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港北区連合町内会 １月定例会 
 

平成 30 年１月 22 日（月）午後２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 港北区スポーツシンポジウムのご案内について（出席依頼）［資料１］ 

 

  港北区体育協会 安齊 事務局長 

 

11 月定例会にて御依頼させていただきました「港北区地域スポーツ功労者」表彰への

推薦にあたりましては、特段の御高配を賜り、誠にありがとうございました。 

つきましては、港北区スポーツシンポジウムにて功労者の表彰等を行いますので、御臨

席いただきたくお知らせいたます。当日は表彰式のほか、地域発表や記念講演を御用意し

ております。各地区から多数の御出席をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 (1)  日時：平成 30 年２月 17 日（土） 午後１時 30 分から午後４時まで 

(2)  場所：港北公会堂 

(3)  内容 

   ア 表 彰 式：港北スポーツ表彰（港北区地域スポーツ功労者表彰ほか） 

  イ 地域発表：舞踏団正藤 

ウ 記念講演：近藤欽司氏（元卓球日本代表監督） 

(4)  港北区地域スポーツ功労者表彰 受賞地区 

１ 日吉地区連合町内会 ６ 大倉山地区連合町会 

２ 大曽根自治連合会 ７ 篠原地区連合自治会 

３ 樽町連合町内会 ８ 新羽町連合町内会 

４ 菊名地区連合町内会 ９ 高田町連合町内会 

５ 師岡地区連合町内会 

(5) お問合せ：港北区体育協会 事務局長 安齊 茂 

電話：090-3247-8892 / E-mail：kouhoku.taikyo@gmail.com 

 

◆ 資料の送付はありません。 
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２ 行政相談の周知について（回覧依頼）【市連会報告】［資料２］ 

 

  総務省行政評価局 行政相談企画課 杉谷 課長補佐 

 

行政相談委員は、総務大臣から委嘱を受けた、皆さんの身近な相談相手です。国の仕事

（年金、労働など）に関する苦情などの相談を広く受け付けます。そして、関係行政機関

に対する通知などを行います。港北区役所でも次のとおり相談窓口を設置しておりますの

で、国の仕事に関することで困ったときは、お気軽に御相談ください。 

 

 (1) 日時：奇数月第２火曜日 13 時から 15 時まで（受付時間） 

(2) 場所：港北区役所２階ロビー 

(3)  お問合せ：総務省 神奈川行政相談センター 0570-090-110 （行政苦情 110 番） 

港北区役所区政推進課 広報相談係 540-2221 

 

◆ 合同メールで回覧担当者あてに送付します。 

 

３ 横浜水缶の特典付き販売について（情報提供）【市連会報告】［資料３］ 

 

水道局 菊名水道事務所 渡邉 所長 

 

昨年と同様に、今年も７年保存できる備蓄飲料水「横浜水缶」の特典付き販売を実施

します。この機会にぜひ「ひとり１日３リットル、最低３日分で９リットル以上」の飲

料水の備蓄をお願いします。 

 

(1) 飲料水備蓄促進キャンペーン 

  ア キャンペーン期間 

平成 30 年１月９日（火）から３月 21 日（水）注文分まで 

   イ 特典 

     特典１：期間中の御注文は配達料無料（通常一か所 200 円） 

     特典２：３箱購入ごとに給水リュック１個プレゼント 

特典３：10 箱購入ごとに横浜水缶を１箱プレゼント 

※ 特典２・特典３は、配達先ごとに箱数を数えます。また、はまっ子どうし 

The Water は、特典付き販売の対象外です。 

(2)  備蓄飲料水「横浜水缶」の販売について 

販売価格：横浜水缶 １箱（500mℓ缶 24 本入 計 12ℓ）1,800 円（税込） 

賞味期限：製造日から７年 

配 達 先：横浜市内に限る  

配 達 料：200 円/１か所（通常時） 

※ キャンペーン期間中（３月 21 日注文分まで）は配送料無料です。 

(3) 注文先：水道局お客さまサービスセンター（24 時間 365 日受付） 

電話：847-6262  ＦＡＸ：848-4281 

◆ 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 平成 29 年度第３四半期燃やすごみ量実績（速報値）について（情報提供） 

