港北区連合町内会 １月定例会
平成 29 年 1 月 20 日（金）午後 3 時 30 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 予備自衛官補の募集ポスターについて（掲示依頼）
［資料１］
防衛省自衛隊横浜出張所

服部

所長

予備自衛官補の募集を行いますので、ポスターの掲示のご協力をお願いします。予備
自衛官補とは、一般の社会人や学生といった自衛官未経験者を「予備自衛官補」として
採用し、教育訓練終了後「予備自衛官」として任用する制度です。
(1)

募集概要
一般公募

受付期間
受験資格
（平成29年７月１日現在）
試験期日

平成28年12月22日（木）から平成29年４月７日（金）まで
18歳以上34歳未満の方

３年間で50日

分

２年間で10日

非常勤の特別職国家公務員

訓練手当
(2)

18歳以上で国家免許資格等保有者

平成29年４月14日（金）～４月16日（日）の間の指定された１日

教育訓練
身

技能公募

日額

7,900円

問合せ先
神奈川地方協力本部横浜出張所
住

所：〒230-0051

鶴見区鶴見中央２－２－４

ダイカンプラザ210号

メール：yokohama-kanagawa@rct.gsdf.mod.go.jp
電話・ＦＡＸ：521-6027
※

◆

詳しくは、

神奈川地本

で検索

１月の合同メールで送付しますので、掲示をお願いします。
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２ 「横濱花ものがたり
示依頼）
［資料２］

フラワーパスポートで花めぐり」のポスターについて（掲

（公財）横浜市緑の協会企画課

山口係長

「2017 日本フラワー＆ガーデンショウ」
「よこはま動物園ズーラシア」及び「横浜イ
ングリッシュガーデン」の各施設を巡って春の花歩きを楽しんでいただくため、告知
ポスターを作成しましたので掲示をお願いします。期間中に区役所や地区センターな
どの市民利用施設で配布している『横濱花ものがたり（裏面がフラワーパスポート）』
（無料）や該当施設のチケット（半券）をご提示いただくと、相互割引などの特典が
受けられます。
(1)

期間
３月 25 日（土）～６月４日（日）

(2)

施設及び特典
2017 日本フラワー＆ガーデンショウ（入場料 300 円引き）
※期間４月１日（土）～４月３日（月）
よこはま動物園

ズーラシア（入園料 100 円引き）

横浜イングリッシュガーデン（入園料 100 円引き）

◆

１月の合同メールで送付しますので掲示をお願いします。

３ 平成 28 年度神奈川県国民保護共同訓練の実施について（情報提供）
［資料３］
総務局緊急対策課安全支援担当

尾﨑課長

横浜市では、 今後開催が予定されている、ラグビーワールドカップ、東京 2020 オリ
ンピック・パラリンピック競技大会等の大規模イベント開催時におけるテロ攻撃に備え
て、国及び神奈川県との共催により、爆発物や生物剤等による緊急対処事態を想定し
た、大規模なテロ災害対処訓練を実施します。
訓練実施中は、会場周辺に多数の緊急車両及びヘリコプター等が集結して訓練を実施
するため、騒音の発生等、御迷惑をお掛けすることと思いますが御理解・御協力くださ
いますようお願い致します。
(1)

実施日時
平成 29 年２月９日（木）10 時から 17 時まで

(2)

実施場所
日産スタジアム（港北区小机町 3300）

(3)

訓練想定概要
当日は、下記の５つの事案について対応する訓練を実施します。
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事案の概要
第１事案

訓練内容
日産スタジアムでの爆破

スタンド内で実動訓練（※１）
を実施

第２事案

近隣集客施設での炭疽菌散布

第３事案

市内中心部での立てこもり

第４事案

みなとみらい地区での爆破物 し、図上訓練（※２）を実施

スタジアム会議室に関係機関が参集

発見
第５事案

県内主要駅での爆破

※１

現地における実践的な模擬状況のもとで、地方公共団体等が参加して訓練する方式

※２

図上において、国や地方公共団体等の対策本部活動等について訓練する方式

(4)

主催
国、神奈川県、横浜市

(5)

