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港南区連合町内会長連絡協議会４月定例会 

      

                 日 時 平成２５年４月２２日（月）午後１時３０分～ 

                      場 所 港 南 区 役 所 ３ 階 ２ 号 会 議 室                  

○あいさつ 

＊ 会長あいさつ 

＊ 区長あいさつ 

＊ 警察署長あいさつ 

 

○港南区役所職員等の異動について 

○地区担当職員の紹介について 

 

議 題 

第１ 市連報告事項 

 

１－１ 横浜市防災計画「震災対策編」の修正について                   

【総務局】 

             （区連報告事項２－４で説明します） 

１－２ 第２期健康横浜２１について      【健康福祉局】 

（区連報告事項２－５で説明します） 

１－３ 選挙に関するお願いについて     【選挙管理委員会】 

（区連協議・依頼事項３－２で説明します） 

           

１－４ 平成２６年度の自治会町内会館整備について 

                  【市民局】 

（区連協議・依頼事項３－７で説明します） 
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第２ 区連報告事項 

２－１ 防犯・交通事故情報について          ［港南警察署］ 

 

◆区内では、３月末現在、５件の振り込め詐欺が発生し、その被害総額は、約１,１００万円に上り、 

うち４件は息子や孫を騙るオレオレ詐欺の被害でした。 

オレオレ詐欺については、以前はＡＴＭから現金を振り込ませていましたが、現在は手渡しで現金を

受け取る方法に変わっています。 

<参考> 

○発生地区   上永谷２件、丸山台１件、野庭町１件、日野１件 

○被害者    ５０歳代女性１人、７０歳代女性２人、８０歳代女性２人 

   ○現金受取手段 手渡し４件、振込み１件 

○態様     小切手入りのかばんを忘れた３件、仕事で失敗した１件、 

        諸手続きのための保証金 １件 

 

◆３月中の人身交通事故の発生件数は５７件で、前年に比べ発生件数及び負傷者ともに減少している状

況ですが、自転車の関係する人身事故は、発生件数８件で前年比べ増加しています。 

自転車を利用する方は、交通ルールを守り、事故の無いように安全運転に心掛けてください。 

 

 

２－２ 火災状況等報告について        ［港南消防署］ 

 

◆４月１４日現在の火災件数は、市内３４６件、区内２０件で、前年に比べ市内は１８件、区内は７件増

加しています。また、焼損した床面積は市内４,７８４㎡、区内２１４㎡で、前年に比べ市内は２,１８７

㎡、区内は１０３㎡増加しています。市内、区内ともに火災原因のトップは放火（疑いを含む）です。 

 

◆近年の気象変動の影響により想定を超える風水害や、今後、発生が懸念される首都直下型地震等大きな

災害に対し、日頃から、家族や自治会町内会において、食料の備蓄や避難経路、場所等を相互に確認し、

災害に対する備えを万全にしておきましょう。 

 

 

２－３ ヨコハマ３Ｒ夢(ｽﾘﾑ)プランの推進について   

［資源循環局港南事務所］ 

１ 港南区の燃やすごみと総排出量（ごみと資源の総量）の実績（平成２４年度）について 

  

<燃やすごみ量> 

 23年度 24年度 24－23年度 

３月 
排出量(t) 2,688 2,772 84 

原単位(g) 394 409 15 

年度累計 
排出量(t) 34,272 33,922 ▲350 

原単位(g) 425 424 ▲1 
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<総排出量(ごみと資源の総量)> 

 23年度 24年度 24－23年度 

４～１２月 

累計 

総 量(t) 41,829 41,121 ▲708 

原 単 位(g) 689 682 ▲7 

＊原単位とは、１人１日あたりの排出量です。平成２４年度港南区総排出量の原単位の目標は、 

６５４ｇです。 

 

