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港北区連合町内会 ７月定例会 
 

平成 29 年 7 月 21 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 第 10 回菊名ウォータープラザまつりの開催の周知について（情報提供） 

［資料１］ 

水道局菊名水道事務所 渡邉 所長 

 

第 10 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 平成 29 年 10 月 14 日（土）  

10 時から 15 時まで（小雨決行、荒天中止） 

(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約 10 分） 

(3) イベント内容 

  水道局のお仕事体験コーナー、クイズラリー、ゆるキャラとの写真撮影、出店など 

 

  ◆ 資料の送付はありません。（広報 10 月号に掲載します。） 

 
 
２ 平成 29 年 12 月１日付民生委員・児童委員の推薦について（推薦依頼） 

［資料２］                    

秋元 福祉保健課長 

 

民生委員・児童委員の欠員補充のため、該当の自治会町内会においては地区推薦準備会

を開催し、候補者を御推薦いただきますよう、自治会町内会の御協力をお願いします。 

 

 ・選出報告書提出期限：９月 25 日(月)まで 

 ・委   嘱   式：12 月１日(金) 

   

◆ ７月下旬に該当の自治会町内会あてに直接お送りします。 
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３ ウメ輪紋ウイルスの調査協力依頼について（回覧・周知依頼） 

［資料３］                     

農林水産省 横浜植物防疫所 松浦 次席植物防疫官 

 

農林水産省では、国内の一部地域で発生しているウメ輪紋ウイルスの封じ込め及び根絶

を図るため、植物防疫法に基づき、このウイルスに感染するおそれのある植物の移動規制

を行うとともに、感染が確認された植物及び感染のおそれのある植物の伐採を行う緊急防

除や、全国で発生を監視する調査を実施しています。 

平成 28 年度の調査では、区内でウメ輪紋ウイルスに感染したウメが確認され、平成 29

年１月に樽町一丁目～四丁目と師岡町が植物防疫法に基づきウメ等の対象植物の移動が禁

止される「防除区域」に指定されました。 

今年度もウメ輪紋ウイルスの感染状況について、防除区域を中心に、感染が確認された

植物から 500ｍの範囲に範囲を広げながら調査を行ったところ、港北区の新たな地域にお

いて、このウイルスに感染した植物が確認されました。 

つきましては、このウイルスの感染植物を特定するため、８月中旬以降に「港北区の調

査地域」にて調査を行う予定ですので、御協力をお願いします。 

 

(1) 港北区の調査地域（対象地域の全戸を調査するものではありません） 

①日吉四丁目～六丁目の一部、日吉本町一丁目の一部、箕輪町一丁目～三丁目の一部 

②綱島上町の一部、綱島西二丁目の一部、大曽根二丁目・三丁目の一部、大曽根台の一部    

③菊名一丁目～四丁目の一部、錦が丘の一部、富士塚一丁目・二丁目の一部 

(2) 調査期間：平成 29 年８月中旬から９月末まで（雨天時も実施します） 

(3) 調査員 

農林水産省の職員、神奈川県の職員及び横浜市の職員 

※ 調査員は、腕章を着用し、身分証明書を携帯します。 

(4) 調査の対象となる植物 

ウメ、モモ、スモモ、セイヨウスモモ(プルーン)、アンズ、ネクタリン、サクランボ、 

ユスラウメ等のサクラ属植物、セイヨウマユミ、ナガバクコ、ヨウシュイボタ 

※ ただしサクラ節植物（ソメイヨシノ等の観賞用のサクラ）は除く 

(5) 調査方法 

調査の対象となる植物がある場合は、調査員が訪問します。その際、調査内容等につ 

いて説明し、御了解をいただいたうえで、立入り調査を実施します。 

調査では対象となるウメ等の植物の葉を観察し、この病気の症状が出ているかを確認 

します。症状が出ている場合、植物１本あたり５枚の葉を採取し、農林水産省横浜植物 

防疫所で感染の有無を確認します。 

※ この調査において、住民の皆様に費用負担が生じることはありません。 

(6) 今回、回覧をお願いする自治会町内会 

日吉地区：日吉本町東町会、日吉町宮前自治会、箕輪町町内会、キャッスル日吉自治会 

綱島地区：綱島温泉町自治会、綱島中央町会 

大曽根地区：大曽根上本町会、菰西会、真菰会、大曽根中町会、中央懇話会、 

大曽根親交会、大曽根上町会、大友会、桃友会、大曽根北部自治会、 

ガーデンズ会 
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菊名地区：菊名北町町内会、錦が丘町内会、ふじ町内会 

