港南区連合町内会長連絡協議会７月定例会
日 時 平成２５年７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

議 題
第１ 市連報告事項
１－１ 横浜市公共建築物マネジメント白書の説明に

【財政局】

ついて

（区連報告事項２－７で説明します）

１－２ 「共同募金各区だより」全戸配布の協力依頼

【神奈川県共同募金会横浜市支会】

について

（区連協議・依頼事項３－７(２)で説明します）

１－３ 横浜市長選挙に関する啓発チラシ回覧のお願い

【選挙管理委員会事務局】
（区連協議・依頼事項３－２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、７月１０日現在、オレオレ詐欺等が１５件（息子や孫を装ったオレオレ詐欺１２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）発生しています。被害総額は
約４，２００万円に上り、すでに昨年１年間の被害額を大幅に上回っている状況です。
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、港南台２丁目…１件、港南台７丁目…１件
港南中央通…１件、野庭町…３件、東永谷３丁目…１件、日野２丁目…１件、日野４丁目…１件
日野南１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６名、８０歳代女性４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 …９件
・仕事で失敗した

…２件

・ヤミ金にお金を借りた

…１件

◆６月中の港南警察署管内の人身交通事故の発生状況は、交通死亡事故が１件発生し、前年同期に比べ、
発生件数及び負傷者数が微増している状況です。
具体的には、二輪車の関係する人身交通事故が増加しています。二輪車を利用される方は、ヘルメッ
トを正しく着用し、安全運転を心がけてください。
夜間外出される歩行者の方は、目立つ色の服の着用と、反射材の着用をお願いします。

２－２ 火災状況等報告について

［港南消防署］

◆７月１５日現在の区内の火災件数は、３２件で前年に比べ１３件増加しています。そのうち建物火災は
１１件で１件減少していますが、焼損床面積は３２５㎡で前年に比べ２０４㎡増加しています。
なお、市内の火災件数は５６６件で前年に比べ４２件増加しています。市内、区内とも火災原因のトッ
プは放火（疑いを含む）で、区内では放火（疑いを含む）を原因とする火災が８件増加しているのが特徴
です。
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２－３ ハンドブック「救急搬送事例から見たケガの
予防対策」の発行について

[港南消防署］

平成２３年中、横浜市内で救急搬送された方のうち、ケガによるものは、他の原因に比べて増加率が
高い傾向にあります。ケガの危険性を事前に知っていれば、防止できたのではないかと思われる事例が
たくさんあるため、ケガの予防に対する意識を高め、ケガの防止につなげていくことを目的に、「救急
搬送事例から見たケガの予防対策」ハンドブックを発行しました。
【市民への配布】
(1) ７月５日から

区役所総合案内

(2) ７月１８日以降 地域ケアプラザ
※消防局ホームページからもダウンロードできます。
（http://www.city.yokohama.lg.jp/shobo/pamphlet/pamphlet.html）
問合せ 港南消防署予防課 電話 ８４４－０１１９

２－４ 初期消火箱設置補助金交付要綱の改正について
[港南消防署］

本市では、火災発生時、消防隊が現場に到着するまでの間、地域の皆様によって火災の被害を最小限
にとどめていただくため、自治会町内会が設置する初期消火箱に対し、補助金を交付しています。
このたび、地域の皆様による初期消火活動が、より安全かつ効果的に行えるよう、初期消火箱設置補
助金交付要綱を改正しましたのでお知らせします。（資料は、７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 改正概要
(1) 補助対象メニューの拡充
新たに「スタンドパイプ式初期消火器具」を補助対象としました。
(2) 初期消火箱の仕様変更
・既存の５０mmホースより軽量で取扱の容易な「４０mmホース」の選択も可能としました。
・より安全かつ効果的に放水活動ができるよう、「可変ノズル」を追加しました。
２ 施行日
平成２５年６月１日
問合せ 港南消防署庶務課 電話 ８４４－０１１９
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２－５ 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)の実績について

［資源循環局港南事務所］

燃やすごみ量

６月
４～６月累計

24 年度

25 年度

25－24 年度

排出量(t)

3,181

2,886

▲295

原単位(g)

484

441

▲43

排出量(t)

