中区連合町内会長連絡協議会
（４月定例会）
平成30年４月19日（木）午前10時から
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１ 市連会報告

（１）平成 29 年度の燃やすごみ量実績（速報値）について
情報提供
平成 29 年度の燃やすごみ量の実績（速報値）が出ましたので、お知らせ
します。
【平成 29 年度燃やすごみ量実績（速報値）
】
平成 29 年度の燃やすごみ量は、平成 21 年度（基準年度）の同時期に
比べ 6.3％減少（昨年度同時期に比べ 0.7％減少）しました。
家庭系燃やすごみ量

１日当たりの量 ※１

548,500ﾄﾝ

2,650ﾄﾝ

21年度差

▲36,570ﾄﾝ（▲6.3%）

―

28年度差

▲ 3,750ﾄﾝ（▲0.7%）

―

585,070ﾄﾝ

2,826ﾄﾝ

29年度

21年度
（基準年度）

※（ ）内数値は、21年度あるいは28年度との比を示しています。
※ 平成29年度（速報値）は、10トン未満四捨五入しています。
※１ 通常の収集日数（207日）を考慮して算出しています。

《参考》中区の状況

29年度
21年度差
28年度差
21年度
（基準年度）

家庭系燃やすごみ量

１日当たりの量 ※１

22,564ﾄﾝ

109ﾄﾝ

▲2,358ﾄﾝ（▲9.5%）

―

▲97ﾄﾝ（▲0.4%）

―

24,922ﾄﾝ

120ﾄﾝ

これまでの、燃やすごみの削減は、市民の皆様の取組による成果で
あり、ごみと資源物の分別収集及び排出抑制への御協力に対しまして、
改めて御礼申し上げます。
引き続き、市民の皆様に３Ｒ行動を実践していただけるよう、分か
りやすい情報提供に努めますので、御協力をよろしくお願いします。
【問合せ先】
資源循環局 政策調整課 ℡６７１－２５０３
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（２）防災・減災推進研修のご案内について
情報提供
地域の自助・共助の力を向上させるため、
「町の防災組織」で活動してい
る方々向けの研修会を開催します。
【研修会概要】
◇ 対 象 者：「町の防災組織」のメンバーの方
◇ 推薦人数：各組織から２名まで
◇ 研修内容：①講義「横浜市の防災対策について知ろう」
②事例紹介「実践的な自主防災活動の事例から学ぼう」
③講義・グループワーク
「地域の特性を活かした行動目標を作ろう」
◇ 日
程： ※内容はすべて同じ
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回

◇

日にち
６月９日（土）
６月 18 日（月）
６月 30 日（土）
７月６日（金）
７月 20 日（金）
７月 28 日（土）

時

間

9:30～
15:30

会 場
横浜市民防災センター訓練室
横浜市民防災センター訓練室
戸塚区役所８階大会議室
横浜市役所５階関係機関執務室
横浜市民防災センター訓練室
鶴見区役所６階８・９号会議室

定員
100 名
100 名
100 名
70 名
100 名
100 名

申込方法：別紙推薦書により、郵送、ＦＡＸまたは電子メールで申
し込み。（期限：平成 30 年５月 18 日（金）
）
<郵 送> 〒231-0017 中区港町１－１
横浜市総務局危機管理課
<ＦＡＸ> 641-1677
<メール> so-gensai@city.yokohama.jp
※電子ファイルはホームページからダウンロード可能
http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/kikikanri/kyojo.docx

◇

受講者決定：５月下旬に、受講決定の通知を代表者及び受講者あて
に送付。

【送付物】
◇ 案内文、推薦書
◇ 送付枚数：各自治会町内会に 1 部ずつ
【問合せ先】
総務局 危機管理課 ℡６７１－４３５１
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（３）平成 31 年度の自治会町内会館整備費について
事業説明
平成 31 年度の補助申請予定団体を決定するため、31 年度に自治会町内
会館及び公園集会所の新築・購入・増築・改修・修繕（補助対象経費 100
万円以上）を予定している自治会町内会につきましては、中区地域振興課
へお申し出ください。所定の書類をお渡ししますので、期限までに提出を
お願いします。
【概要】
◇ 補助内容
種類
新築・購入

