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港北区連合町内会 10 月定例会 
 

平成 29 年 10 月 20 日（金）午後１時 50 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 年度第２四半期までの燃やすごみ量実績（速報値）について 

（情報提供）【市連会報告】 

栃澤 資源循環局港北事務所副所長 

山崎 地域振興課資源化推進担当係長 

 

港北区の燃やすごみ量の状況は、４月から９月の目標 24,598 トンに対し、実績 24,633 

トンとなっており、この期間の目標値と概ね同じ量となっており、29 年度の削減目標達 

成に向けて順調に推移しています。 

第３四半期は、年末の大掃除などで出るごみの分別に加え、積極的にリユースの取組 

を進めていただきますようお願いいたします。また、忘年会等では食べ残しがなるべく 

少なくなるように、食べきりの声かけを行っていただくなど、引続き３R夢プランの推進 

に御協力をお願いします。 

〇燃やすごみ量 （単位：トン） 

4 月～9月 ※目標 実績 増（▲）減 増減率 

港北区 24,598  24,633  35  0.1％  

全市 284,161  285,332  1,171  0.4％  

※29 年度の港北区目標 燃やすごみ：378 グラム 

※四半期目標は、燃やすごみの年度目標をもとに過去３か年の同時期の排出傾向から算 

出（資源物の 201 グラムと合わせて 579 グラムが、合計年度目標） 

 

◆ 資料の送付はありません。 

〇燃やすごみ量（１人１日あたり） （単位：グラム） 

4 月～9月 ※目標 実績 増（▲）減 増減率 

港北区 385 387 2 0.5％ 

全市 415 418 3 0.7％ 
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２ 年末年始のごみと資源物の収集曜日について（周知・回覧依頼）【市連会報告】 

［資料２］ 

 

栃澤 資源循環局港北事務所副所長  

山崎 地域振興課資源化推進担当係長 

 

本年度の年末年始のごみと資源物の収集日程ついてお知らせします。 

年末年始の収集曜日のチラシは、例年どおり 11 月下旬に送付させていただきますので

回覧につきまして御協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 11 月の合同メールでチラシを送付します。 

 

 

 

  

12 月 31 日（日）から１月３日（水）まで収集をお休みさせていただきます。 

 

・燃やすごみ（月・金曜日が収集日の地域）12 月 29 日（金）まで １月５日（金）から 

・燃やすごみ（火・土曜日が収集日の地域）12 月 30 日（土）まで １月６日（土）から 

・資源物 12 月 30 日（土）まで １月４日（木）から 

それぞれ通常の曜日どおり収集します。 

月・金曜日が

収集日の地域
火・土曜日が

収集日の地域

２８日（木）

２９日（金） 　　収集日

３０日（土） 　　収集日

３１日（日）

１日（月）

２日（火）

３日（水）

４日（木）

５日（金） 　　収集日

６日（土） 　　収集日

プラスチック製
容器包装

缶・びん・
ペットボトル

小さな金属類

12
月

　収集はお休みです
　　　　　※ごみと資源物を絶対に出さないでください。

１
月

※分別されていないものは
収集できません。

※分別されていないものは
収集できません。

燃やすごみ
燃えないごみ ・スプレー缶 ・ 乾電池

通常の曜日どおり
収集します

通常の曜日どおり
収集します
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３ 「感震ブレーカー設置補助」の補助要件の緩和について（情報提供） 

［資料３］ 

 

橡木 総務課長 

 

大地震による停電後の復旧時に火災が発生する電気火災を防ぐため、横浜市では地 

震等による大きな揺れを感知したときにブレーカーなどを自動で落として、電気を止 

める感震ブレーカー設置の補助を平成 25 年度から行っております。このたび、「簡易 

タイプ」の感震ブレーカーの設置補助の補助要件を緩和しました。 

 

(1) 制度概要（緩和前比較） 

   現在の補助要件は「自治会町内会か縫う世帯の概ね 5 割以上の世帯」でしたが、 

  「自治会町内会加入世帯の概ね 10 世帯以上」の要件で御申請いただけるようにな 

りました。 

 対象地域 対象者 対象製品 補助要件 補助率・額 補助件数 

緩
和
前 

「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※ 

対象地域を

区域に含む

自治会町内

会 

簡易 

タイプ 

自治会町内会加入世帯の概

ね５割（50%）以上の 

世帯 

購入・設置 

費用の 

２分の１ 

(上限２千円) 