9,135

8,818

▲317

原単位(g)

458

444

▲14

23 年度

24 年度

24－23 年度

54,355

53,516

▲839

ごみと資源の総排出量（トン）
排出量(t)

Ｈ24 年度累計

原単位(g)
673
669
▲4
※原単位とは、１人１日あたりの排出量です。港南区総排出量の原単位の目標は、平成２４年度は
６５４ｇ、平成２５年度は６５５ｇです。
（２）「港南３Ｒ夢フェスタ２０１３」の開催について

［資源循環局港南事務所］

ヨコハマ３Ｒ夢プランの普及啓発を目的に、自治会町内会をはじめとした地域の皆様のご協力のもと、
港南３Ｒ夢フェスタ２０１３を開催します。小さなお子さんから大人の方まで楽しんで頂ける内容となっ
ていますので、ぜひご来場ください。
【概 要】
１ 日 時

平成２５年９月２９日（日）午前１０時～午後２時 小雨決行

２ 会 場

資源循環局港南事務所（バス停 港南環境センター前下車）

３ 内 容

模擬店、各種啓発ブース、フリーマーケット、３Ｒ夢カー体験乗車などを予定
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

２－６ 「港南区交通安全フェスタ２０１３」の御案内
について

［港南警察署・港南交通安全協会］

港南警察署、及び港南交通安全協会では、交通安全についての啓発を目的に、秋の交通安全期間中に
「交通安全フェスタ２０１３」を実施します。ぜひご来場ください。
【概要】
１ 日 時

平成２５年９月２８日（土）午前９時３０分～午後１時

２ 会 場

港南ふれあい公園（小雨決行 ※台風などの荒天の場合は中止）

３ 内 容

スケアード・ストレート（プロスタントマンによる交通事故再現）
交通安全トラビック体操、警察犬の演技 など

４ 主 催

港南警察署・港南交通安全協会（後援：港南区役所）
問合せ 港南警察署交通総務係 電話 ８４２－０１１０
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２－７ 横浜市公共建築物マネジメント白書の説明に
いて【市連】

［財政局公共施設・事業調整課]

横浜市は、多くの公共建築物を保有しており、今後の保全や建替をどのように進めていくべきか、大
きな課題となっています。そこで、市民の皆様と課題を共有し、今後の公共建築物のあり方を一緒に考
えていただくことを目的として、「横浜市公共建築物マネジメント白書」の策定を進めてきました。
このたび、白書素案（昨年１１月公表）で示したデータの分析結果やあわせて実施した市民意見募集
の結果等を反映した白書が完成しました。白書では、公共建築物の現状について、築年数や規模、利用状
況、運営管理費や保全費等の総コスト等を示しています。
平成２５年度は、白書の内容を市民の皆様と共有できるよう出前講座等を開催し、ご意見をいただき
ながら「公共建築物のあり方」の検討を進めます。年度内に「公共建築物のあり方（素案）」を公表し、
平成２６年度に市民意見募集を行います。その結果を踏まえ、「公共建築物のあり方」をとりまとめます。
問合せ 財政局公共施設・事業調整課 電話 ６７１－２０２７

２－８ 横浜市防災計画「震災対策編」２０１３につ
いて～主な修正内容～

［総務課]

平成２５年４月１日より運用を開始した、横浜市防災計画「震災対策編」２０１３について、地域防
災力に関わる主な修正点をまとめました。
自治会町内会での防災訓練などの際にご活用ください。（資料は、７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 港南区総務課庶務係 電話 ８４７－８３１５

２－９ 平成２５年住宅・土地統計調査について ［総務課]
日頃から、各種統計調査にご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
また、大変お忙しい中、調査員の推薦にご配慮をいただき、誠にありがとうございます。おかげをも
ちまして、１３２地区５８人にご協力いただくことになりました。
今後のスケジュールにつきまして、お知らせいたします。
【今後のスケジュール】
７月中

推薦いただいた調査員へ説明会開催の案内の送付

８月中

調査対象地域の自治会町内会あてに調査協力の依頼文等を送付

９月２日～７日

調査員説明会の開催

９月上旬～中旬

調査員が調査対象地域の確認

９月２３日～

調査対象地域の一部の世帯へ調査票を配布

１０月１日～

調査票の回収
問合せ 港南区総務課統計選挙係 電話 ８４７－８３０９
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２－１０ 「～道路ふれあい月間～安全安心まちづくり
キャンペーン」の実施について