補助率
２分の１

特殊基礎工事
費
エレベーター
設置工事費
増築

補助限度額
1 ㎡当たり
97,200 円
かつ
1,200 万円

内

容

新たに建物を建設し、又は現在の建物の全部
を撤去して新たに建物を建築すること

２分の１

300 万円

地盤･敷地条件により施工する特殊な基礎工事

２分の１

300 万円

エレベーター設置に伴う工事費

２分の１

500 万円

改修

２分の１

500 万円

修繕

２分の１

200 万円

既にある建物の床面積を増加させる工事
・建物の主要構造部の改修を含む工事
・耐震補強工事を含む
建物の維持を目的とした、改修の程度に至らな
い修繕

【今後のスケジュール及び依頼事項】
◇ 中区役所地域振興課へのお申し出期限：平成 30 年６月 29 日（金）
◇ 必要な書類等については、中区役所地域振興課へお問い合わせくだ
さい。
（電話２２４－８１３１）
◇ 必要書類の提出期限：平成 30 年７月 27 日（金）
◇ 市民局で優先順位等を審査の上、31 年３月末頃に、31 年度の補助申
請予定団体を決定します。
【その他】
本件「自治会町内会館整備補助」と「建築物不燃化推進事業補助（対
象地区のみ）
」は個別に補助が受けられますので、ご利用ください。
【送付物】
◇ 自治会・町内会館整備のための補助制度等の御案内、
建築物不燃化推進事業補助リーフレット、
◇ 送付枚数：各自治会町内会に 1 部ずつ
【問合せ先】
中区役所 地域振興課 ℡２２４－８１３１
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（４）自治会町内会のための講習会の開催について
周知依頼
自治会町内会のための講習会を開催しますので、皆様の参加をお待ちし
ています。
【概要】
＜講演会・事例発表会＞
① 日時・会場
〈第１回〉平成 30 年６月 16 日（土）10 時～（９時 30 分開場）
緑区役所 ４階４ＡＢ会議室
〈第２回〉平成 30 年６月 23 日（土）10 時～（９時 30 分開場）
鶴見区役所 ６階８号会議室
〈第３回〉平成 30 年７月７日（土）10 時～（９時 30 分開場）
栄区役所 ４階【新館】４階８・９号会議室
②内 容
〈講 演〉※第１～３回共通
「開かれた自治会町内会の運営について」
講師：水津 陽子 氏（合同会社フォーティＲ＆Ｃ代表）
〈事例発表〉※各回１つ
自治会町内会・連合町内会による活動事例発表
＜会報紙作成講習会（同時開催：会報紙展示会）＞
①日時・会場
平成 30 年７月 14 日（土）14 時 30 分～（14 時開場）
横浜市情報文化センター ６階ホール
②内 容
「新聞記者が教える！会報紙の作り方」
講師：菱倉 昌二 氏（神奈川新聞社 編集局 編集委員）
【申込方法】
参加申込書に記入し、中区地域振興課へ持参、または
ＦＡＸ（２２４－８２１５）で申込みください。
〈締切〉平成 30 年５月 25 日（金）
【送付物】
◇ 案内文、チラシ、参加申込書
◇ 送付枚数：各自治会町内会に１部ずつ
【問合せ先】
中区役所 地域振興課

℡２２４－８１３１
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（５）自治会町内会活動のための情報交流誌の送付について
情報提供
昨年度に引き続き、自治会町内会相互や行政との情報共有・情報交流を
進めていくことを目的とした情報交流誌を作成しましたので、自治会町内
会の活動にご活用ください。
なお、冊子巻末の「情報共有アンケート」について、ご協力をお願いし
ます。
【協力依頼】
◇ アンケート：巻末の「情報共有アンケート」を利用
※アンケートへのご協力は任意です。