訓練参加機関
内閣官房、消防庁、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、警察、消防、自衛隊、
医療機関等

(6)

訓練の参観について
本訓練は公開しますので、参観を希望される場合は当日、９時 50 分までに受付（西
側ゲート広場）にお越しください。

(7)

訓練の中止について
訓練当日は、午前７時までに訓練の実施又は中止の情報を神奈川県のホームページ
に掲載します。（http://www.pref.kanagawa.jp/sys/bsi/portal/1.html）

◆

資料の送付はありません。

４ 「神奈川東部方面線だより」について（回覧依頼）
［資料４］
都市整備局都市交通課鉄道事業推進担当

千葉課長

このたび 「神奈川東部方面線だより」を発行しました ので回覧をお願いします。

神奈川東部方面線事業につきましては、
（独）鉄道・運輸機構が整備主体として工事を
行い、相模鉄道（株） と東京急行電鉄（株）が営業主体として、事業を進めております
が、用地取得の難航に伴う工事の遅れや昨今の建設物価高騰などにより、開業時期およ
び建設費は下記の通りとなる見通しとなりました。引き続き本事業への御理解、御協力
をお願い申し上げます。
(1)

開業時期
相鉄・ＪＲ直通線（西谷～羽沢(仮称)）
：平成 31 年度下期（現認可：平成 30 年度内）
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相鉄・東急直通線（羽沢(仮称)～日吉）：平成 34 年度下期（現認可：平成 31 年 4
月）
(2)

建設費
約 4,022 億円（現認可：約 2,739 億円）

(3)

問い合せ先
ア

独立行政法人

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 東京支社 総務課広報担当

〒105-0011 東京都港区芝公園 2-4-1(芝パークビル) TEL 03-5403-8780
FAX03-5403-8770
イ

http://www.jrtt.go.jp/

東京急行電鉄株式会社 東急お客さまセンター
〒150-8511 東京都渋谷区南平台町 5-6
FAX 03-3477-6109

ウ

TEL 03-3477-0109

http://www.tokyu.co.jp/railway/activity/network/

相模鉄道株式会社 相鉄お客様センター
〒220-0004 横浜市西区北幸 2-9-14 TEL 045-319-2111 FAX 045-319-2191
http://www.sotetsu.co.jp/

◆

１月の合同メールで送付しますので回覧をお願いします。

５

救急車を呼ぶか迷ったときの対応に関するチラシについて（回覧依頼）【市
連会報告】
［資料５］
港北消防署予防課

金井課長

昨年度は例年に比べて救急出動件数が著しく増加し、187,491 件（速報値）と過去最
多を更新しました。救急出動件数が多くなると出動中の救急隊に代わって、遠くの救急
隊が出場するケースが増えますので、現場到着時間が遅くなることが懸念されます。
救急車を呼ぶか迷ったときは医療従事者が相談に応じる「横浜市救急相談センター（年
中無休・24 時間対応）」（♯7119）を利用し緊急性について相談してください。救急車
の適切な利用に御理解と御協力をお願いするためチラシの回覧をお願いいたします。
●横浜市救急相談センター（年中無休・24 時間対応）
医療従事者が相談に応じます。
電話番号

♯7119（携帯電話、ＰＨＳ、プッシュ回線の固定電話）
または、045-222-7119（すべての電話で御利用いただけます）

●参考

◆

救急出場件数

平成 28 年

平成 27 年

増△減

横浜市

187,491 件

178,344 件

9,147 件

港北区

14,729 件

14,296 件

433 件

１月の合同メールで送付しますので回覧をお願いします。
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６ 横浜水缶の特典付き販売について（情報提供）【市連会報告】
［資料６］
水道局菊名水道事務所

富井担当課長

水道局では社会的に防災意識が高まる１月から３月を災害対策強化期間と位置づけ、
災害への備えについて意識向上を図ります。その一環として、７年保存できる備蓄飲料
水「横浜水缶」の特典付き販売を実施します ので、この機会にぜひ一人３日分最低９リ
ットルの飲料水の備蓄をお願いします。
(1)