[地域振興課］

毎年８月は「道路ふれあい月間」で、８月１０日は「道の日」と定められています。
この月間は、道路を利用する人々に改めて道路とふれあい、道路の役割を再認識していただき、道路を
常に美しく、安全に利用する意識を高めることを目的とします。
今回のキャンペーンは、この目的とともに、港南区安全安心まちづくり推進協議会が主催し、交通安全、
防犯、防火・防災、美化、省エネ・脱温暖化を含めた「総合的なキャンペーン」を、港南台駅周辺におい
て展開します。
【概要】
１ 日 時 平成２５年８月７日（水）午後３時～４時３０分（小雨決行）
２ 会 場 港南台駅前（バーズ・ダイエー横広場）
３ 内 容 ①啓発物品の配布
②放置自転車・バイクへのＰＲテープ貼り、駅周辺の美化清掃活動等
③土木事務所、警察署、消防署などによる、安全安心活動ＰＲ（テントブース）
問合せ 港南区地域振興課地域運営推進係 電話 ８４７－８３９１

第３ 区連協議・依頼事項
３－１ 平成２５年度港南区地区健民祭補助金について
［港南区体育協会］

地区連合主催で開催されるスポーツ大会に際し、港南区体育協会より補助金を交付します。開催予定
がありましたら、申請をお願いします。
【概要】
１ 補助金額

１０，０００円

２ 申込先

港南区体育協会事務局
（港南スポーツセンター内 電話８４０－３０８５

３ 申請時期

ＦＡＸ ８４０－３０８６）

開催計画書類策定次第順次（年度内）

問合せ 港南区体育協会事務局 電話 ８４０－３０８５
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３－２ 横浜市長選挙に関する啓発チラシ回覧のお願
い【市連】

［港南区選挙管理委員会］

参議院議員通常選挙では、大変お忙しいところ、ご協力をいただき、誠にありがとうございました。
また、８月２５日執行の横浜市長選挙につきましても、すでに様々なご配慮をいただいているところで
すが、各自治会町内会における啓発チラシの回覧及び掲示板への啓発ポスターの掲出についても、ご協力
をお願いします。
チラシ及びポスターは、８月上旬に回覧・掲示板の数に合わせた枚数を、各自治会町内会の指定の場所
に、横浜市選挙管理委員会から郵送でお届けします。ポスターについては、８月２５日までの掲出をお願
いします。
問合せ 港南区選挙管理委員会 電話 ８４７－８３０９

３－３ 第２期港南区地域福祉保健計画の中間振り返
りについて

[福祉保健課］

港南区では、平成１８年度から平成２２年度までの５年間、「ふだんのくらしをしあわせに」を基本
理念とする第１期港南区地域福祉保健計画を推進してきました。
平成２３年度からは、「第２期港南区地域福祉保健計画」を地域の皆様が主体となり、地域ケアプラ
ザ、区社会福祉協議会、区役所等と連携し推進しているところです。
今年度、「第２期港南区地域福祉保健計画」は５年計画の３年目にあたるため、各地区で地域の皆様
のご意見を伺いながら、中間ふり返りを行います。

H16
第１期計画

策定

H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

計画推進
策定

第２期計画

計画推進
策定

第３期計画

予定
中間ふり返り

問合せ 港南区福祉保健課事業企画担当 電話 ８４７－８３４９
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３－４ 平成２５年度こども“ゆめ”応援事業の第１
期申請状況及び第２期申請期間について
［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、青少年の健全育成を推進する取り組みの一環として、こど
も“ゆめ”応援事業を行っています。先日、第１期の申請期間が終了いたしましたので、申請地区と事
業内容について情報提供をいたします。
なお、第２期の申請期間は７月２２日から９月３０日までとなっておりますので、申請がお済みでな
い団体につきましても、申請をご検討いただける場合は、ご相談ください。
【概要】
１ 対象となる団体
各地区連合自治会町内会（１５地区）
２ 対象となる取組
当該地域に在住または在学の小中学生を対象に、当該年度の概ね２月末までに開催される講演
会や体験活動などの取組。
３ 申請期間
第１期：４月２２日（月）～５月２４日（金）
第２期：７月２２日（月）～９月３０日（月）