【市連会報告】［資料なし］ 

宮田 資源化推進担当課長 

 

港北区の燃やすごみ量の状況は、４月から12月の目標36,535トンに対し、実績36,780

トンとなっており、この期間の目標値を若干上回っています。 

第４四半期は引っ越しをはじめとした新年度の準備で、ごみ量の増加が見込まれる時

期です。ごみの分別はもとより、使わなくなったもののリサイクルを進めていただくと

ともに、年末年始に購入した手つかず食品の有無を確認していただくなど、引続き３R

夢プランの推進にご協力をお願いします。 

 

〇燃やすごみ量 （単位：トン） 

4 月～12 月 ※目標 実績 増（▲）減 増減率 

港北区 36,535  36,780  245  0.7％  

全市 420,960  424,640  3,680  0.9％  

 

〇燃やすごみ量（１人１日あたり） （単位：グラム） 

4 月～12 月 ※目標 実績 増（▲）減 増減率 

港北区 381  384  3  0.8％  

全市 409  414  5  1.2％  

※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(378 グラム)をもとに過去３か年の同時期の排出

傾向から算出しています。(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。  
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５ 港北区老人クラブの活動に関するご理解とご協力について（周知依頼） 

［資料５］ 

柳下 高齢・障害支援課長 

小野    地域振興課長 

 

港北区は、高齢者単身世帯及び高齢者のみ世帯の合計は約 3.3 万世帯と市内最多とな

っており、閉じこもりや地域からの孤立・孤独死等を防ぎ、高齢者が安心して暮らし続

けられるよう、地域での支え合いや見守り体制を構築していくことが求められています。 

このような状況のなか、老人クラブの活動は、仲間づくりを通して、生きがいと健康 

づくりなどを行うことを目的としており、今後の高齢化社会において、重要な役割を担

うと考えています。しかしながら、現在、港北区の老人クラブ加入者数は 5,018 人（82

クラブ）で、60 歳以上の人口に占める加入者の割合は 18 区で最も低くなっており、約 6％

に留まっています。 

港北区の高齢者が住み慣れた地域で、元気に暮らし続けられるよう、港北区役所では、

老人クラブの加入促進を進めています。 

各地域において老人クラブ加入に関する相談や、立ち上げの相談などがありましたら、

港北区老人クラブ連合会へつないでください。また引き続き、老人クラブ活動に対する

ご理解とご協力をお願いいたします。 

老人クラブ加入、クラブ立ち上げに関する問い合わせ先 

港北区老人クラブ連合会 

住所：港北区大豆戸町１３－１ 吉田ビル３階 

電話番号：５４７－６５０６ 

 

◆ 各地区の定例会の際に会長にお渡しします。 

 

６ 岸根公園ひょうたん原っぱにおける航空支援隊訓練の実施について 

（回覧依頼）［資料６］ 

 港北消防署 長谷部 警防担当課長 

 

岸根公園ひょうたん原っぱにおいて、航空消防隊の離着陸訓練等を実施し、大規模災

害等発生時の的確かつ円滑な活動に備えるとともに、その状況を一般公開することによ

り、市民に対して飛行場外離着陸場を広く周知し、航空消防隊に関する理解を深めます。

訓練中は、消防ヘリコプターの離着陸による強風や騒音等が発生します。御迷惑をお掛

けしますが、よろしくお願い致します。 

 

(1) 日  時：平成 30 年２月 10 日（土）14 時から 

(2) 場  所：岸根公園ひょうたん原っぱ（港北区岸根町 725 番地） 

(3) 内  容：消防隊による離着陸時の機体誘導・安全管理、特別救助隊の投入訓練、 

見学者への機体についての説明と展示など 

(4) そ の 他：災害発生時及び荒天時は中止となります。 

(5) お問合せ：港北消防署・警防課 546-0119 

◆ 近隣の地区（篠原地区・城郷地区）に回覧を依頼します。 
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７ 災害時のぼり旗掲出訓練の実施について（情報提供）［資料なし］ 

