修（基礎研修）を受講した方を対象にしたステップアップ研修を市民防

災センターで実施します。受講申込書提出の際、申込書に所属自治会町内会長の確認のサイ

ンの記入をお願いしています。（受講希望者を自治会町内会長に把握していただき、地域の

防災・減災にお役立ていただくことを目的としています。）希望者の方から依頼がありまし

たらサインにご協力くださいますようよろしくお願いいたします。 

  

(1) 横浜市で実施する防災・減災推進研修全体のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 依頼事項 

  防災・減災推進研修（基礎研修）を受講された方に直接郵送で御案内します。申込書提

出の際、申込書に所属自治会町内会長の確認のサインの記入をお願いしていますので、受

講希望者から依頼がありましたらサインに御協力をお願いいたします。（申し込みは直接受

講希望者ご本人から行っていただきます。） 

 

(3) 問合せ先 

  総務局危機管理課 

  担当：大矢、森田、橋之口 

  電話：671-4351 Ｅメール：so-gensai@city.yokohama.jp 

 

  ※  参考 

     防災について学んでいただく公開研修を開催します。横浜市民の方はどなたでも受講

できます。詳細は資料を御覧ください。 

◆ 合同メールで自治会町内会長あて資料を送付します。 

＜基礎研修＞ 
 

【実施時期】 

平成 28 年度は、 

６月～７月に実施 

【対象者】 

自治会・町内会長 

から推薦された方 

 

 

 

＜ステップアップ研修＞ 別紙１参照 

 

【実施年度】 

平成 28 年度～ 

【実施時期】 

11 月～３月 

【対象者】 

 基礎研修受講者のうち、受講を希望する方 

 

① 専門的プログラム 

    ＋ 

② リーダー育成プログラム 

 

 

今年度（28 年度）から新たに実施 

防災・減災推進研修 

mailto:so-gensai@city.yokohama.jp
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３ 都市計画の方針及び線引きの見直しについて（情報提供） 

［資料３］ 

建築局都市計画課 嶋田 課長 

 

この度、まちづくりの上位方針である都市計画の方針（※１）と、線引き(※２)の見直し

を行います。見直しに伴い、市素案の内容及び手続きについて区民の皆様に説明会等を行い

周知していきますのでお知らせします。 

（※１）「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」「都市再開発の方針」「住宅市街地の

開発整備の方針」及び「防災街区整備方針」の４つの方針 

（※２）市街化区域と市街化調整区域の区域区分のことを指し、おおむね６から７年ごと

に全市的な見直しを行っています。 

(1) 周知について 

  広報よこはま、リーフレット、ホームページ、説明会、都市計画市素案の縦覧・閲覧に

より周知を図ってまいります。 

 (2) 市素案説明会について（※申込不要） 

   日時：平成28年10月26日（水）午後７時～ 

   会場：港北公会堂 

  【参考】他区の説明会日時及び会場 

日時 会場 

10月24日(月) 午後７時開始 関内ホール 

10月25日(火) 午後７時開始 泉区民文化センター 

10月27日(木) 午後７時開始 戸塚区民文化センター 

10月28日(金) 午後７時開始 都筑公会堂 

10月29日(土)  午後２時開始 港南公会堂 

10月31日(月) 午後７時開始 旭区民文化センター 

11月 １日(火) 午後７時開始 青葉区民文化センター 

11月 ２日(水) 午後７時開始 保土ケ谷公会堂 

11月 ４日(金) 午後７時開始 神奈川公会堂 

 

(3) 市素案縦覧及び公述申出受付について 

 ア 縦覧（閲覧）期間 

平成28年10月25日（火）から11月22日（火）まで（土・日・祝日を除く） 

午前８時45分から午後５時15分まで 

（区役所（中区を除く）での閲覧については午前８時45分から午後５時まで） 

イ 縦覧（閲覧）場所 

建築局都市計画課 
市全域の市素案（区域、用途地域等の詳細

内容）を縦覧できます。 

区役所区政推進課（中区を除く） 各区の市素案を閲覧できます。 

※都市計画課ホームページで市素案の概要をご覧になれます。 
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ウ 公述申出書の提出先 

建築局都市計画課 

エ 公述申出方法 

郵送、持参又は電子申請 

オ 公述申出の提出期限 

平成28年11月22日（火）午後５時15分必着 

 