7,000 件 

(先着順) 

緩
和
後 

(同上) (同上) (同上) 
自治会町内会加入世帯の概

ね 10 世帯以上 
(同上) (同上) 

※港北区補助対象地域 

町丁目名 町丁目名 町丁目名 

菊名一丁目 篠原東三丁目 仲手原二丁目 

篠原台町 新吉田東五丁目 錦が丘 

篠原町 新吉田東六丁目 日吉本町四丁目 

篠原西町 高田東一丁目 富士塚一丁目 

篠原東一丁目 高田東四丁目 富士塚二丁目 

篠原東二丁目 綱島西五丁目  

(2) 補助要件緩和後の申請受付期間 

平成 29 年 10 月 10 日（火）から平成 29 年 12 月 28 日（木）※まで 

      ※先着順に受付け、補助件数に達した場合は、受付を終了します。 

(3) 申請までの流れ 

     設置補助を希望される自治会町内会の代表の方は横浜市総務局危機管理課まで 

御連絡ください。申請書を送付いたします。出張説明も行いますので、御希望が 

ございましたらお申し出ください。 

(4) お問合せ先 

   横浜市総務局危機管理課 

   〒231-0017 横浜市中区港町１－１ Tel045-671-3456 Fax045-641-1677 

◆ 合同メールで自治会町内会長あて送付します。 
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４ 協働事業の提案支援モデル事業の実施について（情報提供）【市連会報告】 

［資料４］ 

 

小野 地域振興課長 

 

横浜市では、市民の皆様（自治会町内会、NPO 法人、市民活動団体、企業等）が行う、

地域や社会をよくするための取組（地域の課題解決や魅力づくりの取組）について、市

と協働で取り組みたい事業のアイディアを募集し、アイディアを具体化するためのプラ

ンづくりに対して助成金を交付する「協働事業の提案支援モデル事業」の募集を実施し

ます。 

 

１ 協働事業の提案支援モデル事業について 

  事業期間を３年度として、次の３段階のステップで実施します。 

＜ステップ１～２＞29 年度～30 年度 

市と協働で取り組む事業のアイディアを募集し、採択された団体には、協働事業

のプランづくりにかかる経費（30 万円）を助成するほか、アイディアの実現化や

事業所管課との連携を市民局等がサポートします。 

＜ステップ３＞31 年度 

ステップ２を経て行政担当部署へ事業を提案した団体の中から、選考により協働

事業の実施にかかる経費を助成します。（２団体程度） 

 

２ 提案アイディアの募集について 

 （市民協働事業提案アイディアブラッシュアップ助成金／平成 30 年度交付） 

(1) 助成金の対象となる提案アイディアの要件 

 次の要件をすべて満たすもの 

・公益的、社会貢献的な事業であって、協働事業を提案する市民の皆様と横浜市が 

協働して取り組むことによって地域課題や社会的課題の解決が図られるもの 

・実施を前提とした事業で、協働事業を提案する市民の皆様が実施することが可能 

であるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 対象団体の要件 

次の要件をすべて満たす団体 

・横浜市内で活動していること 

・５人以上のグループであること 

・自らが主体となって課題解決、まちの魅力づくり等を行えること 

【対象となる提案アイディアの例】 

 広く社会の利益にかなうもの（特別な条件等を要せず参加でき、利益を享受す

ることが可能であるもの）であり、特定の個人又は団体の利益に寄与することを

主たる目的としていない活動 

・住民同士の見守り、助け合いの体制づくり、担い手発掘 

・地域のサロンづくり（多世代交流、認知症予防、子育て支援等） 

・地域づくり大学校で作成したまちの魅力づくりに関するプランの実現 
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(3) 助成対象経費 

