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港北区連合町内会 ７月定例会 
 

令和元年７月 22日（月）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 「神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」による保険義務

化等について（回覧依頼）【市連会報告】［資料１］ 

 

◆ 合同メールで自治会町内会あてに送付します。 

道路局交通安全・自転車政策課 酒井課長 

 

 平成31年４月１日に「神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が

施行されました。これに伴う、10月１日からの自転車損害賠償責任保険等の加入義務

化について周知のご協力をお願いいたします。 

 

（１）条例の概要 

ア 自転車の安全適正利用のための取組み 

  県、県民、自転車利用者等の責務や取組みについて規定する。 

 ・県による総合的な施策の策定・実施と県民等への情報の提供・支援 

 ・県の施策に対する県民、事業者、交通安全団体の協力 

   ・自転車利用者による自転車安全利用の実施 

  イ 交通安全教育の実施 

    学校、家庭等における交通安全教育について規定する。 

   ・学校における交通安全教育、指導・啓発 

   ・自転車通勤の従業員に対する自転車安全利用の教育・啓発 

   ・幼児、児童及び高齢者へのヘルメット等の着用 

  ウ 自転車損害賠償責任保険等の加入義務化 

    自転車利用者等に自転車損害賠償責任保険等の加入を義務付けるとともに、自転

車小売店や学校における加入の確認について規定する。 

   ・自転車利用者、保護者、事業者、自転車貸付業者の保険加入義務 

   ・自転車小売業者による自転車購入者等の保険加入の確認 

   ・学校における自転車通学者の保険加入の確認 
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２ 令和元年度大規模地震時医療活動訓練の実施のお知らせ（回覧依頼） 

【市連会報告】［資料２］ 

 

◆  合同メールで自治会町内会あてに送付します。 

医療局医療政策課 種子田担当課長 

 

９月７日（土）に内閣府主催による「令和元年度大規模地震時医療活動訓練」が神奈

川県において実施されます。 

当日は、県外からＤＭＡＴ（※）車両が参集し、大規模な病院等に配備されるため、

市内各所で車両の通行があるほか、参加病院等で訓練を実施しています。（診療に影響

はありません。） 

 

ＤＭＡＴ：医師、看護師、業務調整員等からなる大規模災害時に被災地外から急行する医療チーム 

 

（１）実施日時 ９月７日（土）８時～17時 

（２）訓練想定 都心南部直下地震（M7.3（暫定値）/最大震度７） 

（３）訓練参加機関（予定） 

   横浜市医師会、港北区医師会のほか数区の医師会、横浜市薬剤師会、 

各訓練参加病院（菊名記念病院、高田中央病院、横浜労災病院）、各種協定締結先、

各区局及び他関係機関       

（４）主な訓練内容 

  ・病院内訓練  災害本部運営訓練 

  ・屋外での訓練 ヘリコプターや車両での患者搬送訓練など 

          日産フィールド小机にて、ヘリによる搬送訓練を実施します。 

          （時間未定）    

 

※市民の皆様の参加はありません。また、施設内でのご見学は出来ません。 

 

３ 「横浜にぎわい寄席 港北区民優待デー」のお知らせ（回覧依頼）［資料３］ 

 

◆  合同メールで自治会町内会あてに送付します。 

文化観光局文化振興課 鬼木担当課長 

 

中区野毛町にある『横浜にぎわい座』では、毎月１日から７日まで、落語や色物（太

神楽曲芸、奇術など）をお楽しみいただける『横浜にぎわい寄席』を開催しています。 

この度、港北区制 80周年を記念して、10月の『横浜にぎわい寄席』を港北区民優待デ

ーとし、港北区在住、在勤、在学の皆さまを対象に当日券を優待価格にてご案内いたし

ます。 

   

 （１）日時 

    10月１日（火）～10月７日（月） 全日 14時開演（開場 13時 30分） 
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（２）区民優待価格 

    当日券（当日窓口販売のみ取扱） 

    一般・シニア 2,000円（通常：一般 2,800円、シニア(65歳以上)2,700円） 

    学生（高校生以上）1,000円（通常：1,500円） 

    こども（中学生以下）700円（通常：1,000円） 

    障害者手帳をお持ちの方（同伴１名様まで同料金）1,000円（通常：1,500円） 

（３）対象者 

    港北在住・在勤・在学の方 

        当日、窓口にて区内在住・在勤・在学であることを確認できる、免許証・名刺・

学生証等をご提示ください。 

 

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（周知依頼） 

［資料４］ 

 

◆  合同メールで自治会町内会長あてに送付します。 

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、港北

区では今年度も消防局補助事業と連携して、「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。 

 

(1) 補助対象 

自治会、町内会及び地区連合町内会、商店街等 

(2) 優先順位 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順 位 町 丁 目 
順位１ 
対策地域 
（延焼の危険性

が高い地域） 

高田東一丁目、高田東四丁目、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、新吉田東七丁目、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 

上記以外の町丁目 



4 

 

(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） 

(4) 申請手続き 

・申請期間：９月２日（月）～10月 31日（木） 

・提出先：港北区役所総務課 防災担当 （電話：540－2206） 

・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。 

 

５ 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５］ 

 

◆ 合同メールで自治会町内会長あてに送付します。 

 

小野 地域振興課長 

 

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：８月 31日（土）10:00から 12:00まで（9:30開場）・南区役所  

      第２回：９月８日（日） 10:00から 12:00まで（9:30開場）・泉区役所  

      第３回：９月 14日（土）10:00から 12:00まで（9:30開場） 

         港北区役所 ４階１・２号会議室 

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） 

 

 

 

 

 