篠原地区：菊名南町自治会、富士塚自治会 

(7) 問い合わせ（平日：８時 45 分から 17 時 15 分まで） 

  農林水産省 横浜植物防疫所  国内検疫担当    電話：045-285-7135 

神奈川県 環境農政局 農政部 農業振興課     電話：045-210-4425 

 

※ ウメ輪紋ウイルス（プラムポックスウイルス：ＰＰＶ）とは 

ウメ、スモモ、アンズ、モモ、サクランボ、ユスラウメなどに感染する植物ウイル

スで、海外では、このウイルスにより、果実が成熟前に落果するなどにより大きな被

害が生じているとの報告があります。国内では、平成 21 年に東京都青梅市で初めて発

生が確認され、現在、愛知県、岐阜県、大阪府、兵庫県等でも発生が確認されていま

す。  

なお、このウイルスはヒトや動物に感染することはありません。 

 

  ◆ (6)の自治会町内会に合同メールで送付しますので、回覧をお願いします。 

 



4 

４ 「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（情報提供） 

［資料４］ 

橡木 総務課長 

 

地域の初期消火力を高め、共助の取組や地域防災力の向上を図ることを目的に、平成 28

年度に引き続き消防局補助事業と連携して、今年度も「スタンドパイプ式初期消火器具」

購入費の補助事業を実施します。 

また、予算の範囲内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。 

 

(1) 補助対象 

自治会、町内会及び地区連合町内会 

(2) 優先順位 

順位１ 対策地域  

（延焼の危険性が 

高い地域） 

高田東一丁目・四丁目、綱島西五丁目、日吉本町四丁目、 

新吉田東五丁目・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～三丁目、 

富士塚一丁目・二丁目、錦が丘 

順位２  

対策地域を除く 

焼失棟数  

１～５棟未満 

下田町二丁目～四丁目・六丁目、日吉本町一丁目～三丁目・五丁目、 

日吉一丁目・二丁目、高田西四丁目・五丁目、高田東二丁目、 

新吉田東一丁目・二丁目・七丁目、樽町一丁目・二丁目、綱島上町、 

綱島西三丁目・四丁目・六丁目、大曽根一丁目～三丁目、大曽根台、 

大倉山二丁目・五丁目・七丁目、大豆戸町、師岡町、 

菊名二丁目・五丁目・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 

大倉山一丁目・三丁目・四丁目・六丁目、 

菊名三丁目・四丁目・七丁目、北新横浜一丁目・二丁目、 

篠原北二丁目、下田町一丁目・五丁目、新横浜一丁目～三丁目、 

新吉田町、新吉田東三丁目・四丁目・八丁目、高田町、 

高田西一丁目～三丁目、高田東三丁目、樽町三丁目・四丁目、 

綱島台、綱島西一丁目・二丁目、綱島東一丁目～六丁目、新羽町、 

日吉三丁目～七丁目、日吉本町六丁目、箕輪町一丁目～三丁目 

※ 多くの町内会等に補助を行うため、平成 29 年度に消防局事業で補助対象となった町

内会等は対象外とします。また、平成 28 年度港北区事業で補助対象となっていない町

内会等を優先とします。 

(3) 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） 
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(4) 申請手続き 

ア 申請期限：平成 29 年９月１日（金）から平成 29 年 10 月 31 日（火）まで 

イ 提出先：港北区役所総務課 防災担当 （電話：540－2206） 

ウ 申請書類 

(ｱ) 初期消火器具等整備費補助金交付申請書 

(ｲ) 初期消火器具等設置位置図 

(ｳ) 見積書の写し 

(ｴ) 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） 

(5) 使用方法の習熟 

補助対象となった場合には、スタンドパイプ式初期消火器具を使用した訓練を行っ 

ていただきます。 

 

◆ 合同メールで自治会町内会長あてに送付します。 

 

 

５ 平成 29 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】 

山崎 資源化推進担当係長 

 

港北区の燃やすごみ量の状況は、４月から 6 月の目標 12,431 トンに対し、実績 12,423

トンと、目標を達成しており、29 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、皆様の日ごろの地道な取組の成果です。引続き、ごみの分別、生ごみの水切り、

食品ロスの削減など、３Ｒ夢プランの推進に御協力をお願いします。 

 

〇燃やすごみ量 （単位：トン） 

４月～６月 ※目標 実績 増（▲）減 増減率 

港北区 12,431 12,423 ▲8 ▲0.1％ 

全市 143,948 143,827 ▲121 ▲0.1％ 

 

〇燃やすごみ量（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 391 392 1 0.3％ 

全市 423 424 1 0.2％ 

※ 29 年度の港北区目標 燃やすごみ：378 グラム 

※ 四半期目標は、燃やすごみの年度目標をもとに過去３か年の同時期の排出傾向から

算出（資源物の 201 グラムと合わせて 579 グラムが、合計年度目標） 

 