飲料水備蓄キャンペーン（「横浜水缶」の特典付き販売）

ア

キャンペーン期間
平成 29 年１月 17 日（火）から３月 21 日（火）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２：３箱購入ごとに給水リュック１個プレゼント
特典３：10 箱購入ごとに横浜水缶を１箱プレゼント

※3 月 31 日（金）までに配達希望の場合は 3 月 21 日（火）までに注文してください。
(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
配達料：200 円/１箇所（通常時）
配達先：横浜市内に限る（平日・土日祝日の午前 8 時 30 分から午後 9 時まで配達）
(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）
電話：847-6262

◆

ＦＡＸ：848-4281

合同メールで各自治会町内会長あてに送付します。

７

平成28年度第３四半期までの燃やすごみ量実績（速報値）について（情報提
供）【市連会報告】
［資料なし］
資源循環局港北事務所

宮田所長

港北区の４月から12月までの燃やすごみ量の状況について、お知らせします。
期間の目標36,663トンに対し実績36,851トンとなっており、わずかに目標達成に至りま
せんでした。全市的にも目標を達成できず、特に12月が大きく上回る結果となりました。
今後、３月も例年の傾向からごみ量の増加が見込まれます。削減目標達成に向けて、
引き続き、ごみの分別はもとより、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。
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○

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
○

燃やすごみ量（速報値）
４月～12月
港北区
全

市

※目標

(燃やすごみ379g、資源物208g)

【単位：トン】
実績

増(▲)減

差

36,663

36,851

188

0.51%

422,835

428,150

5,315

1.26%

※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。
[参考]

◆

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。

８

平成 28 年度自治会町内会・地区連合町内会アンケート調査の報告書につい
て（情報提供）【市連会報告】
［資料８］
橡木

地域振興課長

昨年６月から７月にかけて実施した「自治会町内会・地区連合町内会アンケート」
について報告書がまとまりました 。調査にあたってはアンケート回答に御協力いただ
きありがとうございました。調査結果報告書につきましては、今後の自治会町内会活動
に対する本市の施策の参考とさせていただくとともに、地区連合町内会長、自治会町内
会長に 1 部ずつお配りしますので今後の活動の御参考にしていただければ幸いです。
調査の概要
調 査 期 間

平成 28 年６月～７月

調 査 対 象

横浜市内の自治会町内会 2,869 団体、地区連合町内会

回答数（率）

単位自治会町内会

地区連合町内会
１

2,530 団体（88.2％）

224 団体（88.9％）

主な調査結果
(1)

自治会町内会長について
・年齢・・・60～70 歳代が約７割
・性別・・・男性が約９割
・在職年数・・・５年未満が半数以上、10 年以上は約１割
6

252 団体

(2)

自治会町内会館について
・会館がある自治会町内会が約６割（1,500 団体）
・会館がある自治会町内会のうち、築 35 年以内の会館(※)を所有する自治会町内
会が約６割（約 950 団体）
（※築年数からみて新耐震基準である建物と思われるもの）

(3)

加入に向けての取り組み
・積極的、どちらかというと積極的に加入を呼びかけていきたい自治会町内会が
約８割

(4)

自治会町内会の運営上の課題など

自治会町内会の運営上の課題

[調査報告書 21 ページ]

・「役員のなり手が少ないこと」を課題とする自治会町内会が約８割でした。
・「会員の高齢化」を課題とする自治会町内会が約６割でした。
具体的な意見(抜粋)
・役員の負担の分散化をもっと推進する必要があるが、若い人達は共働きが多く、忙し
すぎる人が多いため、気がひけてしまう。
・声掛けはしているものの、現役で仕事をされている方は平日の町内会への参加が出来
ないとの理由でなかなか役員のなり手が少ない。
・当町内会も高齢化が進み 70 歳以上が 30%近くになっている。よって今後は福祉を最重
点とする必要がある。
役員のなり手を増やすための工夫

[調査報告書 22 ページ]