上限３０万円（助成期間：平成 30 年４月１日～平成 31 年３月 31 日） 

・提案アイディアの具体化に直接関わる方の人件費 

・地域課題の現状や動向、ニーズ等の調査経費 

・提案アイディアの実現に向けて連携が必要な団体等との関係構築のための経費 

・事業化に向けてアドバイスを行う専門家等への謝礼         など 

 (4) 提案アイディア（助成金交付団体）募集期間 

    平成 29 年 11 月６日～12 月 28 日 

※この事業は、平成30年度予算案が横浜市会において議決された後に実施が確定します。 

 

３ お問合せ先 

 市民局市民活動支援課 山本・佐藤 TEL 227-7915 

 

◆ 資料の送付はありません。 

 

 

５ 平成 29 年度横浜市自治会町内会長永年在職者表彰式について（情報提供） 

【市連会報告】［資料５］                    

小野 地域振興課長 

 

先月の区連会でお知らせいたしました本年度の横浜市自治会町内会長永年在職者表彰

式について開催日程等が決まりましたのでお知らせいたします。 

 

(1) 実施日時：平成 30 年２月９日（金）14：30～16：15（13：45 開場） 

(2) 会場：市長公舎（西区老松町２） 

(3) 参加者：表彰者御本人 

来賓（市連会長、区連会長）、市長、区長、市民局長 

(4) 御来場方法：区役所から会場間においてマイクロバス等により送迎を行います。 

※当日は区役所 4階特別会議室に午後１時を目安にお越しいただくことになりま 

すが、詳細は別途お知らせいたします。 

 (5) 開催のお知らせ 

    12 月上旬を目安に参加対象者の皆様に直接郵送にて御案内を送付します。 

 

 

◆ 資料の送付はありません。 
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６ 優良家庭防災員の推薦について（推薦依頼）［資料６］ 

 

港北消防署 佐藤 予防課長 

 

平成 30 年港北区消防出初式において、日ごろから積極的に防災活動を実践している 

家庭防災員の方に、感謝状を贈呈したいと思いますので、被表彰者の推薦をお願いし 

ます。 

 

(1) 推薦者数 

連合自治会・町内会 各１名 

(2) 推薦期日 

平成 29 年 11 月７日（火）まで 

      ※別紙推薦用紙に御記入のうえ、同封の返信用封筒にて御返送ください。 

(3) 表彰日時等 

表彰式は平成 30 年港北区消防出初式において行います。 

ア  日時 平成 30 年１月 6日（土） 10 時 00 分～12 時 30 分 

イ  場所 日産スタジアム駐車場（小机町 3,300 番地） 

(4) その他  

      平成 25 年から平成 29 年までの優良家庭防災員被表彰者名簿を参考まで同封しま

すので、家庭防災員地区連絡員と御相談の上、御推薦をお願いします。なお、名簿

は個人情報に該当しますので、お取り扱いには十分御配慮いただきますようお願い

いたします。 

 (5) お問合せ先：港北消防署予防係 毛塚・高田 TEL 546-0119 

 

◆ 資料の送付はありません。 

 

 

７ 災害時要援護者支援名簿について（概要説明・周知依頼）［資料７］          

 

 高齢・障害支援課 柳下 課長 

 

  日頃からの地域での支え合いの取組によって災害発生時に要援護者の安否確認・避難 

支援などが迅速に行われるよう、協定を締結している自治会・町内会へ名簿の提供を行 

っています。 

  今年度も要援護者宛に、自治会・町内会に提供する名簿への掲載に関する意向確認を 

行います。 

 