２ 環境事業推進委員だより「３Ｒ夢！通信」第１号の発行について    

 環境事業推進委員の皆さんの活動内容を広く紹介し、活動への理解と協力を求めるとともに、各地域 

で行われている取組を参考としていただくため、環境事業推進委員だより「３Ｒ夢！通信」を作成いた

しました。つきましては、自治会町内会での回覧をお願いいたします。 

  （４月下旬に自治会町内会の指定場所にお届けします。） 

 

問合せ 資源循環局港南事務所 電話 ８３２－０１３５ 

 

 

２－４ 横浜市防災計画「震災対策編」の修正につい

て【市連】            ［総務局危機対処計画課] 

 

横浜市では東日本大震災の教訓や課題など踏まえ、「減災」と「人命最優先の対策の強化」を基本的な

考え方として、横浜市防災計画「震災対策編」の全面的な見直しを進め、修正を行いました。 

このたび、修正計画が確定し、４月から運用を開始しましたので、お知らせいたします。 

なお、本計画は、本市ホームページ「横浜市防災計画」に掲載しております。 

【参考：横浜市防災計画「震災対策編」掲載URL】 

   http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/kikikanri/keikaku/keikaku.html 

本計画の『概要版』は、平成２５年５月中を目途に、各自治会町内会あて配付を予定しております。 

 

問合せ 総務局危機対処計画課 電話 ６７１－４３５９ 

 
 

２－５ 第２期健康横浜２１について【市連】 [福祉保健課］ 

           

この計画は健康増進法に基づく市町村健康増進計画であり、国が進める「健康日本２１（第２次）」の

地方版です。 

  市民の最も大きな健康課題の１つである生活習慣病に着目し、今後１０年間の横浜市の健康づくりの指

針となる第２期健康横浜２１を策定しました。計画期間は平成２５年度から平成３４年度の１０年間とし、

「生活習慣の改善」と「生活習慣病の重症化予防」をテーマに取り組みを進め、１０年間にわたり健康寿

命を延ばすことを基本目標としています。 
 

問合せ 港南区福祉保健課健康づくり係 電話 ８４７－８４３８ 
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第３ 区連協議・依頼事項 
 

３－１ 平成２５年度赤十字社資（募金）募集及び港南

区社会を明るくする運動実施委員会会費への協力

について                      ［港南区社会福祉協議会］ 

    

平成２５年度赤十字社資（募金）募集及び港南区社会を明るくする運動実施委員会会費への協力をお 

願いします。（募金資材の配布は、４月下旬に自治会町内会広報担当者あてに依頼文書とともに配送業者

が配送します。） 

 

【概 要】 

１ 赤十字社資（募金）募集 

    (1)  実施期間   平成２５年５月～８月 

     (2)  募金の予定  一般世帯 ２００円以上、 社員世帯 ５００円以上 

(3)  募金の使途  

アジア・アフリカ等における国際援助活動や国内の地震・風水害等の災害による救済事業、港

南区内で実施する行事への看護師の派遣や救急法講習会事業等に使われます。 

２ 社会を明るくする運動実施委員会会費（募金） 

(1)  会費   一世帯当たり１０円×世帯数（平成２４年１２月 加入世帯数×９７％） 

※加入世帯数は、生活保護世帯数として３％を差し引きます。 

(2)  会費の使途  

       広報活動（リーフレットの配布、街頭キャンペーン等）などの社会を明るくする運動を推進す

る事業や、各種団体（保護司会、青少年健全育成を推進する会等）への助成など青少年健全育成

に関わる事業の経費等に使われます。 

３ 納入方法  

「赤十字社資（募金）」「社会を明るくする運動実施委員会会費」いずれも、平成２５年８月末

日までに郵便振込又は港南区社会福祉協議会へ御持参願います。 

 

問合せ 港南区社会福祉協議会事務局 電話 ８４１－０２５６ 

 

 

３－２ 第２３回参議院議員通常選挙及び市長選挙へ  

の御協力のお願いについて【市連】 

                ［横浜市港南区選挙管理委員会］ 

  