 

  秋元 福祉保健課長 

 

医療機関と薬局が、災害時の対応を確認するため、「港北区災害時のぼり旗掲出訓練」

を実施します。 

訓練では、訓練参加医療機関と薬局で、次の期間中の任意の１日、のぼり旗を掲出し

ますので、訓練実施について御理解いただきますようお願いいたします。 

 

 (1) 期間：平成 30 年２月 19 日（月）～24 日（土）のうち１日 診療時間内 

(2) のぼり旗について 

震度６弱以上の大規模地震が市内で発生した場合、診療可能な病院は「診療中」、 

開局可能な薬局は「開局中」の旗を掲出します。 

 

 

 

 

 

◆ 資料の送付はありません。 

 

８ 地域のチカラ応援事業補助金の募集開始について（情報提供）［資料８］ 

 

  小野 地域振興課長 

 

港北区では、地域の課題解決や地域住民のための活動を自主的・主体的に行う団体を

応援するため、平成 30 年度の「地域のチカラ応援事業」事業募集を行います。また、

平成 29 年度地域のチカラ応援事業最終報告会・交流会を開催します。 

 

  (1)  募集期間：２月９日（金）～３月９日（金）（平日のみ、受付時間は９時～17 時） 

※ 広報よこはま港北区版や楽遊学でも周知するほか、区役所ＨＰにも掲載します。 

募集要項や申請書は、２月５日（月）から区役所にて配布開始予定です。 

 (2)  受付場所：港北区役所 地域振興課地域力推進担当（区役所４階 46 番窓口） 

※ 受付時にヒアリングをしますので事前に御連絡の上、申請書を御持参ください。 

(3)  地域のチカラ応援事業補助金相談会 

    ア 日時：２月 ９日（金）午後２時～午後３時 30 分 

２月 16 日（金）午後７時～午後８時 30 分 

    イ 会場：両日とも区役所４階２号会議室 

(4) 平成 29 年度 地域のチカラ応援事業最終報告会・交流会 

ア 日時：３月 17 日（土） 午前 10 時～午後５時（予定） 

イ 会場：慶應義塾大学日吉キャンパス来往舎※どなたでも御参加いただけます。 

(5) お問合せ：港北区地域振興課地域力推進担当（電話：540-2247 FAX：540-2245） 

◆ 合同メールで自治会町内会長あて送付します。 
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９ ラグビーワールドカップ2019™PRラガーシャツの貸出し及びラグビーワールド

カップ 2019™チケット開催都市住民先行抽選販売の開始について（周知依頼） 

［資料９］ 

  小野 地域振興課長 

 

地域イベントの主催者でラグビーワールドカップ 2019™の機運醸成に御協力いただけ

る方向けに、貸出用の PR ラガーシャツ（黒色ボーダー）を作成しましたので、皆様に

おかれましても地域のイベントがある際は、ぜひ御活用ください。 

また、ラグビーワールドカップ 2019™チケットの開催都市住民先行抽選販売が３月 19

日（月）から始まります。横浜市にお住いの方は、横浜国際総合競技場で開催されるチ

ケットをいち早く申し込むことができます。抽選販売に備えて「チケット ID」の登録を

お願いします。 

 

  (1)  ラガーシャツの貸出しについて 

ア 枚数 Ｓ：30 枚  Ｍ：30 枚  Ｌ：40 枚 

※ イベントが重複した場合は、貸出枚数を調整させていただくことがあります。 

イ 申込方法 

     申請書に必要事項をご記入いただき、貸出希望日の１週間前までにご提出をお 

願いします。申請書は区役所ホームページでダウンロードできます。 

ウ 提出先：港北区地域振興課 生涯学習支援係 ラグビー担当 

メール：ko-sports@city.yokohama.jp 

ＦＡＸ：540-2245 ※着信確認をお願いします。 

エ 注意事項・使用後は洗濯してから御返却ください。 

              ・区ＨＰ等で使用可能な、イベントの様子の写真を御提出ください。 

オ お問合せ：港北区地域振興課生涯学習支援係(電話：540-2241/FAX：540-2245) 