(1) 名簿の提供について  

平成 29 年度に新たに同意を得られた方及び過去に同意を得られた方も含めて、 

同意者全員を掲載した名簿を２月の区連会で提供します（情報共有方式で協定を締 

結している地域については、削除依頼のあった方を除いた全員を掲載した名簿にな 

ります）。 
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(2) 要援護者への同意確認方法について 

ア  同意確認の対象者 

今年度新たに対象となった方及び過去に同意のなかった方に同意確認書を送 

付します。 

イ 削除の意向確認の対象者 

今年度新たに対象となった方に削除依頼書を送付します。 

(3) 今後のスケジュール 

  ア 10 月区連会（本日）にて概要説明（区役所→自治会・町内会） 

  イ 12 月上旬 同意確認書（削除依頼書）の送付（区役所→要援護者） 

  ウ 12 月中旬 同意確認書（削除依頼書）の返送（要援護者→区役所） 

  エ ２月区連会（２月 22 日（木））にて名簿の提供（区役所→自治会・町内会） 

    ※単位町内会で協定を締結している場合は、２月末の地区連で地区担当から 

お渡しします。 

  ■ 送付対象地区 （同意方式で協定を締結している地区） 

・連合町内会 

 綱島地区連合自治会、大曽根自治会連合会、樽町連合町内会、師岡地区連合町内会 

   大倉山地区連合町内会、城郷地区連合町内会、新羽町連合町内会、新吉田連合町内会 

   新吉田あすなろ連合町内会 

・単位町内会 

 【日吉地区】日吉本町東町会、日吉本町西町会、日吉町自治会（※）、日吉町宮前自治会、 

下田町自治会、サンヴァリエ日吉自治会、コンフォール南日吉自治会、 

箕輪町町内会（※）、日吉第７コーポ自治会 

 【菊名地区】菊名北町町内会、錦が丘町内会、ふじ町内会、大倉山ハイム町内会 

 【篠原地区】菊名南町自治会、篠原西町自治会、仲手原自治会、篠原台町自治会、 

 【高田地区】高田西原自治会 

 

 

■ 送付対象地区 （情報共有方式で協定を締結している地区） 

  ・単位町内会 

 【日吉地区】日吉台町内会（※）、常盤会自治会 

 【篠原地区】仲手原南自治会、篠原東自治会 

 【高田地区】高田町内会、高田町住宅自治会、高田町住宅親交会、高田東町会、 

高田町親和会、高田中央町内会、自治会しらさか 

 

(※) 日吉町自治会・箕輪町町内会・日吉台町内会は、今年度、新たに協定を締結し、７月に名簿提供済

みであることから、今回は送付対象外となります。 

 

◆ 合同メールで自治会町内会長あてに送付します。 
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８ 定例行事・その他のお知らせ 

  小野 地域振興課長 

 

◆市民意見募集の実施について（１・２は合同メールで自治会町内会長あてに送

付します。３は資料の送付はありません。） 

 

１ 横浜市公共建築物の再編整備の方針（素案）について市民意見募集【市連会報告】 

[資料８－１] 

(1) 募集内容 

横浜市では、学校等の建替えの機会を捉えた公共建築物の多目的化・複合化等の 

再編整備を進めるため、基本的な考え方や取組の方向性をとりまとめた「横浜市公 

共建築物の再編整備の方針」の策定を進めています。計画の策定にあたり市民意見 

募集を実施します。 

(2) 募集期間 

  平成 29 年 10 月 24 日（火）～11 月 27 日（月） 

(3) 提出方法 

   下記のいずれかの方法でお送りください。（様式は自由です） 

     郵送の場合 〒231-0017 横浜市中区港町 1－1 

         横浜市財政局 公共施設・事業調整課 保全・利活用計画担当行 

   Ｅメール・ＦＡＸ 

(4) 周知方法 

財政局公共施設・事業調整課窓口、各区役所広報相談係窓口、市民情報センター、

広報よこはま 10 月号への掲載 

※横浜市ウェブサイトで御覧いただけます。 

http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/org/kokyo/hozenrikatuyo/saihenseibi.html 

 

２ よこはま保健医療プラン２０１８（素案）について市民意見募集【市連会報告】 

[資料８－２] 

(1)  募集内容 

     横浜市では、保健医療分野を中心とした施策の中期的な指針として、平成２５年 

に「よこはま保健医療プラン 2013」を策定し、様々な取り組みを進めてまいりま 

した。現行プランの計画期間が 29 年度に終了することを受け、次期プラン「よこ 

はま保健医療プラン 2018」の策定を進めています。次期プラン策定にあたり市民 

意見募集を実施します。 

(2) 募集期間 

  平成 29 年 10 月 26 日（木）～11 月 27 日（月） 

(3) 提出方法 

   下記のいずれかの方法でお送りください。 

パンフレットに印刷されているハガキの郵送、ＦＡＸ、Ｅメールまたは次ページ 

記載のホームページから専用フォームに入力 
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(4) 周知方法 