(4) 問合せ先 

 ア 都市計画の方針について 

   都市整備局企画課 黒田、中村 電話：671-2024 

 イ 線引きについて  

   建築局都市計画課 地域計画係 小林、河野、岩下 電話：671-2658   

調査係   曽我、秋山、廣瀬 電話：671-2657 

 

◆ 資料の送付はありません。 

 

 

４ 横浜市営交通お客様感謝祭「はまりんフェスタ2016」の開催について（情報提

供） 

［資料４］ 

交通局総務課 吉田 課長 

 

横浜市交通局では、お客様や沿線住民のみなさまに日頃の感謝の気持ちを込めて、横浜市

営交通お客様感謝祭「はまりんフェスタ2016」を新羽車両基地にて開催しますのでお知らせ

します。広報よこはま10月号港北区版でもお知らせいたします。 

なお、来年度以降も新羽車両基地での開催を予定しています。 

 

(1) 日時 

平成28年10月29日（土）10:00～15:00（荒天中止） 

(2)  会場 

横浜市交通局 新羽車両基地（港北区北新横浜一丁目12－1） 

※市営地下鉄ブルーライン「北新横浜」徒歩5分 

(3)  主な出展内容 

ア バス・地下鉄体験（運転席への搭乗、バスとつなひき、洗車機体験などができます） 

  イ バス・地下鉄・保守車両展示（バス・地下鉄・保守車両がご覧になれます） 

  ウ 新羽車両基地方の特別列車の運行 

  エ ステージイベント（スパリゾートハワイアンズ フラダンスショー等） 

 

◆ 資料の送付はありません。 
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５ 「港北ほくほくフェスタ」の開催について（周知依頼・参加依頼） 

［資料５］ 

小野 福祉保健課長 

港北区社会福祉協議会 池田 事務局長 

 

今年も福祉保健のおまつり「港北ほくほくフェスタ」を次のとおり開催しますので、参加

及び周知について御協力をお願いします。 

 

(1) 日時 

平成28年10月28日（金）午前10時～ 

(2) 会場 

港北公会堂 

(3) 内容 

バザー・模擬店、パネル展示、標語コンクール優秀作品展示、 

社会福祉大会（福祉活動功労者表彰）、 

区民フォーラム「身近な地域で健康づくり」～菊名・新吉田・新羽の取組～ 

(4) 問合せ先 

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

  港北区役所福祉保健課事業企画担当 電話：540-2360 ＦＡＸ：540-2368 

 

  ◆ 合同メールで自治会町内会長あて資料を送付します。 

 

６ 横浜型児童家庭支援センターの開設について（情報提供） 

［資料６］ 

 

石原 こども家庭支援課長 

  

 平成28年９月１日から区内に「横浜型児童家庭支援センター」が開設しましたのでお知ら

せします。 

 

(1) 「横浜型児童家庭支援センター」概要 

     児童福祉法に基づき設置される施設で、子育てに悩む地域の保護者の方や、子どもたち

の悩みの解決に向け、専門的な相談や、日中預かり・宿泊を伴う預かり等のサービス提供

を行う支援機関です。福祉保健センターや児童相談所などの関係機関と連携して、相談や

ケア業務を行っていきます。 

【主な事業】 

①相談事業（電話相談、訪問相談等 18 歳未満の児童を養育している家庭） 

②子育て短期支援事業（利用にあたっては、区役所または児童相談所で利用登録が必要

です。） 

・児童（原則、２歳から 12 歳まで）を養育している家庭において、保護者の疾病その

他の理由によって、養育が一時的に困難となった場合に、当該児童の一時預かりを行

います。 
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③地域交流事業 （地域の子育て家庭を対象とした交流イベントの企画・運営等） 

 

(2) 運営法人・施設名 

  当センターは、以下の法人が委託運営を行います。 

法人名  社会福祉法人 千里会 

施設名 ラ・コッコラ港北 

設置場所 港北区大豆戸町 492-1 菊名スカイマンション A502 

面積：71.27 ㎡・３LDK 

電話番号 (045)-717-6740 

法人本部 横浜市港北区新横浜１丁目 22 番地４   TEL(045)-471-8688 

  ※その他、法人が運営している事業 

・特別養護老人ホーム：「新横浜パークサイドホーム」「第２新横浜パークサイドホーム」 

・保育所：「ピッコロ・グランデ新横浜」 ※小規模保育（19 人） 

 

