港北区連合町内会 ５月定例会
平成 29 年５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

平成 29 年度以降の災害用地下給水タンク開設作業について（情報提供）
【市連会報告】［資料１］
水道局

菊名水道事務所

渡邉

所長

水道局では、災害時に市民の皆さまが主体となって飲料水を確保できるよう、災害用
地下給水タンクにおいて、地域防災拠点運営委員、区役所等と連携し、応急給水訓練を
実施しています。
平成 28 年４月の熊本地震での課題を踏まえ、横浜市管工事協同組合との連携強化を図
ることで、応急復旧や応急給水等に必要な従事者や材料を確保することとします。
この取組の一つとして、平成 29 年度から、災害用地下給水タンクでの防災訓練及び発
災時における応急給水作業におきまして、横浜市管工事協同組合が市民の皆さまの補助
として参加しますのでお知らせします。
(1) 横浜市管工事協同組合の訓練への関わり
これまでの訓練は、地域防災拠点運営委員や参加者などに、災害用地下給水タン
ク開設の作業を担っていただきました。
しかし、地域防災拠点によっては開設作業を実際に担うことができる人材が不足
してしまうことも想定されるため、平成 29 年度から横浜市管工事協同組合が災害用
地下給水タンクの応急給水訓練に参加します。
(2) 横浜市管工事協同組合の発災時の関わり
発災時、横浜市管工事協同組合の組合員は災害用地下給水タンクに参集し、地域
の実情に応じて、区民の皆さまによる開設作業の補助として、主に弁室内の安全確
認等の作業を実施します。
※

５月 26 日（金）開催の港北区地域防災拠点運営委員会連絡協議会総会でも改め
て御説明いたします。

◆

資料の送付はありません。
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２

「横浜市介護予防・生活支援サービス補助事業」について（周知依頼）
【市連会報告】[資料２]
柳下

高齢・障害支援課長

介護保険制度の一つとして、平成 29 年度から有償・無償のボランティア等が高齢者を
支援する団体に対する補助事業を開始します。
説明用チラシを作成しましたので、地域において補助事業に該当するような活動を行
う団体がありましたら配付いただき、地域ケアプラザ等を御案内いただきますよう、お
願いいたします。

◆

合同メールで各自治会町内会長あてに資料を送付します。

３ 「平成 28 年度港北区区民意識調査」の結果と「平成 29 年度港北区運営方針」
及び「港北区内で行われる主な整備事業」について（情報提供）［資料３］
山本 区政推進課長
港北区では、４年に一度区民の皆様に対して、港北のまちや区政に対する意識などを
おうかがいし、今後の区役所の運営に役立てるためのアンケートを実施しています。昨
年度実施しました調査の結果がまとまりましたので御報告いたします。
また、あわせて策定した平成 29 年度港北区運営方針及び港北区内で行われる主な整備
事業についてお知らせします。
※

平成28年度港北区区民意識調査結果、平成 29 年度港北区運営方針、港北区内で行
われる主な整備事業について、それぞれ港北区ホームページで御覧いただけます。
・平成28年度港北区区民意識調査結果
http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/suisin/kikaku/tyousa/h28/
・平成 29 年度港北区運営方針
http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/suisin/kikaku/uneihoushin/
・港北区内で行われる主な整備事業
http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/suisin/kikaku/syuyoujigyou/

<平成28年度港北区区民意識調査結果について（抜粋）>
ア

満足している公共サービス
項目

（％）

１位

バス・地下鉄などの便

67.5

２位

ごみの分別収集、リサイクル等

41.1

３位

身近な住民窓口サービス

31.9

４位

幹線道路や高速道路の整備

31.5

５位

公園の整備

28.3
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イ

今後、充実すべき公共サービス
H28

◆

４

H24

１位

通勤・通学・買い物/道路や歩道の整備

道路や公園の管理

２位

最寄り駅周辺の整備

災害に強いまちづくり

３位

商店街の振興

子育て不安の軽減などの子育て支援

４位

地震などの災害対策

区役所からの広報などの情報提供

５位

防犯対策

高齢者の見守り支援などの高齢者福祉

資料の送付はありません。

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（合同メールで送付します）
１

港北芸術祭「日野皓正クインテット」公演について
(1) 日

時：平成 29 年９月 10 日（日）

(2) 会

場：港北公会堂

(3) 入場料：一般
中学生以下

[資料４－１]

17 時 00 分から 19 時 30 分まで（予定）

2,500 円（当日

3,000 円）

1,500 円（当日

2,000 円）

(4) 前売券：６月 20 日（火）販売開始
（販売場所）電子チケットぴあ、ローソンチケット、東急トラベルサロン日吉駅、
天一書房大倉山店・綱島店、港北区役所 3 階売店
(5) お問合せ：港北区役所地域振興課
電話
２

540-2239

港北芸術祭「まぼろしの篠原城」公演について [資料４－２]
(1) 日
(2) 会

時：平成 29 年 10 月 28 日（土）

18 時 30 分から 20 時 00 分まで（予定）

平成 29 年 10 月 29 日（日）

14 時 00 分から 15 時 30 分まで（予定）

場：港北公会堂

(3) 入場料：一般
中学生以下

2,500 円（当日

3,500 円）

1,000 円（当日

1,500 円）

(4) 前売券：６月 20 日（火）販売開始
(販売場所）電子チケットぴあ、ローソンチケット、東急トラベルサロン日吉駅、
天一書房大倉山店・綱島店、港北区役所 3 階売店
(5) お問合せ：港北区役所地域振興課
電話

