港北区連合町内会 １月定例会
令和２年１月 22 日（水）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 令和元年台風15号等に係る住宅修繕緊急支援事業の開始について（情報提供）
【市連会報告】［資料１］
◆ 合同メールで自治会町内会長あてに送付します。

建築局住宅政策課

松本課長

令和元年台風15号等により、半壊又は一部損壊した住宅について、耐震性の向上等に
資する修繕工事に対する補助事業を開始しました。
【住宅修繕緊急支援事業の概要（台風15号等による被害が対象）】
ア 対象となる方
対象災害により次の全てに該当する方
① 半壊又は一部損壊のり災証明書が交付された住宅の所有者
② 自らの資力では住宅の修繕を行うことができない者
イ 対象工事
対象災害により次の全てに該当する方
① 令和元年９月９日以降に着手したもの
（工事が既に完了しているものも対象となります）
② 損傷した屋根※1 又は外壁等※2 について耐震性の向上等に資する修繕工事※3
※1 屋根材（棟・破風・軒裏を含む）の張替等及び関連工事が対象ですが、雨樋のみの工事は対象外です
※2 外壁の補修とともに筋交い、構造用合板、破損した柱等の構造部材の修繕を行うものが該当します
バルコニーは対象外です
※3 「耐震性等の向上に資する修繕確認書」により確認します（建築士または施工業者による証明が必要）

③ 補助対象となる工事に要する費用が 10 万円以上（税込）であるもの
ウ 補助金額 補助対象工事費の20％（上限30万円）
エ 受付期間 令和元年12月20日（金）～令和２年３月10 日（火）
オ 相談受付 建築局住宅政策課 ℡ 671-3975
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２ 令和元年台風 19 号災害義援金の支給について（情報提供）［資料２］
【市連会報告】
◆ 合同メールで自治会町内会長あて送付します。
秋元

福祉保健課長

神奈川県、日本赤十字社神奈川県支部、神奈川県共同募金会で募集している「令和元年台
風第 19 号災害義援金」において、被害を受けた市民の皆様に、義援金の支給を開始します。
(1)

神奈川県等が募集している義援金の概要
ア 募集期間
令和元年 10 月 25 日～2 年 1 月 31 日
イ 募集総額
12 月２日時点で、約２億３千万円の募金
ウ 本市への一次配分
県から横浜市への一次配分額は、2,604 万円です。
県が定めた下記の基準をもとに、横浜市の被害件数を踏まえ配分されました。
[配分基準]
全壊 20 万円、半壊 10 万円、一部損壊 2 万円、床上浸水 2 万円
２月以降、県から二次配分がされる見込みです。（詳細は未定）
(2) 本市被災者への支給
県の配分基準に沿って、健康福祉局福祉保健課で被災された市民の皆様に支給します。
詳細は、別添チラシをご参照ください。
健康福祉局福祉保健課から、対象の罹災証明書が発行されている世帯に、ご案内及び
申請書を郵送しますので、届きましたら、記入のうえ、必要書類を添付し、ご返送くだ
さい。
対象の被害区分が記載された罹災証明書を、原則２月末までに取得した方に支給しま
すので、罹災証明書未取得の方は消防署に連絡してください。
(3) 問合せ先 健康福祉局福祉保健課 ℡ 671-4044

３ 飲料水備蓄促進キャンペーン「横浜水缶」特典付き販売について（情報提供）
［資料３］
◆ 合同メールで自治会町内会長あてに送付します。
菊名水道事務所

渡邉所長

水道局では日頃より災害の発生に備えて、ご家庭や企業等において、1 人 1 日 3 リット
ル、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。防災意識が高まる１月
から３月にかけて飲料水備蓄促進キャンペーン「横浜水缶」特典付き販売を実施します。
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(1) 飲料水備蓄促進キャンペーン
ア キャンペーン期間
１月９日（木）から３月 21 日（土）ご注文分まで
イ 特典
特典１：期間中のご注文は配達料無料（通常一か所 200 円）
特典２：10 箱購入ごとに横浜水缶を１箱プレゼント
※ 特典２は、配達先ごとに箱数を数えます。また、はまっ子どうし The Water は、
特典付き販売の対象外です。
(2) 備蓄飲料水「横浜水缶」の販売について
販売価格：横浜水缶 １箱（500mℓ缶 24 本入 計 12ℓ）1,800 円（税込）
賞味期限：製造日から７年
配 達 先：横浜市内
配 達 料：200 円/１か所（通常時）
※ キャンペーン期間中（３月 21 日注文分まで）は配送料無料です。
(3) 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）
はちよんなな

℡

045- 847 -6262

FAX

045-848-4281

４ 新市庁舎への移転及び内覧会の実施について（情報提供）【市連会報告】
［資料４］
◆ 資料の送付はありません。
橡木

総務課長

新市庁舎は１月末に竣工します。今後は２月から什器の搬入、４月から６月にかけて
引越しを行い、６月29 日（月）に全面供用開始となります。
内覧会を３月下旬に行いますので執務室や議場などをご覧ください。
(1) 新市庁舎への移転について
４月13 日（月）から一部業務を開始し、６月29 日（月）に全面供用開始
（全ての局統括本部の移転が完了）となります。
(2) 内覧会の実施について
ア 日時：３月28 日（土）、29 日（日）10：00～15：00
イ 場所：横浜市新市庁舎（中区本町６丁目50番地の10）
ウ 参加方法：どなたでもご覧いただくことができます。
（当日は直接、新市庁舎へお越しください。なお、庁舎内の駐車場はご利用
いただけませんので、公共交通機関でお越しください。）
※内覧会の詳細は、広報よこはま２､３月号及び横浜市ホームページにてご案内します。
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小野
５