<参考> 

ピンク色ボーダー：港北区サポートリーダー（地区連合町内会長等） 

緑色ボーダー  ：スポーツ推進委員 

黒色ボーダー  ：貸出用 

(2) ラグビーワールドカップ 2019™チケット開催都市住民先行抽選販売について 

申 込 期 間：2018 年３月 19 日（月）10:00～４月 12 日（木）23:59  

抽選結果発表：2018 年４月 26 日（木）  

支払い期間：2018 年４月 26 日（木）～2018 年５月５日（土） 

※ セット券の抽選販売は１月 19 日から開始されています。 

※ 申し込むためには「チケット ID」の登録が必要になります。 

公式チケットサイト(tickets.rugbyworldcup.com)にアクセスし、登録してください。 

★チケット ID の登録方法がわからない方へ★ 

港北区役所地域振興課窓口で「チケット ID」登録のご説明をします。 

期間：２月１日（木）から４月 12 日（木） ８時 45 分から 17 時 

※登録にはメールアドレスが必要になりますので、あらかじめご用意ください。 

※インターネットに接続できるタブレットやスマートフォンをお持ちください。 

◆ 合同メールで自治会町内会長あて送付します。 
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10 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（資料の送付はありません。） 

 

１ 『これからの緑の取組［2019-2023］（素案）』の市民意見募集について【市連会報告】 

[資料 10－１] 

緑の減少に歯止めをかけ、「緑豊かなまち横浜」を次世代に継承するため、財源の 

一部に「横浜みどり税」を活用した、「横浜みどりアップ計画」に取り組んでいます。 

この計画は平成 30 年度末に計画期間を満了しますが、緑の保全や創造は、長い時 

間をかけて継続的に取り組むことが必要であることから、これまでの取組の成果を踏 

まえ、平成 31 年度以降、重点的に取り組む「これからの緑の取組［2019-2023］」（素 

案）を策定しました。この素案に対して市民意見募集を実施します。 

(1) 募集期間：平成 30 年１月 15 日（月）から２月 16 日（金）まで 

  ※ 期限が短いため、自治会町内会からの意見については２月末まで柔軟に対応し 

ます。 

(2) 提出方法 

ア 郵送（パンフレットに付属のハガキで郵送いただく場合は切手不要です。） 

〒231-0017 横浜市中区港町 1-1 横浜市環境創造局政策課 市民意見募集担当 

イ ＦＡＸ：641-3490 

ウ インターネット 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/etc/jyorei/keikaku/midori2019/iken.html 

(3) 閲覧場所 

「これからの緑の取組［2019-2023］」（素案）本編は、以下の場所で閲覧できます。 

  ア 各区役所の区政推進課（広報相談係） 

  イ 市民情報センター（市庁舎１階） 

  ウ 環境創造局政策課 

  エ 横浜市環境創造局のウェブサイト 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/etc/jyorei/keikaku/midori2019/iken.html 

(4) お問合せ 

環境創造局政策課 電話：671-4214 / ＦＡＸ：641-3490 

E-mail：ks-mimiplan@city.yokohama.jp 

 

 

◆回覧のお願い（合同メールで送付します。） 

 １ 港北区青少年指導員協議会広報紙「港北青指 第 40 号」について[資料 10－２] 
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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 防衛省自衛隊予備自衛官補試験のご案内について[資料 10－３] 

(1) 公募について 

  ア 一般公募 

    18 歳以上 34 歳未満で自衛官未経験者、又は自衛官歴１年未満の者 

  イ 技能公募 

    国家免許資格等(医療、語学、整備、情報処理、通信、電気、建設、放射線管 

理、法務、国海技士等)を有する 18 歳以上で保有免許に応じ 53～55 歳未満の者 

(2) 受付期間：平成 30 年４月６日(金)まで(締切日必着) 

(3) 試験期日：平成 30 年４月 14 日(土)～18 日(水) のうち、いずれか１日を指定 

(4) お問合せ：防衛省自衛隊 神奈川地方協力本部 横浜出張所（電話：521-6027） 

 