◇ 送 付 先：市民局地域活動推進課
◇ 送付方法：ＦＡＸ（６６４－０７３４）
◇ 期
限：平成 30 年６月末日
【送付物】
◇ 送付文、
「自治会町内会活動のための情報交流誌～ハマの元気印自治
会町内会 vol.５～」
◇ 送付枚数：各自治会町内会に 1 部ずつ
【問合せ先】
◇ 市民局 地域活動推進課 ℡６７１－２３１７
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議題

２ 区連絡事項

（６）
「社協瓦版ふくしなか」No.82 について
回覧依頼
広報紙「社協瓦版ふくしなか No.82」の班回覧をお願いします。
【送付物】
◇ 広報紙「社協瓦版ふくしなか No.82」
◇ 送付枚数：各自治会町内会の班数分
【問合せ先】
中区社会福祉協議会 ℡６８１－６６６４

6

（７）感震ブレーカー設置補助について
情報提供
木造住宅密集市街地を含む自治会町内会を対象に、感震ブレーカー「簡
易タイプ」の購入・設置費用の一部を補助しますので、お知らせします。
なお、資料は対象の自治会町内会長に郵送しましたので、補助申請につ
いて検討をお願いします。（今回の地区連搬送による送付物はありません）
【感電ブレーカーとは】
大きな揺れで電気を自動的に遮断し、地震火災の多くの原因と言われ
ている「電気出火」を防ぐ効果が大きい器具。このうち、「簡易タイプ」
は設置が容易で、価格も比較的安い器具。
【補助制度】
◇ 対象団体：
「横浜市地震防災戦略における地震火災対策方針」対象地
域を区域に含む自治会町内会
◇ 対象製品：感震ブレーカー「簡易タイプ」
◇ 補助要件：加入世帯の概ね 10 世帯以上へ、補助対象製品を購入・設
置すること
◇ 補 助 率：１/２
〈上限額〉器具１個あたり２千円、千円未満端数は切捨て
◇ 補助件数：7,000 個（先着順）
◇ 申請期間：平成 30 年４月２日（月）～11 月 30 日（金）
（申請個数が 7,000 個に達した時点でも終了）
【問合せ先】
総務局 危機管理課

℡６７１－３４５６
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（８）国が実施する全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の全国一斉情報伝
達訓練について
情報提供
総務省消防庁が災害時等に備え、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）
の全国一斉情報伝達訓練放送を行います。
（本年度は４回）
本市でも、全国一斉情報伝達訓練放送に合わせて、その他の情報伝達手
段による防災情報の試験配信を行いますので、お知らせします。
【概要】
◇ 日 時：〈全国一斉情報伝達訓練放送〉（総務省消防庁が実施）
平成 30 年５月 16 日（水）11 時頃
平成 30 年８月 29 日（水）11 時頃
平成 30 年 11 月 21 日（水）11 時頃
平成 31 年２月 20 日（水）11 時頃
〈試験配信〉
（本市が実施）
訓練放送当日の 10 時 45 分頃
◇

放送場所（中区）：
カップヌードルミュージアムパーク、赤レンガパーク、運河パーク、
横浜市健康福祉総合センター、象の鼻パーク、山下公園、山下ふ頭、
横浜市研修センター、横浜市庁舎、中消防署、本牧ふ頭 A 突堤、
本牧ふ頭 B 突堤、山下町公園、みなと総合高等学校、
みなと赤十字病院、本牧ふ頭 D 突堤、本牧漁業組合裏バス停付近、
根岸交番前付近、本牧市民公園、南本牧ふ頭、本町小学校※、
※：校内スピーカーからのみ放送
港中学校※、横浜吉田中学校※

◇

その他の情報伝達手段：
横浜市防災情報 E メール、横浜市危機管理室ツイッター及び横浜市
危機管理室ホームページ

◇

その他：災害により試験放送などを中止する場合には、ホームペー
ジにて掲載。
http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/kikikanri/tsunami/20130401115812.html

◇

横浜市防災情報 E メール登録方法：
あらかじめ登録したパソコン・携帯電話に防災情報等が配信。
空メールを送信 entry-yokohama@bousai-mail.jp