医療局医療政策課、各区役所広報相談係・福祉保健課、市民情報センター、 

広報よこはま 11 月号への掲載 

※横浜市ウェブサイトで御覧いただけます。 

http://www.city.yokohama.lg.jp/iryo/i-keikaku/  

 

３ 第７期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（よこはま地域包括ケア計画） 

素案について市民意見募集【市連会報告】 [資料８－３] 

(1)  募集内容 

     高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画は、介護保険制度や高齢者に関する保健 

福祉事業の円滑な実施に関する総合的な計画として、３年ごとに策定しています。 

第７期計画（平成 30～32 年度）の策定にあたり、市民意見募集を実施します。 

 (2) 募集期間 

   平成 29 年 10 月 31 日（火）～12 月 28 日（木） 

(3) 区民説明会 

   平成 29 年 12 月 5 日（火）15：30～16：45 港北公会堂１号会議室 

   ※区民の皆様からの御意見・御要望を直接うかがいます 

(4) 提出方法 

    下記のいずれかの方法でお送りください。 

郵送の場合 〒231-0017 横浜市中区港町 1－1 

         横浜市健康福祉局 高齢健康福祉課行 

ＦＡＸ又はＥメール 

(5) 周知方法 

各区役所、地域ケアプラザ、老人福祉センター、市民情報センター、広報よこは 

ま 10 月号・11 月号への掲載 

 

◆回覧のお願い（１は今月の合同メールで送付します。） 

  

 １ こうほく区社協だより 創刊号の回覧[資料９－１] 

    お問合せ先:港北区社会福祉協議会 電話：547-2324 

                   港北区大豆戸町 13-1 吉田ビル 206 

  

２ 生活支援センターＮＥＷＳ 港北区版の回覧[資料９－２] 

お問合せ先:港北区生活支援センター 電話：475-0120  

             港北区鳥山町 1735 番地 ４Ｆ 

※ 11 月の合同メールでチラシを送付します。 
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◆掲示のお願い（合同メールで送付します。） 

※掲示スペースが許す限り掲示していただくようお願い申し上げます。 

１ 平成 29 年度港北区人権啓発・防災講演会の周知について[資料９－３] 

(1) 日時：平成 29 年 12 月８日（金）14 時 30 分～16 時 00 分（開場 14 時 00 分） 

 (2) 会場：港北公会堂 

 (3) 内容：「港北の未来をひらく 学校と連携した地域防災拠点運営に向けて  

地域防災拠点のあり方について一緒に考えてみませんか？」 

    過去の災害の教訓を生かして、未然に防ぎ、初期対応で減災し、被災生活を 

  乗り切ることができるために、学校を拠点にどのような防災教育と対策をして 

  いけばよいかを、学校・地域連携の実践報告をもとに皆様と考える講演会です。 

(4) 講師：鷲山 龍太郎氏（横浜市立長津田小学校校長・防災士） 

   北綱島小学校や太尾小学校の校長を歴任され、学校と地域防災との連携、学 

校職員の防災力向上を推進した先駆者であり、地学や災害対策への科学的な知 

見も深く、横浜の防災教育推進に尽力されています。 

(5) お問合せ先：港北区役所総務課庶務係 電話：540-2206 ＦＡＸ：540-2209 

   ※ 入場無料・一時保育あり（無料・先着順事前申し込み必要（10 名）） 

２ 保育士就職相談会 in 港北の周知について[資料９－４] 

(1) 第 1 回目 

日時：平成 29 年 11 月 18 日（土） 13 時 00 分～17 時 00 分 

会場：慶應義塾大学日吉キャンパス 協生館 多目的ホール２・３ 

(2) 第２回目 

 日時：平成 29 年 11 月 29 日（水） 10 時 00 分～14 時 00 分 

会場：港北公会堂 会議室１・２ 

 (3) お問合せ先 

   港北区役所こども家庭支援課 電話：540-2337 ※ 予約不要・参加費無料 

３ 児童虐待防止月間ＰＲポスターの掲出について[資料９－５] 

