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港北区連合町内会 10 月定例会 
 

平成 30年 10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 港北区地域スポーツ功労者表彰の推薦について（推薦依頼）［資料１］ 

 

港北区体育協会 安齊事務局長 

 

港北区スポーツシンポジウムにて、昨年に引き続き「港北区地域スポーツ功労者」表

彰を行います。地域の現場で長期に亘り、自治会町内会での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・育成強化など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、地区連合町内会より御推薦いただきますよう依頼します。 

 

（１） 推薦地区（今年度から輪番制） 

日吉・綱島・大曽根・城郷・新吉田・新吉田あすなろの計６地区 

(２) 推薦対象者 

ア 地区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 

(３) 提出書類及び期限 

提出書類：港北区地域スポーツ功労者表彰推薦書 

提出期限：11月 22日（木）（区体育協会あて） 

（４） 表彰授与日 

表彰者は平成 31年２月 23日（土）港北公会堂で開催予定の港北区スポーツシン 

ポジウムにおいて表彰いたします。 

 

◆ 該当の地区におかれましては被表彰者の推薦をお願いします。 
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２ 優良家庭防災員の推薦について（推薦依頼）［資料２］ 

 

港北消防署 佐藤 予防課長 

 

平成 31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 

地区連合町内会 各１名 

(2) 推薦期日 

11月 22日（木） 

      ※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 31年港北区消防出初式において行います。 

ア  日時 平成 31年１月５日（土） 10時 00分～12時 00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 26 年から平成 30 年までの優良家庭防災員被表彰者名簿を参考で同封します

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。 

  

◆ 各地区の被表彰者の推薦をお願いします。 

 

３ 住宅用火災警報器の抽選配付について（情報提供）【市連会報告】［資料３］ 

 

 港北消防署 佐藤 予防課長 

 

消防局では、住宅防火対策の新たな試みとして、11月９日から 11月 15日まで（秋の火

災予防運動期間）を住宅用火災警報器の点検強化キャンペーン期間とします。このキャン

ペーンの一環として、高齢者世帯に住宅用火災警報器を抽選で配布いたしますので、自治

会町内会長に情報提供いたします。 

 

（１）配付品及び配付数 

   連動型住宅用火災警報器 市全体 360組（親器と子器の２個１組） 

（２）応募対象世帯 

   ア 65歳以上のひとり暮らし世帯  イ 75歳以上のみの世帯 

（３）申込み方法 

   往復はがきに必要事項を記入の上、11月１日（木）から 30 日（金）（11月 30日消

印有効）までに横浜市消防局予防課あてご応募ください。（記入要領は別紙参照） 
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（４）抽選結果の発表 

   抽選の結果は、来年１月中に返信はがきにて応募された方全員にお知らせします。 

（５）配付の方法 

   当選された方へは、お住まいの区の消防署で住宅用火災警報器を配付します。 

   ２月 28日（木）（土日祝を除く）までにお受取りをお願いします。 

（６）一般の方への周知方法 

   広報よこはま 11月号に掲載します。 

 

◆合同メールで自治会町内会長あてに送付します。 

 

４ 年末年始のごみと資源物の収集日程について（回覧依頼）【市連会報告】 

［資料４］ 

資源循環局港北事務所 谷 所長 

年末年始は次の日程で収集を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   ・古紙・古布等の「資源集団回収」の日程については、実施している自治会・町内会等

が回収業者へ直接お問い合わせください。 

・粗大ごみの申込み 

     12月の申込は特に混み合い、年内の収集にお伺いできない場合があります。 

     電話での申込み：年末は 12月 29日（土）まで、年始は１月 4日（金）から 

     インターネットでの申込み：12 月 29 日正午から１月３日までに申込みをされた方

への返信は１月４日以降になります。 

 

◆回覧のお願い（11 月の合同メールで自治会町内会あてに送付します。） 

 

 

 

燃やすごみ・燃えないごみ
スプレー缶・乾電池

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

２８日（金）

２９日（土）

３０日（日）

３１日（月）

１日（火）

２日（水）

３日（木）

４日（金）

５日（土）

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。

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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５ ヨコハマ３Ｒ夢（スリム）プラン推進計画(2018～2021)」の策定について 

（情報提供）【市連会報告】［資料５］ 

谷 資源化推進担当課長 

 