540-2239
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◆掲示のお願い（合同メールで送付します）
１

防衛大学校・防衛医科大学校オープンキャンパスについて[資料４－３]
(1) 日時：平成 29 年 7 月 20 日（木）（防衛医科大学校医学科）
平成 29 年 7 月 21 日（金）（防衛医科大学校看護学科）
平成 29 年 7 月 22 日（土）・23 日（日）(防衛大学校）
(2) 場所：防衛大学校

神奈川県横須賀市走水 1-10-20

防衛医科大学校

埼玉県所沢市並木 3-2

(3) 参加方法：電話または QR コードから事前の申し込みが必要
(4) 申し込み先：防衛省自衛隊神奈川地方協力本部横浜出張所
電話：521-6027
(5) 必要事項：希望日（希望の大学校・学科名）・氏名・年齢・連絡先
２

横浜労災病院の市民公開講座「知って得する健康講演会」チラシについて
[資料４－４]
(1) 日時：平成 29 年７月６日（木）
14 時 00 分から 16 時 00 分まで（開場 13 時 30 分）
(2) 会場：横浜ラポール

横浜市港北区鳥山町１７５２

(3) 参加方法：当日先着 300 名（参加費無料・事前申込不要）
(4) プログラム
第１部「食の常識!!それって本当？～Ｑ＆Ａで考えてみよう～」
講師：横浜労災病院

栄養管理室長

長谷部

武

第２部「アトピー性皮膚炎って治るの？」
講師：横浜労災病院
３

皮膚科部長

齊藤

典充

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４－５]

◆情報提供（合同メールで送付します）
１

個人情報保護法改正に伴う各種団体向け個人情報取扱い説明会 [資料４－６]
老人会、子ども会、ＮＰＯ法人などの各種団体向けに説明会を開催します。
＜第１回説明会について＞

(1) 日時：平成 29 年６月 27 日（火）
19 時から 20 時 50 分まで（受付 18 時 30 分開始）
(2) 会場：港北公会堂

ホール

(3) 申し込み期限：平成 29 年６月 22 日（木）
(4) 申し込み方法
ア

FAX・郵送の場合：チラシ裏面の申込書に御記入の上、市民局市民情報課ま
でお送りください。（FAX:045-664-7201）

イ

Ｅメールの場合：sh-kojin@city.yokohama.jp まで必要事項（代表者名・参
加人数、所属団体名、電話番号、参加希望回）をメール本
文に記入してお送りください。

※

お電話での申込みは受け付けておりません。
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◆募金協力のお願い（自治会町内会長あてに直接送付します）
１

平成 29 年度日本赤十字社会費の募金について（協力依頼）[資料４－７]
※

平成 29 年度４月 21 日開催の日本赤十字社港北区地区委員会での決定を受け、
資料を送付するものです。

６

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
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※本日の区連会の資料発送は 24 日（水）です。
26 日

金

10 時 00 分から
11 時 30 分まで

港北区地域防災拠点運営委
港北公会堂
員会連絡協議会 総会

６月の主なスケジュール
４日

５日

22 ⽇

日

月

⽊

17 時 00 分
（キックオフ）

横浜 F･マリノス×川崎フロンターレ
「YOKOHAMA City Special」

日産スタジアム

13 時 30 分から
14 時 30 分まで

個人情報の取り扱いに関す
る自治会町内会向け説明会

区役所１号会議室

15 時 00 分から
16 時 00 分まで

ふるさと港北ふれあい
まつり実行委員会

区役所１号会議室

16 時 00 分から
16 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
（企画委員のみ）

14 時 30 分から
15 時 00 分まで

港北観光協会総会

区役所１号会議室

15 時 00 分から 区連会６⽉定例会
四役会は 14 時 00 分から

／

※

区役所１号会議室

資料発送は 23 ⽇（⾦）

７月の主なスケジュール
８日

土

11 時 30 分から
13 時 30 分まで

夏の交通事故防止運動キャ
ンペーン

トレッサ横浜

14 日

金

10 時 00 分から
12 時 00 分まで

港北 AAA 作戦会議

区役所１号会議室

14 時 30 分から
15 時 00 分まで

大倉山観梅会実行委員会

区役所１号会議室

21 ⽇

⾦

15 時 00 分から 区連会７⽉定例会
四役会は 14 時 00 分から
30 日

日

7 時 00 分から
20 時 00 分まで

／

区役所１号会議室

資料発送は 24 ⽇（⽉）

横浜市長選挙

（告示日：７月 16 日）

※

６月５日の「個人情報の取り扱いに関する説明会」について
説明会とは別に、自治会町内会向けの「個人情報取扱ルール」
「名簿作成時の会員向
け依頼文」など、
「ひな型」をまとめた資料集を、すべての自治会町内会長あてに別途
送付いたします。
※ 自治会町内会現況届／地域活動推進費・防犯灯維持管理費補助金／「町の防災組織」
活動費補助金
申請締切 ６月 30 日（金）

閉会

その他調整事項
・「弾道ミサイル落下時の行動」に関する広報よこはま６月号での周知について
【市連会報告】
◆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◆
（定例会開催当⽇の⼣⽅ 17 時以降に掲載されます）
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
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