＜取組(1,260 件のご意見のうち抜粋)＞
・祭礼及び防災訓練、地域の行事に参加してくれている若い人たちに積極的に声かけを
して、後継者育成に心がけています。
・今年度より自治会組織に「サポーターズ クラブ」を新設した（若い人にあまり時間的
な縛りをかけず自由な時にイベントを手伝ってもらうチーム）。
・次世代の役員の担い手として、青年部を立ち上げました。また、子ども会の育成。
・行事ごとはマニュアル化し、新たな役員でも分かるようにしています。
・役員会、行事等の参加を強制しない。役員会、打合せ等の時間を短縮する。
行事の参加者を増やすための工夫

[調査報告書 23 ページ]

＜取組(1,281 件のご意見のうち抜粋)＞
・行事ごとは参加団体を募集し自主的に運営してもらう。内容の幅が広がり役員負担軽
減にもつながった。
・行事にはできるだけ自治会内の各種団体（子ども会、老人クラブ、民生委員、婦人部(女
性部)等）に企画・立案から参加していただく。
・もちつき大会では、親子で参加している家族に親子でもちをついている写真をとり、
贈呈している。好評で参加者が増加している。
※調査報告書は下記ホームページでもご覧いただけます。(平成 29 年１月 13 日掲載予定)
URL：http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/tishin/jitikai/tyosa/

◆

１月の合同メールで各自治会町内会長あてに送付します。
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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

港北区青少年指導員協議会広報紙「港北青指第 38 号」の発行について
[資料９－１]

２

還付金詐欺注意喚起チラシについて［資料９－２］

◆掲示のお願い（合同メールで送付します）
１

港北区青少年指導員研修会について[資料９－３]
(1)日時：平成 29 年３月 18 日（土）18 時～20 時（予定）
(2)会場：港北公会堂ホール
(3)入場：無料（事前申込不要）
(4)問合せ先：港北区青少年指導員協議会事務局（港北区役所地域振興課内）
電話:540-2240

２

担当:高橋

港北区スポーツシンポジウムについて[資料９－４]
(1)日時：平成 29 年 2 月 18 日（土）14 時～（開場 13 時 30 分）
(2)会場：城郷小机地区センター
(3)入場：無料（事前申込不要）
(4)問合せ先：港北区体育協会

電話：533-0865

港北区スポーツ推進委員連絡協議会

電話：540-2240

◆情報提供（合同メールで送付します）
１

「お助けカード」の配布について【市連会報告】[資料

２

「活き生きスポ進第 57 号」の発行について[資料９－６]

９－５]

◆情報提供（合同メールの送付はありません）
１

第 30 回港北区グラウンドゴルフ大会の周知について[資料９－７]
(1)日時：平成 29 年３月５日（日）８時 45 分から（開会式）
(2)会場：鶴見川樽町公園多目的広場
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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

8

※本日の区連会の資料発送は 23 日（月）です。
２月の主なスケジュール
10 時 00 分から 第 29 回大倉山観梅会
18 日

土

（開会式）
14 時 00 分から
16 時 30 分まで

22 日

水

（会期は 19 日まで）
港北区スポーツシンポジウム

14 時 00 分から 区連会２月定例会

大倉山公園梅林
城郷小机地区センター

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（木）
25 日

土

28 日

火

（時間未定）

J1 リーグ開幕戦
（対 浦和レッズ）

14 時 00 分から 港北区明るい選挙推進大会

日産スタジアム
横浜ラポール

３月の主なスケジュール
10 時 30 分から
３日

金
13 時 05 分集合

５日

日

７日

火

18 日

土

22 日

水

8 時 45 分から
（開会式）
16 時 00 分から
18 時 00 分まで
18 時 00 分から
20 時 00 分まで

新横浜駅周辺混乱防止
対策訓練

新横浜駅周辺

横浜市自治会町内会長永年在

区役所特別会議室集合

職者表彰式

（会場：市長公舎）

第 30 回港北区グラウンドゴ

鶴見川樽町公園

ルフ大会

多目的広場

港北区自治会町内会長感謝会

ソシア 21

港北区青少年指導員研修会

港北公会堂

14 時 00 分から 区連会３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（木）
※第 25 回小机城址まつり：4 月 9 日（日）
・小机城址市民の森ほか

閉会

その他調整事項
・港北区賀詞交換会実施報告
・駅伝大会結果報告
・平成 29 年度区連会開催予定について
・地域のチカラ応援事業募集
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