 

  ◆ 資料の送付はありません。 

 

 

７ 平成29年４月１日開所予定の保育所等の整備状況等について（情報提供） 

［資料７］ 

  中田 学校連携こども担当課長 

 

平成29年４月１日開所予定の保育所等についてお知らせします。 

 

【認可保育所】 

 

① （仮称）キッズパオ日吉あおぞら園 日吉 5‐1309（地番） 【H29.4.1 新規開所予定】 

② （仮称）ブライト保育園横浜日吉 日吉 5-21-7 【H29.4.1 新規開所予定】 

③ （仮称）下田みんなの保育園 下田町 1‐3‐41 【H29.4.1新規開所予定】 

④ （仮称）ベネッセ綱島保育園 綱島台 1254（地番） 【H29.4.1 新規開所予定】 

⑤ （仮称）コビープリスクールつなしま 綱島上町 90 ほか（地番） 【H29.4.1新規開所予定】 

⑥ （仮称）ポピンズナーサリースクール綱島 綱島東 3‐1445（地番） 【H29.4.1 新規開所予定】 

⑦ （仮称）トイボックス綱島東園 綱島東 4‐944‐1（地番）【H29.4.1 新規開所予定】 

⑧ （仮称）アンティー妙蓮寺保育園 菊名 1-6 【H29.4.1 横浜保育室から移行予定】 

⑨ 

（仮称）グローバルキッズ菊名園 

菊名 6-745-1（地番） 

 【H29.4.1 横浜保育室から移行予定】 

⑩ （仮称）聖第二保育園 大倉山 1-94-1（地番） 【H29.4.1 新規開所予定】 

⑪ （仮称）ブライト保育園横浜綱島 新吉田東 1‐6-33 【H29.4.1 新規開所予定】 

⑫ （仮称）スターチャイルド《新吉田ナーサリー》 新吉田東 7‐28-1 【H29.4.1 新規開所予定】 

 

 

 



7 

 

【小規模保育事業（０～２歳児を対象とした６～19人定員の比較的小規模な保育事業）】 

 

① （仮称）エジュケアナーサリー 新横浜 3‐23‐3 【H29.4.1 横浜保育室から移行予定】 

 

 

◆ 資料の送付はありません。 

 

 

８ 平成28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） 

［資料８］ 

 橡木 地域振興課長 

 

本年度の自治会町内会長永年在職者表彰については昨年同様、在職10年以上（５年ごと）

の長期在職者の方は市長主催による表彰を行いますのでお知らせします。また、在職５年の

会長につきましても、昨年同様各区で区長主催による区長感謝会を開催します。 

 

(1) 実施時期 

 平成 29 年３月上旬の２日間を予定しています。 

※一日当たり９区の受賞者をお招きし表彰を行います。 

(2) 会場 

  市長公舎（西区老松町） 

(3) 表彰対象の皆様 

  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。ま

た、来賓として区連長様にも御参加いただきますのでよろしくお願いします。  

(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御報告いた

します。 

 

◆ 資料の送付はありません。 

 

 

９ みんなの協働フォーラムの御案内とアンケートへの御協力について（周知依頼）

【市連会報告】 

［資料９］ 

橡木 地域振興課長 

 

「横浜市市民協働条例」が施行されて３年経過したことを契機に「みんなの協働フォーラ

ム（意見交換会）」とアンケートを実施することとなりました。「みんなの協働フォーラム

（意見交換会）への参加とアンケートへの回答に御協力いただきますようお願いいたします。 
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【みんなの協働フォーラム（意見交換会）】 

(1) 開催日時 

   平成28年10月10日（月・祝）12:30～17:00(開場 12:00) 

