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港南区連合町内会長連絡協議会６月定例会 

      

                 日 時 平成２５年６月２１日（金）午後３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 

 

 

議 題 

第１ 市連報告事項 

１－１ 資源集団回収による古紙回収率１００％につ

いて                 【資源循環局】 

            （区連報告事項２－３(４)で説明します） 

１－２ みどりアップ計画（新規・拡充施策）実績

（概要）報告について        【環境創造局】 

（区連報告事項２－５で説明します） 

１－３ １００万人の健康づくり戦略推進事業「健康

ポイントラリー」について        【健康福祉局】 

（区連協議・依頼事項３－４で説明します） 

１－４ 「横浜特別自治市大綱」の策定について 

                  【政策局】 

（区連報告事項２－６で説明します） 

１－５ ＬＥＤ防犯灯整備事業について    【市民局】 

（区連協議・依頼事項３－５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］ 

    

◆港南区内では、６月１０日現在、オレオレ詐欺等が１０件（息子や孫を装ったオレオレ詐欺７件、投

資等を装った架空請求詐欺２件、融資を装った融資保証詐欺１件）発生し、被害総額は約２，６００万

円に上っています。 

 オレオレ詐欺等における現金受け取り手段は、ＡＴＭ等から振り込ませるタイプから、待ち合わせ場

所や自宅に直接犯人が取りに来るタイプへと変わっています。 

 ○被害場所 

  上永谷１丁目…１件、上永谷３丁目…１件、港南中央通…１件、野庭町…２件、日野２丁目…１件

日野４丁目…１件、丸山台１丁目…１件、丸山台２丁目…１件、下永谷５丁目…１件 

 ○被害者 

  ・オレオレ詐欺 

    ５０歳代女性１名、６０歳代女性１名、７０歳代女性２名、８０歳代女性３名 

  ・架空請求詐欺 

    ７０歳代女性２名 

  ・融資保証詐欺 

    ３０歳代男性１名 

 ○オレオレ詐欺の騙し言葉 

  ・小切手や現金入りの鞄を忘れた …５件 

  ・仕事で失敗した        …２件 

 

◆みなとみらい地区で開催された、第５回アフリカ開発会議に伴う交通対策について、ご協力ありがと

うございました。 

 警察では、６月中、違法駐車追放総合対策、二輪車交通事故防止対策、暴走族追放強化の各対策を実

施しています。 

 港南警察署管内の人身交通事故の発生状況は、昨年と比べほぼ同数ですが、高齢者の関係する人身交

通事故が増加傾向にあります。 

 車両を運転する場合には、早い時間から前照灯を点灯し、夜間に徒歩で外出される場合には、目立つ

色の服を着用し、反射材を身に着けるように心がけてください。 

 

 

２－２ 火災状況等報告について        ［港南消防署］ 

 

◆ ６月１６日現在の火災件数は、区内は２９件で前年に比べ１１件増加しています。市内は５０８件

で市内も前年に比べ２２件増加しています。火災原因のトップは区内、市内ともに放火（疑いを含む）で

す。また、焼損した床面積は区内２２５㎡で、前年に比べ１０４㎡増加しています。市内は５，４５５㎡、

市内も前年に比べ１，８５６㎡増加しています。 
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２－３ ヨコハマ３Ｒ夢(スリム)プランの推進について 

（１）港南区の総排出量(ごみと資源の総量)の実績（平成２４年度）について ［資源循環局港南事務所］ 

 

燃やすごみ量 

 24年度 25年度 25－24年度 

５月 
排出量(t) 3,182 2,996 ▲186 

原単位(g) 468 442 ▲26 

４～５月累計 
排出量(t) 5,954 5,932 ▲22 

原単位(g) 445 445 0 

ごみと資源の総排出量（トン） 

 23年度 24年度 24－23年度 

４～２月累計 
排出量(t) 49,880 49,082 ▲798 

原単位(g) 674 670 ▲4 

※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）２５年度 港南区３Ｒ夢プランの目標                    ［資源化推進担当］ 

  ①港南区ごみと資源の総量目標 

     区民１人１日あたり ６５５グラム（２１年度比 －２４ｇ）とします。 

     ※総排出量 年間 約５２，１９０トン 

②目標達成に向けた行動目標 

   《 基本目標 》３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）を徹底することで、ごみを減らします。 

