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港北区連合町内会 11 月定例会 
 

平成 29 年 11 月 22 日（水）午後３時 00 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 30 年度港北区家庭防災員研修受講者の推薦について（推薦依頼） 

【市連会報告】［資料１］ 

港北消防署 佐藤 予防課長 

 

自らの家庭を守るための知識や技術を身に付けるとともに、共助の重要性についても

理解を深めていただくことで、地域における防災活動の担い手として活躍していただく、

「家庭防災員」の研修を行いますので受講者の推薦をお願いします。 

 

(1) 募集方法 

自治会・町内会長様から受講者の推薦をお願いします。 

 (2)  募集人数 

自治会・町内会ごと原則２人まで 

３人以上の御推薦を希望の方は担当まで御連絡ください。 

(3)  推薦依頼について 

各自治会・町内会長様あて文書にて推薦の依頼をいたします。 

(4)  推薦期日 

平成 30 年３月 30 日（金）までに推薦をお願いします。 

(5)  修了証について 

研修受講者へ、市長名の「修了証」を交付します。 

(6)  研修期間及び研修内容について 

１年間（２～３時間の研修を３～４回実施します） 

   防火研修・救急研修・地震研修・風水害研修・災害図上訓練 

(7)  問合せ先 

港北消防署予防課予防係 電話：546-0119 

 

◆ 各自治会町内会長あてに、依頼文と推薦様式を直接送付します。 
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２ 市民意見を募集中の「第７期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」

素案について（市民意見募集補足）【市連会報告】［資料２］ 

柳下 高齢・障害支援課長 

 

10 月の定例会でお知らせをしました、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）の市民意見募集について、御意見をいただく素案

が固まりました。また、「横浜型地域包括ケアシステム」の構築に向けた港北区行動指

針の素案についても情報提供します。 

(1)  第７期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の素案概要 

  ア 基本目標 

「ポジティブ・エイジング」～誰もが、いつまでも、どんなときも、自分らし 

くいられる「横浜型地域包括ケアシステム」を社会全体で紡ぐ～ 

   (ｱ) 地域共生社会の実現に向けた地域づくりを目指して 

誰もが、いくつになっても、その人に合う役割を持ち、地域の担い手となる 

ことができるよう、「介護予防・健康づくり」、「社会参加」、「生活支援」を一体 

的に推進します。 

   (ｲ) 地域生活を支えるサービスの充実と連携強化を目指して 

医療・介護が必要になっても地域で安心して生活できるよう、在宅生活を支 

える介護、医療、保健・福祉の充実を図ります。 

(ｳ) 認知症にやさしい地域を目指して 

認知症初期集中支援チームの設置などの体制強化や、地域の見守り、インフ 

ォーマルサービス等を含めた切れ目のない支援体制の構築を進めます。 

(ｴ) ニーズや状況に応じた施設・住まいを目指して 

介護需要の増加や多様なニーズに対応するため、「施設・住まい」を整備、供 

給するとともに、特別養護老人ホーム等の施設の整備量を加速します。施設・ 

住まいの相談体制の充実などに取り組みます。 

(ｵ) 安心の介護を提供するために 

増大する介護ニーズに対応し、質の高いサービスを安定的に供給するため、 

①新たな介護人材の確保、②介護職員の定着支援、③専門性の向上を３本柱と 

して総合的に取り組みます。 

(ｶ) 地域包括ケア実現のために 

市民に分かりやすい情報の発信など、横浜型地域包括ケアシステムを支える 

基盤整備を進めます。 

(ｷ) 介護サービス量等の見込み・保険料の設定等 

現時点での介護保険給付費の見込み等から保険料（基準月額）を推計すると、 

6,600 円程度になる見込みです（現行 5,990 円）。最終的に、保険料は介護報酬 

改定の影響等を踏まえて決定します。 

(2) 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 

 

◆ 合同メールで自治会町内会長あて送付します。 
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３ 第 26 期青少年指導員候補者の推薦について（推薦依頼）【市連会報告】 