(1) 掲出期間：平成 29 年 11 月 1 日（水）～11 月 30 日（木） 

(2) 掲出内容：児童虐待防止月間のポスター 

(3) 相談連絡先：よこはま子ども虐待ホットライン 0120－805－240 

     港北区こども家庭支援課 540-2388・横浜市北部児童相談所 948-2441 

４ 第 10 回ヨコハマ３R夢港北地域ふれあいフェスタの開催について[資料９－６] 

(1) 日時：平成 29 年 11 月 19 日（日）10：00～15：00（小雨時縮小開催） 

(2) 会場：資源循環局港北事務所（港北区大豆戸町１２３８） 

(3) お問合せ先：資源循環局港北事務所 電話：541-1220 ＦＡＸ：541-1224 

５ 「秋のヨコアリくんまつり」の開催に伴うポスターの掲出について[資料９－７] 

(1) 日時：平成 29 年 11 月 18 日（土）10 時 00 分～16 時 00 分 

(2) 場所：横浜アリーナ２階センテニアルホール 

(3) 内容：「みんなで遊ぼう 本とであおう」をテーマに一日楽しめる家族向けの 

イベントです。本の読み聞かせ・紙芝居ブース・区内の団体や施設による遊び 

と体験ブースなど盛りだくさんの内容となっています。 

(4) お問合せ先：港北区地域振興課 電話：540-2240 ＦＡＸ：540-2245  

※入場無料 
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６ 平成 29 年「秋の火災予防運動」実施に伴うポスターの掲出について 

[資料９－８] 

７ 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９－９] 

８ 陸上自衛隊高等工科学校説明会開催について[資料９－10] 

(1) 日時：平成 29 年 12 月２日（土）あるいは 12 月３日（日） 

(2) 場所：陸上自衛隊高等工科学校（横須賀市御幸浜１－１） 

(3) お問合せ先：自衛隊神奈川地方協力本部横浜出張所 電話・ＦＡＸ：521-6027 

 

 

◆情報提供（合同メールで自治会町内会長あてに送付します。） 

   

１ 「港北の消防」の配付について[資料９－11] 

２ 火災が多発していることに伴う注意喚起チラシの配付について[資料９－12] 

 

10 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 

・交通事故概要 

 

(2) 港北消防署 

・港北区内の火災・救急状況について 
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閉会 

 

その他調整事項 
 

10 月の主なスケジュール       ※10 月区連会の資料発送は 23 日（月）です。 

21 日 土 

午前９時 30 分から 

午後３時まで 

ふるさと港北ふれあいまつ

り 
新横浜駅前公園 

午後７時キックオフ 
こうほくサンクスマッチ 

（vs 鹿島アントラーズ戦） 
日産スタジアム 

26 日 木 
午前 10 時から 

午後４時まで 
港北ほくほくフェスタ 港北公会堂 

28 日 土 午後６時 30 分開演 港北芸術祭 25 周年記念 

まぼろしの篠原城 
港北公会堂 

29 日 日 午後２時開演 

11 月の主なスケジュール 

４日 土 
午後２時 40 分 

キックオフ 

ラグビー日本代表戦 

（vs オーストラリア代表） 
日産スタジアム 

19 日 日 

午前８時 30 分から 
港北区ペタンク大会 

（雨天時は 26 日（日）） 
鶴見川樽町公園 

午前 10 時から 

午後３時まで 
こうほく３R 夢フェスタ 

資源循環局 

港北事務所 

22 ⽇ ⽔ 

午後２時から 

午後２時 30 分まで 
港北防犯協会三役会 区役所特別会議室 

午後２時 30 分から 

午後３時まで 

港北区制 80 周年記念事業

実行委員会（予定） 
区役所１号会議室 

午後３時 区連会 11 ⽉定例会 区役所１号会議室 

  四役会は午後１時 30 分から ／ 資料発送は 24 ⽇（⾦） 

29 日 火 
12 時から 

午後３時 30 分まで 
こうほく消費者のつどい 港北公会堂 

12 月の主なスケジュール 

１日 金 
午後２時から 

午後４時まで 
港北区交通安全大会 港北公会堂 

８日 金 
午後１時から 

午後４時まで 

地域防災拠点運営委員会連

絡会／港北区人権啓発・防

災講演会 

港北公会堂 

◆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◆ 

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 

「ふるさと港北ふれあいまつり」は中⽌となりました。 