   《行動目標１》「水切りの徹底」や「せん定枝の乾燥」で、ごみの総量を減らしましょう。 

《行動目標２》マイボトル・マイバックを使用しましょう。 

《行動目標３》食品を無駄にしない！ 食材を余さず使い、食べ残しを無くしましょう。 

（３）３Ｒ夢・分別説明会について                     ［資源循環局港南事務所］ 

     自治会・町内会やマンション管理組合（少人数可能）などを対象に、区役所・資源循環局の職員が

出向き、「３Ｒ夢プラン概要」や「ごみと資源の分け方出し方」などについて説明をします。 

     随時、受付を行っておりますので、お気軽にお問合せください。 

（４）資源集団回収による古紙回収率１００％について【市連】       ［資源循環局港南事務所］ 

  ヨコハマ３Ｒ夢(スリム)プランでは、平成２５年度までに、資源集団回収による古紙回収率１００％を

達成することを目標としています。 

  資源集団回収を推進することにより、地域コミュニティが活性化されると同時に、温暖化防止など環境

負荷の低減にもつながりますので、目標の達成に向けて、取組へのご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

問合せ 資源循環局港南事務所      電話 ８３２－０１３５ 

   港南区地域振興課資源化推進担当 電話 ８４７－８３９８ 
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２－４ 港南区総合庁舎整備事業の平成２５年度事業

予定について                   ［市民局地域施設課]   

 

港南区総合庁舎整備事業につきまして、平成２５年度の主な事業内容と、予定スケジュールについて

ご説明します。 

 

【概要】 

平成２５年度の主なスケジュール 

（１）実施設計（８月までを予定） 

（２）開発調整条例に基づく住民説明会の実施（４月実施済み） 

（３）中高層条例に基づく住民説明の実施予定（７月予定） 

（４）旧刑務所塀の解体工事の実施（１１月～２月予定）及び工事説明会実施（１０月予定） 

（５）建設工事契約（２月予定）及び工事説明会実施（３月予定） 

 

※平成25年6月時点のため変更の可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ 市民局地域施設課 区庁舎環境係 電話 ６７１－２０８６ 

 

 

 

２－５ みどりアップ計画（新規・拡充施策）実績

（概要）報告について【市連】 ［環境創造局みどりアップ推進課] 

                        

「緑豊かなまち横浜」を次の世代に引き継いでいくために、平成２１年度から２５年度までの取組と

して「横浜みどり税」を財源の一部に活用し「横浜みどりアップ計画」の事業を進めています。 

２４年度までの主な事業実績や横浜みどり税の使い方についてまとめましたので、ご報告します。 

（資料は、６月下旬に自治会町内会の指定の場所にお届けします） 

 

問合せ 環境創造局みどりアップ推進課 電話 ６７１－２７１２ 
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問合せ 港南区社会を明るくする運動実施委員会（港南区社会福祉協議会） 

電話 ８４１－０２５６ 

２－６ 「横浜特別自治市大綱」の策定について【市連】                   

[区政推進課］ 

 

本市では、横浜にふさわしい大都市制度「特別自治市制度」の早期創設を目指して、平成２４年６月

に「横浜特別自治市大綱素案（骨子）」を取りまとめ、市町内会連合会や各区町内会連合会をはじめと

する市民の皆様や県、経済団体等に説明を行ってまいりました。 

この度、「横浜特別自治市大綱素案（骨子）」を基に、国等に制度創設の要請・提案を行い、市民の

皆様や県、県内市町村、経済団体等との意見交換に資するため、「横浜特別自治市大綱」を策定（本年

３月）しましたので、ご報告します。 

【概要】 

(１) 横浜市域での国以外の仕事は、横浜市が全て処理をします。 

(２) 横浜市域の全ての地方税を、横浜市が賦課徴収します。 

(３) 県や近接市町村などと協力して行政を運営します。 

(４) 行政区を単位に、効率的な行政を運営し、住民自治を制度的に強化します。 

 

問合せ 政策局大都市制度推進課 電話 ６７１－４２０４ 

 

２－７ 土木事務所職員による道路と河川の一斉点検

について               [港南土木事務所］ 

       