［資料３］ 

 

小野 地域振興課長  

 

各地域でご活躍いただいております第 25 期青少年指導員の任期が、平成 30 年３月 31 

日をもって満了となります。 

つきましては新たに第 26 期青少年指導員（任期：平成 30 年４月１日～平成 32 年３月

31 日）候補者を推薦していただきますよう、よろしくお願いします。 

なお、各地区連合町内会長におかれましては、青少年指導員候補者推薦書を御提出く

ださい。 

また、推薦を受けられた方の中から、地区青少年指導員協議会の役員を選出いただき、

地区青少年指導員協議会第 26 期役員選任通知書により御提出くださいますよう、併せて

お願い申し上げます。 

 

(1) 推薦依頼人数 

日吉地区連合 24 名、綱島地区連合 16 名、大曽根自治連合 14 名、樽町連合 11 名、 

菊名地区連合 13 名、師岡地区連合 ８名、大倉山地区連合 14 名、 

篠原地区連合 17 名、城郷地区連合 12 名、新羽町連合９名、新吉田連合 12 名、 

新吉田あすなろ連合７名、高田町連合 10 名 

    合計 167 名 

(2)  青少年指導員候補者推薦書の提出期限 

    平成 30 年２月２日（金） 

(3)  地区青少年指導員協議会第 26 期役員選任通知書の提出期限 

平成 30 年２月 23 日（金） 

 (4)  配布書類（イ、ウが御提出いただく書類です。） 

   ア 第 26 期青少年指導員各地区推薦依頼数 

イ 第 26 期（平成 30・31 年度）横浜市青少年指導員候補者推薦書 

※ 推薦にあたっては、推薦を受ける方の承諾を受けてください 

ウ 地区青少年指導員協議会第 26 期役員選任通知書 

エ 第 26 期横浜市青少年指導員委嘱手続き 

オ 青少年指導員の概要 

   カ 横浜市青少年指導員要綱 

   キ 横浜市青少年指導員推薦要領 

 (5)  提出について 

    下記まで、持参または郵送にて御提出をお願いします。 

〒222-0032 港北区大豆戸町 26-１ 

港北区役所地域振興課生涯学習支援係  

 

◆資料の送付はありません。  
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４ 港北区地域スポーツ功労者表彰の推薦について（推薦依頼）［資料４］ 

 

小野 地域振興課長 

 

港北区スポーツシンポジウムにて「港北区体育協会功労者」と「区内中学生優秀選手」

を、表彰させていただいているところですが、今期より「港北区地域スポーツ功労者」

表彰を新規に設けました。これは、地域の現場で長期に亘り、町会スポーツレクレリエ

ーション事業、青少年やマスターズ選手の指導や育成に貢献した個人または団体を表彰

するものです。 

つきましては、各連合町内会より御推薦いただきますようお願い申し上げます。 

 

(1) 推薦対象者 

ア 連合町内会の中でスポーツレクレーション振興活動を行い、功績のあった個人ま 

たは団体。 

イ 港北区に居住し、ボランティアでスポーツレクリエーション振興活動を行い功績 

のあった個人または団体。 

(2) 功労者推薦期限：平成 29 年 12 月５日（火）までにご提出をお願いいたします。 

(3) 提出書類：港北区地域スポーツ功労者表彰推薦書 

(4) 表彰授与日 

表彰者は平成 30 年２月 17 日（土）港北公会堂で開催予定の港北区スポーツシン 

ポジウム席上において表彰をさせていただきます。 

 

◆ 資料の送付はありません。 

 

 

５ 港北区優良集積場所表彰について（概要説明・情報提供）［資料なし］ 

 

 資源循環局港北事務所 宮田 所長 

 

ごみと資源物の集積場所の維持管理において、ごみの分別排出、ごみの減量化、資源

化等に積極的な取組を行っていただいている区民または団体等に対し、日ごろの御協力

に感謝するとともに、その取組を促進することを目的とした優良集積場所表彰を 18 事

務所でそれぞれ行います。 

 