昨年は、年末のお忙しいところ衆議院議員総選挙に御協力いただきありがとうございました。 

さて、本年の夏に次のとおり２つの選挙が行われることになっております。 

つきましては、選挙の執行における、投票管理者・投票立会人の御推薦及び選挙啓発ポスターの掲出に 

ついて御協力をお願いいたします。 
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今後、投票管理者の方には、民間従事者の方々を御推薦いただくことになります。その際、昨年の衆議 

院議員総選挙と同様に、名簿照合におけるパソコン操作につきましても、御推薦いただいた民間従事者の

方々にお願いいたします。 

各投票所内では、交代を行いながら従事していただくため、複数名の方がパソコン操作を行えるよう、 

今回も従事者向けの研修会を開催いたします。夏の時期、連続しての選挙で大変お手数ではございますが、

よろしくお願いいたします。 

また、小中学校の改修工事等により、投票所の運営に関する変更が必要になった場合には随時、御相談 

させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

【選挙日程】 

 １ 第23回参議院議員通常選挙：平成25年７月21日（日）〈想定〉 

 ２ 横浜市長選挙：平成25年８月25日（日） 

 ※国会の会期の延長に伴い、参議院議員通常選挙と横浜市長選挙の選挙期日を同日とすること

が可能となった場合は、横浜市長選挙の選挙期日を変更して、参議院議員通常選挙と同日と

する方針です。 

【依頼事項】 

１ 投票管理者・投票立会人の推薦について 

各投票区域内の自治会町内会から、投票所ごとに、投票管理者(１人)、投票立会人(２人)の御推 

薦をお願いいたします。 

※推薦にあたっては指定の様式を御利用いただき、同封の返信用封筒にて区選挙管理委員会ま

で御返信をお願いいたします。 

提出期限 ： 平成25年５月13日（月）必着 

 

２ 選挙啓発ポスターの掲出について 

各自治会町内会の掲示板に、選挙啓発ポスターの掲出をお願いいたします。 

掲出するポスターは、掲示板の数に合わせた枚数を各自治会町内会長（もしくは広報担当者）様 

あて郵送させていただきます。 

※ポスターは横浜市選挙管理委員会より直送させていただきます。 

※配送日程：第23回参議院議員通常選挙→７月上旬予定   横浜市長選挙→８月上旬予定 

   ※いずれの選挙につきましても、投開票日までの掲出をお願いいたします。 

    

 問合せ  横浜市港南区選挙管理委員会  電話 ８４７－８３０９  

 

３－３「補助金申請の手引き」の更新について 

      ［地域力推進担当・区政推進課・地域振興課・福祉保健課］ 

  

地区連合町内会及び自治会町内会で御活用いただいている「補助金申請の手引き」（平成２３年度作

成）（赤色のクリアブック）について、最新版に更新していただくために、お手数ですが、該当のページ

の差し替えをお願いします。 

問合せ 港南区区政推進課地域力推進担当 電話 ８４７－８３８３ 
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３－４ 「協働の地域づくりについて（区政運営方針の 

説明及び地域での意見交換会）」のお願い 

         ［地域力推進担当・区政推進課］ 

  

    

平成２５年３月１５日に開催した「港南区元気な地域づくり推進フォーラム」において、協働の地域づ 

くりを推進するためには、地域で様々な課題を話し合う機会を継続していくことが重要だとされ、年２回

程度の開催を提案させていただきました。今年度も昨年度同様、地域の意見交換の場等において、区役所

から区政運営方針を説明（おおむね２０分程度）させていただき、御意見を伺えればと存じます。 

つきましては、日程、会場及び開催方法等詳細を地区担当職員と調整いただくようお願い申し上げます。 

 なお、地域での協議の場づくりのための補助金である「地域づくり運営協議補助金」については、昨年

同様に実施させていただく予定です。 

 

問合せ 港南区区政推進課地域力推進担当 電話 ８４７－８３８３ 

 

 