(2) 会場 

   横浜市情報文化センター6階（みなとみらい線 日本大通り駅直結） 

(3) 対象 

   市民 ＮＰＯ 企業 大学 行政 関心のある方 

(4) 定員 

   先着150名（事前申込制） 

(5) 参加費 

   無料 

(6) 内容 

  全体会Ⅰ 「協働に進化の兆しアリ」 

  分科会  ①市民からの提案、その先の未来 

       ②地域の中の「私」「共」「公共」 

       ③やっぱり肝!?条例＆契約再考 

  全体会Ⅱ 「協働Ｎｅｘｔステージへ」（パネルディスカッション） 

【協働に関するアンケート】 

(1) 提出期限 

平成28年10月31日（月） 

(2) 提出方法 
ＦＡＸ、郵送、ＷＥＢでお送りください。 

(3) 問合せ先 

   市民局市民活動支援課  電話：227-7915 

 

◆ 合同メールで自治会町内会長あて資料を送付します。 

 

 

10 平成 28 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（協

力依頼） 

［資料 10］ 

  港北区社会福祉協議会 池田 事務局長 

 

  今年も 10 月１日から「平成 28 年度共同募金運動実施要領」及び「港北区年末たすけあ

い運動実施要綱」に基づき 共同募金運動を実施することとなりました 。戸別募金の募集並

びに取りまとめに御協力いただきますようお願いいたします。 

 

◆ 資料は９月下旬に各自治会町内会長あてに別途郵送されます。 

（合同メールでの送付はありません。） 
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11 定例行事・その他のお知らせ 

橡木 地域振興課長 

 

◆ 回覧・掲示・出席のお願い（合同メールで送付します） 

１ 2016 ふるさと港北ふれあいまつりの開催について 

［資料 11－１］ 

(1) 日  時： 平成28年10月22日（土）9時30分～14時30分（小雨決行） 

雨天・荒天時は翌日23日(日)に延期 ※23日(日)も雨天・荒天の場合は

中止 

(2) 会  場：新横浜駅前公園野球場 

◆ 回覧のお願い（合同メールで送付します） 

１ 「港北力発見☆通信」19 号の発行について 

［資料 11－２］ 

◆ 掲示のお願い（合同メールで送付します） 

１ 第32回港北駅伝大会について 

［資料11－３］ 

 (1) 日  時： 平成29年1月8日(日) 7時時30分～14時00分 

(2) 場  所： 日産フィールド小机（新横浜公園周回コース） 

２ 2016パパと遊ぼう～絵本と工作のワンダーランド～の開催について 

［資料11－４］ 

 (1) 日  時： 平成28年10月15日（土）11時30分～14時45分 

(2) 場  所： 横浜アリーナ センテニアルホール 

◆ 情報提供（合同メールで送付します） 

１ 「よこはま民児協だより」の配付について【市連会報告】 

［資料11－５］ 

２ 平成28年度違法駐車及び放置自転車・バイククリーンキャンペーンについて 

 ［資料11－６］ 

実施期間：平成28年10月1日(土)～10月31日（月） 

                      

◆ 情報提供（合同メールの送付はありません） 

１ 第21回港北区ペタンク大会の周知について 

［資料11－７］ 

(1) 開催日：平成28年11月20日（日） 

(2) 会 場：樽町公園多目的広場（樽町2－753） 

 

12 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 
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(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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉会 

 

      ※本日の区連会の資料発送は 23 日（金）です。 

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 木 
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 

11 月の主なスケジュール 

5 日 土 13 時 00 分から 
地域のチカラ応援事業 

中間報告会・交流会 
区役所１号会議室 

18 日 金 

13 時 00 分から 
地域防災拠点運営委員会 

連絡会 
港北公会堂 

14 時 30 分から 港北区人権啓発・防災講演会 

19 日 土 
12 時 30 分から 

15 時 30 分まで 

自治会町内会研修会 

（第３回・要事前申込） 

横浜市民防災センター 

（港北消防署前集合） 

20 日 日  8 時 30 分から ペタンク大会 鶴見川樽町公園 

22日 火 
15時00分から 
（予定） 

区連会 11月定例会 区役所１号会議室 

 四役会は 14時 30分から（予定） ／ 資料発送は 24日（木） 

28 日 月 
14 時 00 分から 

16 時 00 分まで 
港北区交通安全大会 港北公会堂 
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その他調整事項 

・鶴見川流域における最大想定降雨に伴う洪水浸水想定区域及び家屋倒壊等氾濫想定区に

ついて 

・平成28年度熊本地震義援金の募金額報告について 