(1)  優良集積場所の定義 

ア  常に清潔に保たれている集積場所 

イ  維持管理に積極的に取組んでいる集積場所 

(2)  優良集積場所の選定方法 

横浜市優良集積場所選定要綱（平成 29 年８月制定）に基づき、資源循環局港北事 

務所長が、環境事業推進委員地区代表等からの推薦を受けて選定します。 
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(3)  表彰までのスケジュール 

・12 月上旬 環境事業推進委員地区代表へ推薦依頼 

・12 月末  推薦の取りまとめ 

・１月上旬 集積場所の調査・選定 

・２月７日 環境事業推進委員全体研修会(港北公会堂)にて表彰 

 

◆ 資料の送付はありません。 

 

 

６ 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は資料の送付はありません。２・３は合同メ

ールで自治会町内会長あてに送付します。） 

 

１ 住宅宿泊事業法への対応についての市民意見募集【市連会報告】[資料６－１] 

住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者及び住宅宿泊仲介業者に係る制度を創設し、民 

泊として活用できる住宅や年間提供日数の上限について定めるとともに、事業者への 

義務付け、行政の役割などを明示する「住宅宿泊事業法」が平成 30 年６月に施行され 

るにあたり、横浜市では、「(仮称)横浜市住宅宿泊事業に関する条例」（以下「市条例」） 

の制定を検討しています。市条例の骨子を作成しましたので、閲覧するとともにパブ 

リックコメント(市民意見募集)を行います。 

「(仮称)横浜市住宅宿泊事業に関する条例」の骨子 

１ 目的 

住宅宿泊事業法(以下「法」という。)第 18 条の規定に基づき、住宅宿泊事業を実施す 

る期間を制限することにより、生活環境の悪化を防止することを目的とします。 

２ 住宅宿泊事業の実施の制限 

(1) 低層住居専用地域(※)においては、月曜日から木曜日まで(祝日等を除く)は住宅宿泊 

事業を行うことはできません。 

※  都市計画法第８条第１項第１号にいう第一種低層住居専用地域及び第二種低層住 

居専用地域 

(2) 住宅の敷地の過半が低層住居専用地域に含まれる場合には、当該地域を低層住居専用 

地域とみなします。 

(1) 募集期間：平成 29 年 11 月 20 日(月)から 12 月 19 日(火)まで 

(2) 提出方法：下記のいずれかの方法でお送りください。 

（様式は自由ですが①住所②氏名③本件に関する意見の３点は御記入ください。） 

     電子メール：bk-minpakujorei@city.yokohama.jp 

郵送又は持参：〒231-0015 中区尾上町１丁目８番地 関内新井ビル６階 

横浜市文化観光局観光振興課 

ＦＡＸ：045-663-6540 

(3) 閲覧場所：市民情報センター(市庁舎１階)、各区役所区政推進課 

(4) 周知方法：広報よこはま 12 月号への掲載 
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２ 横浜教育ビジョン 2030（仮称）素案についての市民意見募集【市連会報告】 

[資料６－２] 

(1)  募集内容 

    横浜市教育委員会では、平成 18 年に横浜の教育が目指す姿を描いた「横浜教育 

ビジョン」を策定し、実現に取り組んできました。「横浜教育ビジョン」策定から 

概ね 10 年が経過したことをうけ、2030 年頃の社会のあり方を見据え、新学習指導 

要領の考え方をふまえながら、概ね 10 年を展望した「横浜教育ビジョン 2030（仮 

称）」を策定し、素案に対する市民意見募集を実施します。 

(2) 募集期間 

  平成 29 年 12 月 15 日（金）から平成 30 年１月 15 日（月）まで  

(3) 提出方法 

   次のいずれかの方法で、教育委員会事務局教育政策推進課まで御提出ください。 

●電子メール ky-box@city.yokohama.jp 

●郵    送 〒231-0017 横浜市中区港町１－１ 

         横浜市教育委員会事務局教育政策推進課あて 

●Ｆ  Ａ  Ｘ  045－663－3118  

   ※郵送の場合、書式は問いません。 

   ※電話又は口頭での御意見は対応できませんので、御了承ください。 

(4) 周知方法 

区役所（広報相談係）、市役所市民情報センター、図書館、 

広報よこはま 12 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/kyoiku/vision/  

 