３－５ 平成２５年度港南区地域防犯活動助成事業に

ついて                                 ［地域振興課］ 

 

     

平成２５年度も、防犯パトロール等、地域で自主的な防犯活動を実施する団体に対し、補助金を交付 

する「港南区地域防犯活動助成事業」を実施します。 

  申請を希望される団体につきましては、申請書類の御提出をお願いします。自治会町内会長あてに助 

成事業の要綱及び申請書類等を送付します。(４月下旬に自治会町内会の指定場所にお届けします。) 

 

【概 要】 

 １ 提出書類 申請書類一式 

 ２ 提出期限 平成２５年５月３１日（金）必着 

 

問合せ 港南区地域振興課地域運営推進係 電話 ８４７－８３９１ 

 

 

３－６ 平成２５年度「地域活動推進費補助金及び防

犯灯維持管理補助金」「地域防犯活動補助金」

「町の防災組織活動補助金」の説明会及び「申

請書類の個別相談会(受付)」の開催について  

［地域振興課・総務課］ 
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各種補助金についての全体説明会及び申請書類の個別相談会(受付)を次のとおり開催します。 

自治会町内会長や会計担当の方など申請事務にかかわる方はぜひご参加ください。参加を希望される方 

は、同封の申込書を５月１５日（水）までにご提出ください。 

なお、申請書類の個別相談会(受付)は、事前予約の必要はありませんが、混雑する場合がありますので 

予めご了承ください。(４月下旬に自治会町内会の指定場所にお届けします) 

 

【概 要】 

１ 全体説明会 

補助金の概要や申請方法等について具体的にご説明します。 

日 時：平成２５年５月１８日（土）１０：３０～１２：００ 

場 所：港南区役所別棟２０１、２０２号会議室 

２ 申請書類の個別相談と受付 

補助金について、担当職員がマンツーマンで申請書類の内容を確認し、書類を受け付けます。 

日 時：平成２５年５月１８日（土）１３：００～１６：００ 

場 所：港南区役所別棟２０１、２０２号会議室 

 

問合せ 港南区地域振興課地域運営推進係 電話 ８４７－８３９１ 

 

 

３－７ 平成２６年度自治会町内会館整備費について 

【市連】              [地域振興課］ 

                        

 

自治会町内会館整備助成については、平成25年度より、共助による減災に向けた取組の拠点整備を進め

ることを目的として、耐震化のための建替えや改修に対する補助を拡充しました。 

補助申請するにあたり、前年度に事前の申出書類の御提出が必要となります。これは、会館の新築・購

入、増築・改修、修繕（補助対象工事費１００万円以上の工事が対象）を行う意向のある自治会町内会か

らの事前の申出書に基づいて、あらかじめ書類審査を行ったうえで補助対象となる自治会町内会について

決定するものです。会館を所有していない自治会町内会（地縁による団体の認可を受けた団体）が、新た

に公園内（原則として５，０００㎡以上の住区基幹公園（街区公園、近隣公園、地区公園））に集会所

（公園施設）を整備する場合も補助の対象となり、事前に申出書の提出が必要となります。 

平成２６年度の補助申請の予定がありましたら、窓口または電話でお申し出ください。申請をいただい

た自治会町内会には、会長あてに必要書類をお渡しします。  

なお、今回、申請のない団体は平成２６年度の会館整備の補助対象にはなりません。 

 

【概 要】 

１ 申 請 先 港南区役所地域振興課地域運営推進係までお申し出ください。 

２ 申出期限 平成２５年８月９日（金） 

 

問合せ 港南区地域振興課地域運営推進係 電話 ８４７－８３９１ 
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問合せ 港南区ひまわり交流協会事務局（港南区役所地域振興課青少年育成係） 

    電話 ８４７－８３９６ 

３－８ 学び舎
ま な び や

“ひまわり”（仮）の開講について                              

［地域振興課］ 

                 

 