横浜市では、ヨコハマ３Ｒ夢プラン（2010～2025）に基づき、ごみのリデュース・リ

ユース・リサイクル（３Ｒ）や適正処理の取組を進めています。 

  このたび、2018年度から 2021年度までに取り組む具体的な施策を示した「ヨコハマ

３Ｒ夢プラン推進計画（2018～2021）」を策定しました。 

  新しい計画のもと、取組を進めてまいりますので、引き続きご協力をお願いいたしま

す。 

 推進計画の概要 

(1) 推進計画期間 

2018年度から 2021年度 

(2) 計画の概要 

ア 考え方 
市民・事業者の皆様による自主的で自分らしい３Ｒ行動を大切にしながら、「横

浜らしい循環型社会」に向けて、全ての取組を進めます。 
イ 施策体系 
（ア）５つの「つながる」プロジェクト 
（イ）９つの推進政策 

(3) 目標 

ア 基本目標 

（ア）ごみと資源の総量を３％以上削減 
（イ）ごみ処理に伴い排出される温室効果ガスを 25％以上削減 
イ 戦略目標 
（ア）食品ロス発生量（家庭系）を 20％以上削減 
（イ）焼却工場での創エネ・省エネによる電力効率化で送電電力量５％以上増加 

 

計画冊子・概要版パンフレット閲覧場所 

(1) 10月 12日から 

資源循環局ホームページ 

（http://www.city.yokohama.lg.jp/shigen/sub-keikaku/keikaku/3rm/topics.html） 
(2) 11月上旬から 

ア 各区役所地域振興課資源化推進担当、区政推進課広報相談係 

イ 横浜市市民情報センター（横浜市庁舎１階） 

ウ 横浜市資源循環局政策調整課 

 

◆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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６ 平成 30年度上半期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】 

［資料６］ 

 谷 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９月の目標 24,438 トンに対し、実績 23,928

トンでした。目標を上回る削減値となっており、30年度の削減目標達成に向けて順調に推

移しています。 

下半期は、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、食べきりの声がけを行っていただくなど、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～9 月 ※目標 実績 増（▲）減 増減率 
港北区 24,438  23,928  ▲510  ▲2.1％  
全市 280,859  275,241  ▲5,618  ▲2.0％  

 
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 381  373  ▲8  ▲2.1％  
全市 411  402  ▲9  ▲2.2％  

 
※30 年度の港北区目標 燃やすごみ：375 グラム 
※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

194 グラムと合わせて 569 グラムが、合計年度目標） 
 

◆ 資料の送付はありません。 

 

７ 国民健康保険特定健診未受診者勧奨ポスター掲出のお願い（掲示依頼） 

【市連会報告】［資料７］ 

島村 保険年金課長 

 

本市国民健康保険では、法令に基づき国民健康保険被保険者の「健康増進」、「健康寿

命の延伸」、「医療費の適正化」、「医療費の削減」を図るため、平成 20年度から特定健康

診査（特定健診）を実施しておりますが、本市の受診率は 20％台前半と、低迷が続いて

おります。（港北区は平成 29年度実績（速報値）で 20.7％です。） 

つきましては、多くの区民の皆様に受診いただくため、各自治会町内会の掲示板への

特定健診の未受診者勧奨用のポスター掲出へのご協力をお願い申し上げます。 

 

掲出希望期間：10月下旬～12月 31日 

 

◆掲示のお願い（合同メールで自治会町内会あてに送付します。） 
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８ 「港北区国民健康保険特定健診推進月間」の実施について（情報提供） 

 

島村 保険年金課長 

 

今年度から国民健康保険特定健診の自己負担額が無料になりました。これを受診率向上

の好機と捉え、港北区医師会にもご協力をいただき、10/22 から 11/21 までを「港北区国

民健康保険特定健診推進月間」と位置づけます。 

特定健診は年間を通じて受診できますが、推進月間中は、区内の特定健診実施医療機関

の「受診しやすい曜日・時間帯等」の情報を港北区ホームページに掲載します。（10 月 17

日より掲載開始しています） 

つきましては、皆様の日々のご活動のなかで、ご案内等いただければ幸いです。よろし

くお願いいたします。 

 

 ・広報よこはま区版（10月号）のお知らせ欄でもご案内しております。 

・港北区ホームページＵＲＬ 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/honen/kokuho/tokuteikensinlist.html 

 

◆ 資料の送付はありません。 

 

 

９ 災害時要援護者支援名簿について（情報提供）［資料９］ 

 

柳下 高齢・障害支援課長 

 

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) 要援護者への意向確認方法について 

ア  同意確認の対象者（同意方式で協定締結している自治会町内会が対象） 

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、名簿掲載に関す

る同意確認書を送付します。 

イ 削除の意向確認の対象者（情報共有方式で協定締結している自治会町内会が対象） 

今年度新たに対象となった方に、名簿削除に関する削除依頼書を送付します。 

(2) 平成 30年度の名簿の提供及び平成 29年度の名簿の返却について  

平成 30 年度の要援護者名簿を２月に郵送します。また、平成 29 年度の名簿につ

いては、名簿と一緒にお送りする返信用のレターパックに入れて、４月下旬までに

返却をお願いします。 
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 (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月下旬 郵送にて平成 30年度名簿の提供（区役所→自治会・町内会） 

  オ ４月下旬 郵送にて平成 29年度名簿の返却（自治会・町内会→区役所） 

     

◆ 資料の送付はありません。 

 

10 備蓄食料の有効活用について（情報提供）【市連会報告】［資料 10］ 

 