地域振興課長

情報提供
◆ ４､５について合同メールで自治会町内会長あて送付します。
１ 「港北区地域スポーツ功労者表彰」受賞者の決定について［資料５-1］
各地区連合町内会長のご出席を依頼します。

２ 令和元年度 港北区青少年指導員被表彰者について［資料５-2］
３ 「区民フォーラム」の開催について（10 月 25 日順延分）［資料５-3］
(1)
(2)
(3)
(4)

４

地域のチカラ応援事業の募集について［資料５-4］

(1)
(2)
(3)

５
６

タイトル：いろんな共生みつけた！
日時：２月 12 日（水）13:00～15:00
会場：菊名ウォータープラザ４階（港北区大豆戸町 155 番地）
問合せ先：港北区役所福祉保健課 ℡ 540-2360
応募受付期間：２月 17 日(月)～３月 16 日(月)
募集コース：「地域元気づくりコース(一定エリアで自治会町内会と連携した団体の
活動を対象としたもの)」など４コース
問合せ先：港北区役所地域振興課
℡540-2247

「活き生きスポ進」第 66 号の発行について［資料５-5］
港北駅伝大会（1 月 19 日開催）の結果について［資料５-6］

６ 掲示のお願い（合同メールで自治会町内会あてに送付します。）
１ 区民のための災害対策講座について［資料６-1］
(1)
(2)
(3)
(4)

日時：３月 14 日（土）14：00～16：00
会場：港北公会堂
定員：300 人（申込不要、直接会場にお越し下さい。）
講座：「災害医療の特殊性」「災害時の食事が変わる！非常食を見直そう」
「在宅避難生活におけるトイレ事情と対策」
(5) 問合せ先：（一社）横浜市港北区医師会 ℡ 433-2367
２ 第 32 回大倉山観梅会の開催について[資料６-2]
(1) 日時：２月 22 日（土）、23 日（日） 両日とも 10:00～16:00
開会式 ２月 22 日（土）10：00～10:30
(2) 会場：大倉山公園梅林・大倉山記念館
(3) 内容：野点、ステージ、大倉山梅酒「梅の薫」の新酒の試飲等
(4) 問合せ先：港北区大倉山観梅会実行委員会事務局 ℡ 540-2234
３ 2020 年春巡業 大相撲横浜アリーナ場所の開催について[資料６-3]
(1) 日時：４月 25 日（土）９時開場
(2) 区民招待：50 組（100 名）（詳細は広報よこはま２月号に掲載）
(3) 問合せ先：(株)横浜アリーナ ℡ 474-4000
４ 港北芸術祭「狂言」公演について[資料６-4]
(1) 日時：４月 19 日（日）13:30 開場 14:00 開演
(2) 会場：港北公会堂
(3) 問合せ先：港北区役所地域振興課 ℡ 540-2239
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５ 「シニアの祭典」の開催について[資料６-5]
(1) 日時：２月 27 日（木）10：00～15：00
(2) 会場：横浜文化体育館
(3) 内容：ステージや活動紹介、シニアスポーツ体験など
(4) 問合せ先：（公財）横浜市老人クラブ連合会
℡ 433-1256

６
７

予備自衛官補（一般・技能）の募集について［資料６-6］
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６-7］

７ 回覧のお願い（合同メールで自治会町内会あてに送付します。）
１ 横浜北西線 広報紙「ほくせいせん」第 15 号の発行について［資料７-1］
開通記念として次のイベントを開催します。
(1)「横浜北西線ファンラン」（２月 29 日開催）
定員：2,020 人（うち地元４区(港北、青葉、緑、都筑)枠 1,000 人）
申込締切：２月２日（日）
ファンラン申込
(2) 一般公開イベント（３月 8 日開催）
ＱＲコード
青葉ジャンクション付近及びトンネル内コースを見学
募集人員：10,000 人程度

２ 講演会「人生 100 年時代
［資料７-2］
(1)
(2)
(3)
(4)

８

変化するセカンドライフへの対応」について

日時：３月５日（木）10：00～12：00
会場：港北公会堂
内容：講演、地域ケアプラザの講座・活動の紹介
問合せ先：港北区社会福祉協議会 ℡ 547-2324

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
・港北区内の火災・救急状況について
(3) その他

◆１月の合同メールは１月 23 日（木）に発送します。

◆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◆
https://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/kurashi/kyodo_
manabi/kyodo_shien/jichikai/kurenkai.html
港北区連合町内会 定例会資料
で 検索
お知らせ
皆様のパソコンや携帯電話等で受信可能な防犯関連情報メールについてお知らせします。
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【港北区防犯情報メール】
パソコン、携帯電話のメールアドレスや FAX 番号を登録するだけで、港北区で発生した街頭犯
罪などの防犯情報を受信することができます。皆様の防犯に是非お役立てください。
港北区内を 4 エリア（北部、東部、西部、南部）に分け、該当エリアで発生したひったくりや空き
巣などの街頭犯罪や不審者情報、振り込め詐欺など身近な犯罪情報をお届けします。
※登録・受信は無料です。（通信料は別途かかります。）

【「ピーガルくん子ども安全メール」について】
神奈川県警では、子どもを犯罪から守るための情報（不審者情報・ちかん・脅迫・暴行等・
凶悪事件の発生・警察からのお知らせ等）を電子メールで携帯電話・パソコンにお送りす
るサービスを行っています。
記載の QR コードから登録手続きが行えます。
その他の詳細は、神奈川県警のホームページを御確認下さい。
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