◆ 資料の送付はありません。 
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６ 「世界食料デー」月間 2017 キックオフシンポジウム in 横浜について 

（情報提供）                     

山崎 資源化推進担当係長 

 

「世界食料デー」（※）月間である 10 月に、飢餓、貧困、食品ロスなど、さまざまな視点

から「食べること」や食べ物を「捨てること」について考えるシンポジウムを開催します。 

 

(1) 日 時：10 月１日（日）12 時 30 分から 15 時 30 分まで 

(2) 会 場：はまぎんホールヴィアマーレ（西区みなとみらい 3-1-1） 

(3) 申込み：８月 14 日（月）からインターネット、往復はがき、電話による事前申込制

（先着順） 

(4) 参加費：無料 

(5) お問合せ：資源循環局３Ｒ推進課 電話：671-3593/ＦＡＸ：663-5834 

 

詳しくは広報よこはま８月号を御覧のうえ、是非お申込みください。 

※ 「世界食料デー」とは国連が「世界の食料問題を考える日」として定めた日（10 月 

16 日）です。 

 

  ◆ 資料の送付はありません。 

 

 

７ 自治会町内会のための講習会の開催について（周知依頼）【市連会報告】 

 [資料７] 

 小野 地域振興課長 

 

市民局地域活動推進課主催（後援：横浜市町内会連合会）で、自治会町内会のための講

習会を開催します。 

今年度も、自治会町内会の運営や加入促進に関する講演と自治会町内会の取組事例の発

表をセットにした講習会を市内３か所で開催するほか、神奈川新聞社から講師を招いての

会報紙作成講習会・展示会を開催します。 

 

(1) 講演会・事例発表会開催概要 

  ア 日時・会場 

    第１回：平成 29 年９月 16 日（土）10:00 から 12:00 まで（9:30 開場） 

神奈川区役所 ５階 大会議室 

    第２回：平成 29 年９月 30 日（土）10:00 から 12:00 まで（9:30 開場） 

港南区役所 ６階 603 会議室 

    第３回：平成 29 年 12 月２日（土）10:00 から 12:00 まで（9:30 開場） 

        瀬谷区役所 ５階 大会議室 

イ 内容 

  (ｱ) 講演（１～３回共通）：「開かれた自治会町内会の運営について」  

講師：水津 陽子氏（合同会社フォーティＲ＆Ｃ代表） 

  (ｲ) 事例発表（各回１つ）：自治会町内会・連合自治会による活動事例発表 

            （会を盛り上げる活動や、担い手や加入者を増やす工夫など） 
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(2) 会報紙作成講習会（同時開催：会報紙展示会） 

  ア 日時・会場：平成 29 年 11 月 18 日（土）14:30 から 16：00 まで（14:00 開場） 

          横浜市技能文化会館 ２階 ホール２ 

イ 内容：「新聞記者が教える！会報紙の作り方」 講師：菱倉 昌二氏 

                      （神奈川新聞社 編集局 編集委員） 

(3) 募集内容 

ア 参加者：どなたでも参加できます。 

イ 会報紙：会報紙展示会で展示する会報紙を募集します。お寄せいただいた会報は、 

会報紙作成講習会で教材として使用させていただきます。 

(4) 申込締切：平成 29 年８月 30 日（水）まで 

(5) 申し込み方法 

別紙の申込書に記入していただき、各区地域振興課へ持参またはＦＡＸで申込み 

願います。また、会報紙展示会に出展される場合についても、会報紙２部を各区地域 

振興課へ御提出いただくよう、お願いします。会報紙のデータがある場合は、Ｅメー 

ルで直接市民局地域活動推進課へお送りください。 

(6) 申し込み先：港北区地域振興課 電話：540－2234 FAX：540－2245 

【会報誌データ】Ｅメール: sh-chiikikatsudo@city.yokohama.jp 

 

◆ 合同メールで自治会町内会長あてに送付します。 

 

 

８ 定例行事・その他のお知らせ 

  小野 地域振興課長 

 

◆回覧のお願い（７月の合同メールで送付します） 

  １ 自衛官等募集チラシの回覧 [資料８－１]  

(1) 募集の概要 

募 集 種 目 応 募 資 格 受 付 期 間 

一般曹候補生 

１８歳以上２７歳未満の者 

７月１日（土）～９月８日（金） 

自衛官候補生（男子） 

自衛官候補生（女子） 

航空学生（航空） １８歳以上２１歳未満の者 

航空学生（海上） １８歳以上２３歳未満の者 

防衛大学校学生 １８歳以上２１歳未満の者 

総合選抜 

９月５日（火）～９月７日（木） 

一般（前期） 

９月５日（火）～９月２９日（金） 

防衛医科大学校学生 

（医学科・看護学科） 
１８歳以上２１歳未満の者 ９月５日（火）～９月２９日（金） 

※ 応募資格には高卒（見込み）を含みます。 
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(2) 資料請求：自衛隊神奈川地方協力本部横浜出張所 