橡木 総務課長 

 

市内の法人・団体（自治会、町内会、ＮＰＯ、社会福祉法人、企業）を対象に水缶、

保存用ビスケットを無償配布します。賞味期限までの期間は短いですが、よろしければ

ご活用ください。 

 

（１）備蓄物資の概要 

   

   

 

 

（２）配付について 

  ・申込書により申込みください。 

・水は 10箱以上、保存用ビスケットは４箱以上での申込をお願いします。 

  ・転売はしないでください。 

  ・お手数ですが、引渡場所に受け取りに来てください。 

  ・賞味期限内に食べ（飲み）きり、賞味期限を過ぎたものは適切な処分をお願い

します。 

 

（３）申込期間・引き渡しについて 

  ア 申込期間 11月６日（火）～11月 19日（月） 

 イ 引き渡し期間 11月 26日（月）～11月 30日（金） 

           午前の部 10時～12時 午後の部 14時～16時 

   ウ  場所 南部方面備蓄庫（金沢区富岡東２－２－１０） 

 

◆合同メールで自治会町内会長あてに送付します。 

 

 

 

 

 

 

 

配布物資 賞味期限 配布対象数 内容 １箱あたり

水 平成31年3月31日 約５万缶 ３５０ｍＬ 24缶

保存用ビスケット 平成31年2月28日 約５万食 ５枚入り 60食
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11 平成 30 年度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 11］ 

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 31年２月 14日（木）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：区役所から会場までマイクロバス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。詳細は、別途お知らせいたします。 

 (5) 開催のお知らせ 

    12月上旬を目安に表彰対象者の皆様に郵送にて御案内致します。 

 

※ 港北区自治会町内会永年在職者表彰式について 

（1）日時：平成 31年３月 12日（火）16時から 

(2) 会場：ソシア２１（港北区岸根町６－１） 

 

 

◆ 資料の送付はありません。 

 

 

小野 地域振興課長 

 

12 市民意見募集（合同メールで自治会町内会長あてに送付します） 

１ 「横浜市強靭化地域計画（素案）」に対するパブリックコメントの実施について 

（市民意見募集）【市連会報告】［資料 12－１］ 

（1）受付期間 

    10月 12日（金）～11月 26日（月） 

（2）リーフレット配布場所 

     区役所広報相談係、市役所市民情報センター、ＰＲボックス（地区センター、行

政サービスセンター）等 

（3）意見の提出方法 

      下記の問合せ先まで、郵送、ＦＡＸまたはＥメール、市ホームページ（投稿フォ

ーム）等で提出してください。 

(4）問合せ先 

横浜市政策局政策課   ℡ 671-3126 FAX 663-4613 
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13 回覧のお願い（合同メールで自治会町内会あてに送付します） 

  １ こうほく消費者のつどいの開催について[資料 13－１] 

(1) 内容：住宅リフォーム工事の基礎知識～大切な住まいの改築時の注意点～ 

(2) 日時：11月 27日（火） 13時 30分から 15時 30分まで 

(3) 会場及び定員：港北公会堂ホール、300名（当日先着順） 

(4) その他：12時から消費生活推進員による展示・物販の出展があります。 

２ 港北区民生委員児童委員協議会 広報紙「ほほえみ」第 26号の発行[資料 13－２]  

 

14 掲示のお願い（合同メールで自治会町内会あてに送付します。） 

１ 港北区作業所連絡会 展示即売会について[資料 14－１] 

(1) 期間：11月 26日（月）～30日（金） 

(2) 場所：ギャラリーかれん（℡543-3577）      

２ 児童虐待防止月間ＰＲポスター[資料 14－２] 

 (1) 掲出期間：11月 1日（木）～11月 30日（金） 

(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 

 ３ 平成 31年度 放課後児童クラブ入所児童募集について[資料 14－３]     

４ 「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 14－４] 

(1) 日時：11月 23日（金・祝）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：一日楽しめる家族向けのイベントです。絵本の広場・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。※入場無料 

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

５ 平成 30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 14－５] 

６ 陸上自衛隊高等工科学校出願受付について[資料 14－６] 

(1) 出願期間：11月１日（木）～平成 31年１月７日（月） 

 (2) 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 

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 14－７] 

 

15 情報提供について（合同メールで自治会町内会長あてに送付します。） 

 平成 30年度港北区人権啓発・防災講演会の開催について [資料 15] 

 (1) 日時 12月５日（水） 14時 15分から 15時 45分まで 

(2) 会場 港北公会堂（大豆戸町 26-1） 

(3) タイトル 「避難所で本当に命と健康、守れますか！？ 

          ～高齢者・障害のある方・女性・子どもなどの視点から～」 
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16 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 

  ・「港北の消防第 59号」（合同メールで自治会町内会あてに送付します。） 

 (３)その他 

 

 

◆10月の合同メールは 10 月 24 日（水）に発送します。 

 

 

 

 
 ◆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 