平成２５年５月２３日から、港南土木事務所の全職員で港南区内の管理道路と河川を、徒歩により一斉

点検しています。点検結果に応じて、応急対策等の処置を速やかに実施します。 

 

問合せ 港南土木事務所管理係 電話 ８４３－３７１１ 

 

 

第３ 区連協議・依頼事項 

３－１ 港南区社会を明るくする運動「ミニ集会」の開

催について             ［港南区社会を明るくする運動実施委員会］ 

    

更生保護並びに地域福祉の増進を目的とした標記運動の啓発のため、各地区連合自治会町内会におい

て「ミニ集会」の開催をお願いします。  
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３－２ 平成２５年度港南区社会福祉協議会世帯賛助

会費納入の協力について      ［港南区社会福祉協議会］ 

  

誰もが安心して暮らせる住みよい街づくりを目指し、各種事業活動を今後も展開するため、平成２５年

度港南区社会福祉協議会世帯賛助会費納入について、ご協力をお願いします。 

会費納入の依頼文、平成２４年度事業報告並びに収支決算書・平成２５年度事業計画並びに収支予算書

をお送りします。(６月下旬に自治会町内会の指定の場所にお届けします) 

 

【概要】 

   １ 依頼額   会費依頼額 ＠５０円×世帯数×０．９７ 

           算出基礎世帯数（平成２５年４月１日現在） 

           ※世帯数に対して３％を除いた世帯数を依頼額としています。 

２ 納入期限  平成２５年９月末日 

    ３ 納入方法    郵便払込通知書（払込費用は区社協負担）により納入するか、港南区社会福祉協議

会へ持参 

 

問合せ 港南区社会福祉協議会 電話 ８４１－０２５６ 

 

３－３ 平成２５年度港南区区民意識調査の実施につ

いて                 [区政推進課］ 

           

区民の皆さまの生活環境に対する意識や日常の行動、区政へのニーズ等を把握し、今後の区政運営に役

立てることを目的に、平成２５年度港南区区民意識調査を実施します。 

 

【概 要】 

１ 調査対象 

  港南区民２，０００人（２０歳以上の区内在住者、外国籍区民２０人を含む） 

※無作為抽出による 

２ 調査方法 

郵送による配布・回収を行います。 

３ 実施時期 

（１）配布：平成２５年６月２１日（発送） 

（２）回収：平成２５年７月１２日（提出期限） 

４ 調査項目 

  「地域活動」、「隣近所とのつきあい」､「区政全般」など定例的に調査し経年変化を見る項目の

ほか、特集として「減災・防災対策」を中心に、「健康づくり」など約３０項目について調査します。 
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５ 結果の公表 

港南区ホームページに掲載（平成２６年１月） 

  ６ その他  

 前回の港南区区民意識調査は平成２３年度に実施しました。 

〔参考〕平成２３年度調査結果概要 

   調査対象：港南区民２，０００人（満２０歳以上の区内在住者、外国籍区民２０人を含む） 

回 答 数：１，１２８件（回収率５６．４％） 

主な結果：地域の中でより充実させていくべき、重要度が高い地域活動（複数回答可） 

→ 第１位 地域の交通安全や防災・防犯などの活動（４２．７％） 

地域コミュニティ（地域社会）を充実させていくために必要なこと（複数回答可） 

→ 第１位 気軽にボランティアとして参加できる仕組みづくり（２９．６％） 

 

問合せ 港南区区政推進課企画調整係 電話 ８４７－８３２７ 

 

 

３－４ １００万人の健康づくり戦略推進事業「健康

ポイントラリー」について【市連】   [福祉保健課］ 

           

 横浜市では、市民の皆様が楽しみながら健康を維持し、いきいきと地域で活躍できるよう、「１００

万人の健康づくり戦略推進事業」を実施しています。 

その一環として、各区で開催される健康づくりに関連したイベントを対象としたポイントラリーを実

施します。このラリーは、特定健診やがん検診などの各種健康診査の受診や健康に関するイベントに参

加した際にポイントを貯め、景品の抽選に応募できるものです。 

現在、区役所各課で対象となる事業を検討しています。ご協力をお願いします。 

 