【問合せ先】
総務局 情報技術課 ℡６７１－４１４１
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（９）2018 世界トライアスロンシリーズ横浜大会について
回覧依頼
「2018 世界トライアスロンシリーズ横浜大会」に伴う交通規制周知用チ
ラシの班回覧をお願いします。
【前日試走】
◇ 日時：平成 30 年５月 11 日（金）
◇ 場所：山下公園、県庁周辺、赤レンガ倉庫周辺、
カップヌードルミュージアム前
◇ 規制時間：６時 15 分～７時 00 分（予定）
【エリート大会、パラトライアスロン大会】
◇ 日時：平成 30 年５月 12 日（土）
◇ 場所：みなとみらいトンネル、万国橋交差点、大さん橋、山下公園、
県庁付近
◇ 規制時間：６時 30 分～15 時 20 分（予定）
【エイジ大会】
◇ 日時：平成 30 年５月 13 日（日）
◇ 場所：山下公園、山下ふ頭、新山下周辺
◇ 規制時間：７時 00 分～13 時 00 分（予定）
【送付物】
◇ 「交通規制のお知らせ」チラシ
◇ 送付枚数：各自治会町内会の班数分
【問合せ先】
世界トライアスロンシリーズ横浜大会組織委員会 ℡６８０－５５３８
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（10）本牧市民プール再整備の検討状況報告及び地元意見交換会の開催につ
いて
情報提供
回覧依頼
現在休止中の本牧市民プールについて、再整備の検討を進めています。
この度、サウンディング調査（※）の結果等を踏まえた検討状況を報告しま
す。また、地元意見交換会を開催しますので、チラシの班回覧をお願いし
ます。
※サウンディング調査…市有地等の活用検討の早い段階で、その活用方法について事
業者から広く意見・提案いただく「対話」を通して、市場を把握する調査のこと。

【再整備の検討状況】
◇ 目
的：屋外レジャープールを主体として、サービスの向上や
夏期以外の利用を含めたスポーツ・レクリエーション
ン機会の提供を目指す。
◇ 施設規模等：現在の利用人数を踏まえた適正規模として再整備。
【地元意見交換会】 ※毎回同じ内容で開催。事前申込不要。
<第１回>
◇ 日時：平成 30 年５月 19 日（土）14 時 00 分～15 時 00 分
◇ 場所：上台集会所 第２会議室（本郷町２－５０）
<第２回>
◇ 日時：平成 30 年５月 19 日（土）16 時 30 分～17 時 30 分
◇ 場所：大鳥中学校コミュニティハウス 研修室１、２
（本牧原２２－１）
【送付物】
◇ 案内文、
「本牧市民プール意見交換会」チラシ
◇ 送付枚数：各自治会町内会の班数分
【問合せ先】
市民局 スポーツ振興課 ℡６７１－３２８６
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（11）消費者被害等の注意喚起チラシ「月次相談リポート」について
掲出依頼
時節ごとに変化する消費者被害やトラブルの傾向を踏まえ、その時節に
特に注意すべき事例をわかりやすくコンパクトにお伝えするチラシ「月次
相談リポート」について、自治会町内会掲示板へのチラシの掲出をお願い
します。なお、チラシは毎月作成・送付しますので、可能な範囲で掲示板
への掲出をお願いします。
【送付物】
◇ 依頼文、「月次相談リポート（４月号）」
◇ 送付枚数：各自治会町内会の掲示板数
※毎月送付します。（８月・12 月除く）
【問合せ先】
経済局 消費経済課

℡６７１－２５６８

【参考】H29 年４月号

（12）「中なかいいネ！通信第 35 号」について
回覧依頼
中区地域福祉保健計画「中なかいいネ！」の活動を広く周知するため、
「中なかいいネ！通信第 35 号」を発行しましたので、班回覧をお願いしま
す。
【送付物】
◇ 「中なかいいネ！通信第 35 号」
◇ 送付枚数：各自治会町内会の班数分
【問合せ先】
中区役所 福祉保健課

℡２２４－８３３０
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議題

３ その他

（13）中区連（５月）定例会の開催について
日時：平成 30 年５月 18 日（金） 10 時から
場所：中区役所本館６階特別会議室
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