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

３－５ 「港南区秋のイベント（祭り月間）」のポス
ター作成及び掲示について

［港南区秋のイベント連絡会事務局］

９月下旬から１１月に掛けて、港南区で実施される秋のイベントについて、より多くの区民の皆様に
知ってもらい、参加をしていただくため、「秋のイベント（祭り月間）」のポスターを作成します。
つきましては、各地区で実施するイベントの情報をご提供ください。
作成したポスターは、９月上旬に自治会町内会の指定場所に郵送でお送りします。各自治会・町内会
の掲示板等に掲示をお願いします。
問合せ 港南区秋のイベント連絡会事務局（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 第３５回港南区健康ランニング大会の開催及び後
援の依頼について

[港南区健康ランニング大会実行委員会事務局］

第３５回港南区健康ランニング大会を平成２６年１月１２日に開催いたします。
本大会は、区を代表するスポーツ大会となっています。つきましては、後援のご協力をお願いします。
なお、会場やコース周辺の自治会町内会への協力のお願いや参加者募集ポスターの掲示につきまして
は、改めて依頼をさせていただきます。
【概 要】
１ 開催日

平成２６年１月１２日（日）

２ 会場

野庭中学校とその周辺

３ 種目

小学生の部【男女、学年の部】、中学生の部【男女別】
一般の部５ｋｍ【男女別、年代別】、一般の部１０ｋｍ【男女別】、ファミリーの部

問合せ 港南区健康ランニング大会実行委員会事務局（港南区地域振興課区民活動支援係）
電話 ８４７－８３９５

３－７ 各種広報紙・チラシ等の配布・回覧について [地域振興課]
（１）「風のおくりもの第２３号」の回覧について

＜そよかぜの丘＞

港南中央地域活動ホーム「そよかぜの家」発行の「風のおくりもの第２３号」の回覧をお願いしま
す。（７月下旬に自治会町内会の指定場所にお届けします）
(２) 「共同募金各区だより」全戸配布の協力依頼について【市連】＜神奈川県共同募金会横浜市支会＞
平成２５年度共同募金運動の実施に当たり、「共同募金各区だより」の全戸配布をお願いします。
（８月下旬に自治会町内会の指定場所にお届けします。配布手数料：１部につき２円）
(３) 認知症予防講演会について

＜高齢・障害支援課＞

「知っておこう！認知症予防」の講演会を港南台地区センターとウイリングの会場でそれぞれ行い
ます。周知をお願いします。（７月下旬に自治会町内会の指定の場所にお届けします)
(４) 認知症普及啓発事業について

＜高齢・障害支援課＞

「認知症をめぐって～レビー小体認知症を中心に～」の講演会を港南公会堂で行います。講師はレ
ビー小体認知症を発見した小阪先生です。周知をお願いします。（７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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(５)「港南区こどもフォーラム２０１３」事業周知ポスターの掲示依頼について
＜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、青少年の健全育成を推進する取り組みの一環として「こ
どもフォーラム」を実施しています。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いきたいと考えております。
つきましては、貴自治会町内会施設におきまして、ポスターの掲示をお願いします。（７月下旬に
自治会町内会の指定場所にお届けします）
(６) 「こうなんファジーバレーボール大会」のポスター掲示について ＜スポーツ推進委員連絡協議会＞
１０月２７日（日）に港南スポーツセンターで「こうなんファジーバレーボール大会」を開催しま
す。大会ポスターについて、各自治会・町内会の掲示板等への掲示をお願いします。(７月下旬に自
治会町内会の指定場所にお届けします)

○主な行事日程
（平成２５年７月２３日～９月３０日）
日 時

事 業 名

会

場

９月２８日（土）
港南交通安全フェスタ２０１３
港南ふれあい公園
９：３０～
※ 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。

＜９月定例会の開催＞ ※８月は休会です。
１ 日 時
平成２５年９月２０日（金） 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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主

催

港南警察署
港南交通安全協会