【事業概要】 

(１) 対象 

２０歳以上の市民の方 

(２) 期間 

平成２５年９月１日～１２月１０日（応募締切：１２月１６日） 

(３) ラリー対象事業 

各区で開催される健康づくりに関連したイベントなど 

  （例 ウォーキングのイベント、健康づくり月間のイベントなど） 

(４) 応募方法 

事業案内リーフレットに刷り込まれている応募はがき（ラリーシート）に、合計３ポイント

（スタンプ）貯め、必要事項を記入のうえ郵便ポストに投函 

 

問合せ 港南区福祉保健課健康づくり係 電話 ８４７－８４３５ 
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３－５ ＬＥＤ防犯灯整備事業について【市連】 

［地域振興課］ 

    

省エネルギー化と地球温暖化防止に貢献し、電気料金負担や維持管理負担の軽減にもつながるＬＥＤ防

犯灯の設置を昨年度に引き続き進めます。防犯灯を所有している該当の自治会町内会に「平成２５年度Ｌ

ＥＤ防犯灯設置（交換）申請の手引き」等の申請書類をお送りします。 

なお、今年度に設置可能な灯数については、昨年度よりも増え、港南区全体で８００灯となります。 

今年度も昨年度同様、自治会町内会の保有灯数をもとに配分します。（申請書類は、６月下旬に自治

会町内会の指定の場所にお届けします） 

 

 

【概 要】 

１ 設置の考え方 

(1) 自治会町内会長からの申請に基づき、横浜市が発注する工事により、横浜市が設置します。 

(2) 電柱共架式の老朽化した蛍光灯防犯灯からＬＥＤ防犯灯へ交換することを基本とします。 

(3) 設置場所は、多数の市民が通行する道路を対象とし、他の夜間照明との離隔はおおむね２５ｍ以

上とします。 

(4) 鋼管ポールでの設置及び老朽化に伴う防犯灯の撤去のみの場合は、事前に地域振興課までご相談

ください。 

 

２ 保有灯数に基づく配分数の考え方について 

平成２５年度の防犯灯保有数を基に、保有率（自治会町内会の保有数／港南区全灯数）を算出した

割合で、今回のＬＥＤ防犯灯数８００灯を按分します。（ただし、配分が全体に行きわたるよう調整

を行います） 

 

３ 申請書の提出期限 

平成２５年７月３１日（水）※必着。できるだけ早めにご提出ください。 

 

  ４ 工事期間 

   平成２５年１１月～平成２６年２月（予定） 

 

 

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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３－６ 平成２５年度「学び舎ひまわり～協働の地域

づくりのための学び合いの場～」参加者の推薦

について                   ［地域振興課］ 

  

地域で発生する課題は多様化、複雑化しており、自治会町内会など様々な担い手の方々や、区職員が

協働で課題解決に取り組む必要性が高まっています。「協働の地域づくり」を更に進めるため、まちづ

くりや地域課題解決のためのスキルについて、地域の方々と区職員が共に学ぶことを目的とした研修を、

本年度初めての試みとして実施します。 

学び舎ひまわりの開催にあたっては、港南区連合町内会長連絡協議会及び認定ＮＰＯ法人市民セクタ

ーよこはま、港南区地域振興課・区民活動支援センターの３者の協働により実施します。 

つきましては、各地区連合町内会より研修に参加していただける方１～２名のご推薦をお願いします。

本日、募集要項を各地区連合町内会につき５部ずつお渡ししますので、研修参加予定者にお渡しくださ

い。申込みについては、研修参加者より直接、地域振興課に申込んでいただくようにお願いします。 

 

【概 要】 

 １ 対 象 者  各地区連合町内会より１～２名 

２ 申込み方法  研修参加者より直接地域振興課へ、郵送またはFAXにてお申し込みください。 

 ３ 申込み期限  平成２５年８月２０日（火）必着 

 

 

問合せ 港南区地域振興課区民活動支援係 電話 ８４７－８３９７ 

 

 

３－７ 「港南区こどもフォーラム２０１３」実施に

伴う自治会町内会集会施設の貸出協力について                                                                       

［港南区青少年健全育成を推進する会］ 

  