３ 旧上瀬谷通信施設における国際園芸博覧会基本構想（素案）に対する市民意見募集

【市連会報告】 [資料６－３] 

(1)  募集内容 

    平成 27 年６月に米軍から返還された旧上瀬谷通信施設は、面積約 242ha と広大か 

つ平坦であり、横浜のみならず首都圏における貴重な土地です。横浜市ではその土 

地利用については、郊外部の再生に資する新たな活性化拠点の形成を目指していま 

す。このため、国際園芸博覧会の招致検討を進めており、花や緑あふれる新たな 

横浜の魅力や、観光・MICE 都市としての存在感を国内外で高めていきます。 

   平成 29 年６月に委員会を設置して検討を進めており、横浜市として国際園芸博覧 

会の招致を検討するため、開催意義やテーマ、事業展開等について素案として取り 

まとめましたので市民意見を募集します。 

(2) 募集期間 

   平成 29 年 12 月 20 日（水）から平成 30 年１月 19 日（金）まで 

(3) 説明会（事前申込不要、当日先着 100 名） 

  ア 日時：平成 29 年 12 月 21 日（木） 18：00～19：00 

    場所：瀬谷区役所５階大会議室（瀬谷区二ツ橋町 190） 

  イ 日時：平成 29 年 12 月 22 日（金） 18：00～19：00 

    場所：旭区役所新館２階大会議室（旭区鶴ケ峰一丁目 4-12、厚木街道沿い） 
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(4) 提出方法 

   ・概要版のハガキ（切手不要 当日消印有効） 

  ・ファックス：045-663-4613 政策局政策課あて 

  ・電子メール：ss-engeihakuiken@city.yokohama.jp 

  ・政策局政策課ホームページ 

(5) 周知方法 

市民情報センター、各区役所広報相談係、土木事務所、各区ＰＲボックス（図書 

館・地区センター・主要駅等）、広報よこはま 12 月号への掲載 

※ 基本構想（素案）の本編及び概要版は、下記の政策局政策課ホームページで御 

覧いただけます。 

http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/seisaku/engeihaku/shouchikentou.html  

 

 

◆回覧のお願い 

  

 １ 年金相談時の予約についてのチラシの回覧[資料７－１] 

  (1) 予約申し込み「ねんきんダイヤル」 

電話：0570-05-1165（相談希望日の１か月前から受付しています。） 

  (2) 予約相談の実施時間帯 

平日：８時 30 分～16 時（月曜日のみ 18 時まで） 

   ※ 月曜日が祝日の場合、翌日以降の開所日初日に 18 時まで受付を実施します。 

休日：第２土曜日のみ９時 30 分～15 時 

   (3) お問合せ 

    日本年金機構 港北年金事務所 

    電話：546-8888 

 ２ 年金記録確認「ねんきんネット」の御案内チラシの回覧[資料７－２] 

   詳細は http://www.nenkin.go.jp/n_net/ または「ねんきんネット」で検索 

  (1) お問合せ 

    日本年金機構 港北年金事務所 

    電話：546-8888 

 

３ 港北区民生委員児童委員協議会 広報紙「ほほえみ」第 25 号の回覧[資料７－３] 

 ４ 「港北力発見☆通信第 23 号」の回覧[資料７－４] 

 ５ 港北区スポーツシンポジウムのチラシの回覧[資料７－５] 