平成２５年３月１５日に開催した「港南区元気な地域づくり推進フォーラム」において、「協働の地域 

づくり」の取組方向や、地域の取組状況を共有しました。 

協働の地域づくりを進めていくため、区職員と地域の皆さまとの学び合いの場、「学び舎“ひまわり”」

を開講します。 

学び舎“ひまわり”は、地域にある固有の資源やすばらしい人材を活かして、地域の課題を協力し合

いながら解決していく力を身に付けることを目的に、地域で活動している方や、地域づくりに興味関心の

ある方々が集い、学び合うための場です。 

さまざまな分野の方たちや区職員も参加し、一緒になって楽しく学び合い、地域にも役立つことができ

る内容とします。平成２５年９月から平成２６年２月までの開講を予定しています。 

つきましては、地区連合町内会単位で受講生の御推薦をいただきたいと思っております。正式な募集は

７月定例会で依頼いたします。 

 

問合せ 港南区地域振興課区民活動支援係 電話 ８４７－８３９７ 

 

３－９ 港南区のシンボル「ひまわり」の種の配布につ

いて                                ［港南区ひまわり交流協会］ 

 

 

港南区がひまわりを介して交流を行う宮城県大崎市から今年もひまわりの種が贈られました。 

この種を希望される自治会町内会に配布します（自治会町内会館等の敷地に植栽ください。）。 

当協会では、「みんなでつくる ふるさと港南」の実現を目指し、区の花「ひまわり」を活かしたつな

がりづくりを推進します。 

御希望の自治会町内会は、次の申し込み先にお申し込みください。後日郵送等にてお届けします。 

 

【概 要】 

１ 配布量   約５ｇ（３５粒程度） 

※これ以上を御希望の場合は、おおまかな必要粒数をお申し出ください。 

２ 申込先   港南区ひまわり交流協会事務局（港南区役所地域振興課青少年育成係）に 

電話・ＦＡＸ・Ｅメールにてお申し込みください。 

         電 話 ８４７―８３９６ ＦＡＸ ８４２―８１９３ 

         Ｅメール kn-chishin@city.yokohama.jp  

３ 申込締切  平成25年５月31日（金） 
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問合せ 港南区青少年健全育成を推進する会事務局（港南区役所地域振興課青少年育成係） 

    電話 ８４７－８３９６ 

問合せ こうなん子どもワールド実行委員会事務局（港南区役所地域振興課青少年育成係） 

    電話 ８４７－８３９６ 

３－10 平成２５年度こども“ゆめ”応援事業の実施

について（第 1期）    ［港南区青少年健全育成を推進する会］ 

                 

 

例年、港南区青少年健全育成を推進する会では、取組の一環として、こども“ゆめ”応援事業を実施

しており、今年度も、大人から子どもたちへ夢を持つことや、目標に向かって努力することの大切さを伝

え、将来について考えるきっかけづくりとなるような取組に対し支援を行ってまいります。 

つきましては、「実施要領」により事業の概要について御確認いただき、対象となる取組を実施される

予定がございましたら、申請書類（※）を事務局あて御提出くださいますようお願いいたします。 

    

※申請書類の入った封筒を席上に御用意いたしました。 

※対象は、15地区連合自治会町内会です。 

  

   

 

 

 

３－11 平成２５年度こうなん子どもゆめワールド実

行委員会委員の募集について            ［地域振興課] 

                 

 

次代を担う子どもたちが、夢と希望を持って健やかに成長することを願って開催する「こうなん子ども

ゆめワールド」を企画、運営する実行委員を募集します。募集については、広報よこはま港南区版５月号

にも掲載し、広く区民の方へ呼びかけます。 

 

【実行委員会委員募集】 

１ 内  容：こうなん子どもゆめワールドの企画、運営など  

２ 条  件：区内在住、在勤の方 

３ 申込方法：ハガキに「住所」「氏名」「電話番号」と、「ゆめワールド実行委員応募」と御記入の

うえ、区役所地域振興課青少年育成係(港南区港南中央通 10-1)までお申し込みください。 

４ 申込締切：５月31日（金） 

※お申し込みは地域振興課の窓口でも受け付けております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜こうなん子どもゆめワールド概要＞ 