２ 家庭防災員研修に伴う「災害時のトイレ問題」に関する講演会開催について 

[資料 10－４] 

(1) 日時：平成 30 年３月２日（金） 14 時 00 分～16 時 00 分（開場 13 時 30 分） 

(2) 場所：港北公会堂 

※ 事前申し込み不要。希望者は直接会場へお越しください。 

(3) 内容 

第一部 「災害時のトイレ問題と対策を考える」 

NPO 法人日本トイレ研究所 代表理事 加藤 篤 

第二部 神奈川県警察音楽隊によるコンサート 

(4) お問合せ：港北消防署予防課予防係 電話：546-0119 

 

３ アフリカ開発会議機運醸成イベントの開催について[資料 10－５] 

2019 年の横浜での「第７回アフリカ開発会議」開催に向けた機運醸成のため、ア 

フリカワークショップを開催します。 

(1) 平成 30 年３月３日（土）11 時～13 時（予定） 

(2) 場所：トレッサ横浜南棟１階 イベント広場（横浜市港北区師岡町 700 番地） 

(3) 内容（参加費無料） 

アフリカ太鼓ジェンベのワークショップ・手作りアフリカンビーズ体験・ 

アフリカの伝統ゲーム体験 

(4) お問合せ：港北区役所 地域振興課 電話：540-2247 

メール：ko-chishin@city.yokohama.jp 

 

４ 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 10－６] 

 

 

◆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 「活き生きスポ進」第 60 号の発行について[資料 10－７] 
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12 その他・行政機関からの情報提供等 

(1) 港北警察署 

  ・港北ＦＢＩ通信 

・港北区内犯罪発生状況 

・交通事故概要 

(2) 港北消防署 

・港北消防インフォメーション 

・港北区内の火災・救急状況について 
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【今後のスケジュール】       ※1 月区連会の資料発送は 24 日（水）です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他調整事項 
 

２月の主なスケジュール 

 ３日 土 
10 時 00 分から 

11 時 30 分まで 

港北区災害時ペット対策 

講演会 
区役所１・２号会議室 

  ※お申し込みは、区役所生活衛生課へ（☎540-2373） 

 ９日 金 
14 時 30 分から 

横浜市自治会町内会長 

永年在職者表彰式 
市長公舎 

市表彰受賞者は、13 時までに区役所特別会議室にお集まりください。 

17 日 土 

10 時 00 分から 

（開会式） 

第 30 回大倉山観梅会 

（18 日まで） 
大倉山公園梅林 

13 時 30 分から 

16 時 00 分まで 
港北区スポーツシンポジウム 港北公会堂 

22 ⽇ ⽊ 

13 時 00 分から 
ふるさと港北ふれあいまつり

企画委員会 
区役所１号会議室 

（まつり企画委員会

終了後） 

港北区制 80 周年記念事業実

行委員会 企画委員会 
区役所１号会議室 

15 時 00 分から 区連会２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 23 ⽇（⾦） 

３月の主なスケジュール 

２日 金 

10 時 30 分から 新横浜駅周辺混乱防止対策訓練  新横浜駅周辺 

14 時 00 分から 

16 時 00 分まで 

「災害時のトイレ問題」に関

する講演会 
港北公会堂 

16 時 00 分から 

18 時 00 分まで 

港北区自治会町内会長感謝会 

（15 時 30 分 受付開始） 
ソシア 21（予定） 

17 日 土 
10 時 00 分から 

17 時 00 分まで 

地域のチカラ応援事業 

最終報告会 

慶應義塾大学日吉キャ

ンパス 来往舎 

20 日 火 
19 時 00 分から 

21 時 00 分まで 
港北区青少年指導員大会 新横浜グレイスホテル 

22 日 木 

13 時 30 分から 

14 時 00 分まで 
港北防犯協会役員会 区役所特別会議室 

14 時 00 分から 

15 時 00 分まで 
共同募金会港北区支会委員会 区役所１号会議室 

15 時 00 分から 区連会３⽉定例会 区役所１号会議室 

 四役会は 13 時 00 分から ／ 資料発送は 23 ⽇（⾦） 

◆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 