港南区青少年健全育成を推進する会では、区内の青少年育成団体の連携を密にし、青少年の健全育成

を推進する取組として、こどもフォーラムをはじめ、こどもゆめ応援事業などを行っています。このうち、

「こどもフォーラム」は今年で１６回目を迎えますが、小・中学生が地域を知り、主体性や創造性を育む

きっかけとなる取組として、地域の中での活動をより一層進めてまいりたいと考えています。 

つきましては、貴自治会町内会で集会施設を所有されている場合には、こどもフォーラム活動場所と

して貸出にご協力をお願いします。（依頼文は、６月下旬に自治会町内会の指定の場所にお届けします） 

 

 

  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 
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３－８ 各種広報紙・チラシ等の配布・回覧について [地域振興課] 

                 

 

（１）「民児協こうなん」第３６号の回覧について                 ＜福祉保健課＞  

   港南区民生委員児童委員協議会発行の「民児協こうなん」第３６号について、各自治会町内会での

回覧をお願いします。(６月下旬に自治会町内会の指定の場所にお届けします) 

 

(２) 「各種募金団体議案書」の送付について                ＜港南区社会福祉協議会＞  

   各種募金団体（神奈川県共同募金会港南区支会、日本赤十字社神奈川県支部横浜市地区本部港南区

地区委員会、港南区社会を明るくする運動実施委員会）の議案書を自治会町内会長あてに送付します。

（６月下旬に自治会町内会の指定の場所にお届けします） 

 

(３) 「第６３回社会を明るくする運動」ポスター掲示及びリーフレットの回覧について          

＜港南区社会福祉協議会＞  

   更生保護並びに地域福祉の増進を目的とした標記運動の啓発のため、ポスター掲示及びリーフレッ

トの回覧をお願いします。（６月下旬に自治会町内会の指定の場所にお届します）  

 

(４) 神奈川県の防犯カメラ設置事業補助制度について          ＜神奈川県くらし安全交通課＞  

   防犯カメラ設置事業補助制度について、 神奈川県から周知依頼がありましたので、案内チラシを

各自治会町内会長あてに送付します。(６月下旬に自治会町内会の指定の場所にお届けします) 
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第４ その他 

４－１ 地区連合町内会の夏祭りの日程について  [地域振興課] 

地区連合町内会が開催する夏祭りの日程をお知らせします。 

地区名 日時 場所 

日下連合町内会 平成２５年７月２７日（土） 午後４時～８時 笹下中央公園 

永野連合町内会 平成２５年８月４日（日） 午後６時～８時 美晴台公園 

上大岡連合自治会 平成２５年８月３日（土） 午後５時～９時 上大岡公園 

芹が谷連合町内会 平成２５年８月３日（土） 午後５時～８時 芹が谷南小学校 

野庭住宅連合自治会 
平成２５年８月１７日（土）

 ～８月１８日（日） 
未定 野庭中央公園 

日野南連合自治会 
平成２５年８月１７日（土）

     ～８月１８日（日） 

午後４時～９時 

午後５時～８時３０分 
日野南公園 

永谷連合町内会 平成２５年８月２４日（土） 午後６時～ 県立永谷高等学校 

笹下連合町内会 平成２５年９月２８日（土） 午前９時～午後３時 港南中学校 

港南台連合自治会 未定 未定 港南台中央公園 

  ※大久保最戸連合町内会、日野連合町内会、野庭団地連合自治会、下永谷連合町内会、ひぎり連合自治

会は、地区連合町内会主催の夏祭りはありません。 

  ※日野第一連合町内会は、１０月６日（日）に「日野第一ふれあいフェスタ」を開催予定です。 

 

問合せ 港南区地域振興課地域運営推進係 電話 ８４７－８３９１ 

 

 

○主な行事日程 

（平成２５年６月２２日～７月３１日） 

 

日 時 事 業 名 会   場 主    催 

７月７日（日） 

９：００～ 
港南消防団消防操法技術訓練会 

資源循環局 

港南事務所敷地内 

港南消防団 

港南消防署  

  ※ 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。 

 

 

 

 

 

 

＜７月定例会の開催＞ 

 １ 日 時  平成２５年７月２２日（月） 午後１時３０分～ 

２ 場 所  港南区役所３階２号会議室 
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