・開催日時：平成25年11月２日（土）午前10時～午後３時（予定） 

・会  場：港南ふれあい公園（地下鉄 港南中央駅下車） 
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問合せ 港南区連合町内会長連絡協議会事務局（港南区役所地域振興課地域運営推進係） 

    電話 ８４７－８３９１ 

３－12 各種広報紙・チラシ等の配布・回覧について 

[地域振興課] 

                

 

(1) 「横浜市市民活動保険のご案内」の配布について               ＜総務課＞  

３月の港南区連合町内会長連絡協議会でご説明いたしました「横浜市市民活動保険のご案内」を 

自治会町内会長あて送付します。(４月下旬に自治会町内会の指定場所にお届けします。) 

 

 

 

第４ その他 
 

４－１ 港南区連合町内会長連絡協議会ホームページ

の開設について           ［区連会事務局］ 

 

     

区連合町内会、地区連合町内会及び自治会町内会の活動を広くＰＲし、自治会町内会への加入促進に

 つなげるとともに、ホームページから補助金申請関係各種様式等をダウンロードできるようにするなど、

 自治会町内会役員の皆さまの負担軽減を図るため、港南区連合町内会長連絡協議会のホームページを開 

 設します。 

また、今後は定例会次第の定期的な更新、また、新規ページの作成など充実に努めていきます。 

   

【概要】 

１ 開 設 日   平成２５年４月３０日（火） 

 ２ 閲覧方法   港南区ホームページからリンク。 

または、「港南区連合町内会長連絡協議会」で検索してください。 
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○主な行事日程 

（平成２５年４月２３日～５月３１日） 

  

日 時 事 業 名 会   場 主    催 

５月１７日（金） 

１３：３０～ 
こうなん文化交流協会理事会  

別棟203号 

会議室 
こうなん文化交流協会 

５月２０日（月） 

９：３０～ 

港南区地球温暖化対策・ヨコハマ 

３Ｒ夢推進本部総会 

別棟201・ 

202号会議室 

港南区地球温暖化対策・ 

ヨコハマ３Ｒ夢推進本部 

５月２０日（月） 

１１：００～ 
港南区体育協会総会 

別棟201・ 

202号会議室 
港南区体育協会 

５月２０日（月） 

１３：３０～ 
区連会５月定例会 

区役所２号 

会議室 

港南区連合町内会長 

連絡協議会 

５月２０日（月） 

１６：００～ 

港南区安全安心まちづくり推進 

協議会総会 

別棟201・ 

202号会議室 

港南区安全安心まちづくり 

推進協議会 

５月２１日（火） 

９：３０～ 
「市民防災の日」港南区推進委員会 

別棟201・ 

202号会議室 

「市民防災の日」港南区 

推進委員会 

５月２１日（火） 

１１：００～ 
こうなん文化交流協会総会  

別棟201・ 

202号会議室 
こうなん文化交流協会 

５月２１日（火） 

１３：３０～ 
港南防犯協会総会 

別棟201・ 

202号会議室 
港南防犯協会 

５月２１日（火） 

１５：００～ 
港南区明るい選挙推進協議会委員会 

別棟201・ 

202号会議室 

港南区明るい選挙推進 

協議会 

  ※ 地区連合町内会長が出席する主な行事を掲載しています。 

  ※ 出席依頼は、別途担当部署からいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜５月定例会の開催＞  

１ 日 時  平成２５年５月２０日（月） 午後１時３０分～ 

２ 場 所  港南区役所３階２号会議室 

 

＜６月定例会の開催日の変更＞ 

（変更前）日 時  平成２５年６月２０日（木） 午後３時３０分～ 

（変更後）日 時  平成２５年６月２１日（金） 午後３時３０分～ 
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