(3) お問合せ先 

    防衛省自衛隊 神奈川地方協力本部 横浜出張所  

電話：045-521-6027 

 

  ２ 「港北ゴールデンコンサート」チラシの回覧[資料８－２] 

(1) 日時：平成 29 年 11 月 25 日（土） 14 時 00 分から 16 時 30 分まで（予定） 

(2) 会場：港北公会堂 

(3) 入場料：一般 3,000 円（全席指定、未就学児入場不可） 

       ※前売り券が完売した場合、当日券なし 

※当日券は港北公会堂のみにて販売。 

(4) 前売券：８月 20 日（日）販売開始 

（販売場所）電子チケットぴあ、セブンイレブン、サークルＫサンクス、 

天一書房大倉山店、港北区役所３階売店 

(5) お問合せ：港北区地域振興課 

         電話：540-2239 

 

 

◆掲示のお願い（７月の合同メールで送付します） 

１ 青少年指導員制度 50 周年記念 横浜市青少年指導員新シンボルマーク 

募集案内について（掲示依頼）【市連会報告】 [資料８－３] 

 

２ 港北歯科医師会による無料口腔がん検診のお知らせ [資料８－４] 

(1) 日時：平成 29 年 10 月 5 日（木）午前 9時 30 分から 

(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：ハガキによる申し込み（住所、氏名、TEL、年齢、性別を記載） 

※気になる症状（いつからどこがどうなっている）を必ず御記載く 

ださい。 

(5) 応募期間：８月９日(水)から９月５日(火) 必着 

なお、受診者に選考された方のみに、受診券をお送りします。 

(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) お問合せ：TEL 549-1022（平日の午後 12 時から 4時のみ） 

 

３ 消費者被害等の注意喚起ちらし「月次相談リポート」の発行について 

[資料８－５] 
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◆情報提供（７月の合同メールで送付します） 

  １ 港北区ハザードマップの配付について[資料８－６] 

※ ６月の定例会で説明したものを自治会町内会長あてに送付するものです。  

※ 「【港北区】地域別洪水浸水想定表」を作成しましたので、あわせて送付します。 

２ 活き生きスポ進第 59 号の発行について [資料８－７] 

  ３ 「共同募金港北区だより」の全戸配布について（協力依頼）【市連会報告】 

  [資料８－８] 

 

９ 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 

・港北区内の火災・救急状況について 
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７月の主なスケジュール             ※本日の資料は、24 日（月）に発送します。

30 日 日 
 7 時 00 分から 

20 時 00 分まで 
横浜市長選挙 （告示日：7 月 16 日） 

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

６日 日 
10 時 00 分から 

12 時 00 分まで 

港北消防団 70 周年記念 

夏季訓練会 
新羽車両基地 

９月の主なスケジュール                 

３日 日 
 8 時 30 分から 

12 時 00 分まで 

ペットボトルロケット大会 

（予備日：９日（土）） 
鶴見川樽町公園 

10 日 日 
13 時 00 分から 

16 時 00 分まで 
自治会町内会研修会（２回目） 

横浜市民防災センター 

（集合：区役所駐車場） 

  
※参加定員に余裕がございます。区役所地域振興課 ☎540-2234 までご連絡くだ

さい。 

22 ⽇ ⾦ 

14 時 00 分から 

14 時 30 分まで 

ふるさと港北ふれあいまつり 

企画委員会 
区役所１号会議室 

15 時 00 分から 
（変更となってい

ます） 
区連会９⽉定例会 区役所１号会議室 

四役会は 14 時 30 分から ／ 資料発送は 25 ⽇（⽉） 

（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 

10 月の主なスケジュール 

11 日 水 
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 

12 日 木 － 
港北区健康づくり月間事業 

三師会合同区民公開講座 
港北公会堂 

20 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 23 ⽇（⽉） 

21 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 

（荒天時は 22 日に順延） 
新横浜駅前公園 

26 日 木 
10 時 00 分から 

16 時 00 分まで 

ほくほくフェスタ 

（13 時から社会福祉大会、 

14 時から区民フォーラム） 

港北公会堂 

閉会 

 

その他調整事項 

 

 

 

◆港北区連合町内会定例会の資料は、ホームページに掲載しています◆ 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/sinkou/kurenkai/ 

 港北区連合町内会 定例会資料    で 検索 