【港北区役所での開催について】 

日時：９月 14日（土） 10:00から 12:00まで（9:30開場） 

会場：港北区役所 ４階１・２号会議室 

事例発表会：「マンション町内会の夢 ～子供の笑顔が町の財産～」 

    発表者 大倉山ハイム町内会 牧野会長 
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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：９月 21日（土）14:30から 16：00まで（14:00開場） 

           神奈川県立かながわ労働プラザ ３階ホール 

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：(2)の講習会の出欠に関わらず、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

使用させていただく場合もあります。 

(4) 申込締切：８月 16日（金）まで 

(5) 申し込み方法 

  ア 参加者：別紙申込書を地域振興課へ郵送又はご持参されるか、ＦＡＸでお申込

ください。 

      港北区地域振興課 港北区大豆戸町 26番地１ 

電話：540－2235 FAX：540－2245 

イ  会報：紙で提出される場合は会報紙２部を地域振興課へご提出ください。 

    データで提出される場合は次のあて先にお送りください。 

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

 

６ 自治会・町内会のホームページアドレスの提供について（依頼）［資料６］ 

 

◆ 合同メールで自治会町内会長あてに送付します。 

 

  小野 地域振興課長 
 

港北区では、地域活動に関心のある方などを対象に地域運営の考え方や取組事例を学

ぶ「港北つなぎ塾」を毎年開催しています。 
昨年度は「地域情報を共有し次世代につなぐ」をテーマに開催し、ホームページで情

報発信している自治会町内会、市民活動団体等の交流の場づくりを進めるために「港北

つなぎ塾」のホームページを立ち上げました。 
このホームページに自治会町内会、地域施設、活動団体の情報を集約することで、ゆ

るやかなつながり作りを進めます。ついては、ホームページで情報発信している自治会・

町内会におかれましては、ＨＰアドレスの提供をお願いします。 
 
依頼事項：自治会町内会のホームページアドレスの提供 

趣旨にご賛同いただいた自治会町内会におかれましては、次の送信先 

（Eメールアドレス）にご連絡ください。 

[送信先]  

ko-chikara@city.yokohama.jp （地域振興課 地域力推進担当） 

 

 

mailto:ko-chikara@city.yokohama.jp
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７ 横浜市樽町地域ケアプラザ分室の開所について 

（回覧依頼【綱島、樽町、師岡、大曽根の４地区のみ】）［資料７］ 

 

◆ 合同メールで該当地区の自治会町内会あてに送付します。 

 

秋元 福祉保健課長 

 

  横浜市樽町ケアプラザ分室が「つなしま相談室」として７月１日に開所しましたので、

お知らせします。 

 

 （１）営業時間 月～金曜日 9:00～17:00 

 （２）所在地等 港北区綱島東２－１２－１９ 福島ビル４階 

         ℡ ５３４－１２２０ FAX ５４５－１０２０ 

 

小野 地域振興課長 

８ 全戸配布のお願い 

「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月下旬に配送業者から、各自治会町内会の広報配布責任者あて直接送付します。 

配送手数料は、１部につき２円でお願いします。 

 

９ 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 ラグビーワールドカップ 2019™の交通規制について［資料９－１］ 

    ６月区連会にて依頼しましたラグビーワールドカップの交通規制のチラシを添付し

ました。今月の合同メールにて各自治会町内会あてに送付します。 

２ ラグビーワールドカップ 2019™開催に向けたファンゾーン告知ポスターの掲出につ

いて（掲示依頼）【市連会報告】［資料９－２］  

「ラグビーワールドカップ2019™ファンゾーン in 神奈川・横浜概要」 

(1) 開催日時 ９月 20日（金）から 11月２日（土）までの土日を中心とする 15日間 

開催時間は 12時から 22時を基本としますが開催日により異なります。 

(2) 会  場 臨港パーク 

  (3) 主な内容  試合観戦（パブリックビューイング）、飲食販売、ステージ.イベント、

ラグビー体験など 

(4) そ の 他  入場無料  

入場時に手荷物検査を実施します。飲食物の持込みは不可となります。 

また、当日の来場者数により、入場制限をかける場合があります。 
３ 災害時の医療機関・薬局での診療・開局告知「のぼり旗」掲出訓練について 

  ［資料９－３］ 
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４ 横浜音祭り２０１９開催周知に係るポスター掲出依頼について 

【市連会報告】［資料９－４］ 

横浜音祭り２０１９事業概要 

(1)開催期間・会場：９月 15日（日）から 11月 15日（金）まで（62日間）・市内全域 

(2)主  催：横浜アーツフェスティバル実行委員会  

(3)共  催：横浜市、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 

(4)内  容：オールジャンルの音楽フェスティバル 

５ 港北区制 80周年記念 港北芸術祭「チェロアンサンブル」公演について 

［資料９－５］ 

(1) 日時 10月 19日（土）15時開演（14時 30分開場） 

(2) 場所 港北公会堂 

（3）入場料 前売 一般 2,500円 中学生以下 1,000円 

      当日 一般 3,000円 中学生以下 1,500円 

６ 市税及び保険料における口座振替勧奨ポスターについて［資料９－６］ 

７  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９－７］ 

 

10 情報提供 

 １ 第 12回菊名ウォータープラザまつりの開催の周知について［資料 10－１］ 

◆  資料の送付はありません。 

(1) 日時 10月５日（土）10～15時（小雨決行、荒天中止） 

(2) 会場 菊名ウォータープラザ 屋外駐車場及び４Ｆ会議室 

       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) テーマ「令和の始まりを、ヨコハマの水と共に」 

  ２ 「活き生きスポ進」第 65号の発行について［資料 10－２］ 

◆  合同メールで自治会町内会あてに送付します。 

内容 各地区の年間行事一覧等 

          

11 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 
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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。 

 

【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。 

 

◆７月の合同メールは７月 24 日（水）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 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/kurashi/kyodo_