  (1) 日時：平成 30 年２月 17 日（土）13:30～16:00（開場 13:00） 

(2) 会場：港北公会堂（入場無料・申込不要） 

(3) 記念講演：近藤 欽司 氏（元卓球日本代表監督）「夢に向かいて」 
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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 確定申告書作成会場の開設及び税理士による無料申告相談について 

[資料７－６] 

(1) 申告書作成会場開設期間：平成 30 年２月 13 日（火）から３月 15 日（木）まで 

(2) 会場：神奈川税務署（港北区大豆戸町 528 番地５） 

(3) 開設時間 

相談：９時 15 分から 17 時まで（提出は８時 30 分から） 

※ 会場が混雑している場合には、早めに締め切ることがありますので、なるべく 

16 時までにお越しください 

(4) 税理士による無料申告相談 

  小規模納税者の所得税及び復興特別所得税・消費税及び地方消費税、年金受給者 

並びに給与所得者の所得税及び復興特別所得税の申告書を作成して提出できます。 

ア 神奈川区役所 本館３階 第１会議室（神奈川区広台太田町３－８） 

平成 30 年２月２日（金）・５日（月）・６日（火） 

イ 慶應義塾大学日吉キャンパス 協生館２階多目的教室１(港北区日吉 4-1-1) 

   平成 30 年２月７日（水）から９日（金）まで 

  ※ 時間は両会場とも９時 30 分から 15 時まで（12 時～13 時は昼休憩です） 

２ 平成 30 年度 放課後児童クラブ入所児童募集について[資料７－７] 

３ 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７－８] 

 

 

◆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 第 73 回国民体育大会冬季大会アイスホッケー競技会の開催について[資料７－９] 

(1) 開催日程：平成 30 年１月 28 日（日）から２月１日（木）まで 

(2) 会場 

ア KOSE 新横浜スケートセンター【メイン会場】（港北区新横浜２－11） 

イ 横浜銀行アイスアリーナ（神奈川区広台太田町１－１） 

(3) 観戦について 

 全試合観戦は無料です。ぜひ会場にお越しいただき、全国から集まる選手達に熱 

い声援をお願いします。 

 

◆ 合同メールで自治会町内会長あて送付します。 

 

 

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 
 

11 月の主なスケジュール      ※11 月区連会の資料発送は 24 日（金）です。 

28 日 火 
12 時 00 分から 

15 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 
10 時 00 分から 

16 時 00 分まで 
港北区交通安全大会 港北公会堂 

８日 金 
13 時 00 分から 

16 時 00 分まで 

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 

12 日 火 
14 時 00 分から 

15 時 30 分まで 

年末の交通事故防止キャン

ペーン 
日吉駅前 

22 日 

23 日 

24 日 

金 

土 

日 

13時から21時まで 

10時から18時まで 

10時から17時まで 

お城 EXPO2017 
パシフィコ横浜 

会議センター 

23 日 
土 

祝 

15 時 05 分 

キックオフ 

天皇杯 準決勝 

Ｆ･マリノス vs 柏レイソル 

等々力陸上競技場 

（川崎市） 

１月の主なスケジュール 

 ５日 金 11 時 30 分から 
平成 30 年 

港北区新年賀詞交換会 
新横浜プリンスホテル 

 ６日 土 
10 時 00 分から 

12 時 30 分まで 

平成 30 年 

港北区消防出初式 
日産スタジアム駐車場 

 ７日 日 
8 時 30 分から 

14 時 00 分まで 
港北駅伝大会 日産フィールド小机 

22 ⽇ ⽉ 

15 時 00 分から 区連会１⽉定例会 区役所１号会議室 

 四役会は 14 時 30 分から ／ 資料発送は 24 ⽇（⽔） 

（区連会終了後） 
港北区新年賀詞交換会 

実行委員会 
区役所特別会議室 

２月の主なスケジュール 

 ９日 金 
14 時 30 分から 

（13 時頃区役所集合）

横浜市自治会町内会長 

永年在職者表彰式 
市長公舎 

◆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 


