港北区連合町内会 10 月定例会
令和２年 10 月 22 日（木）午後２時 00 分から
港北区役所 １、２号会議室

３密を避けるため、通常よりも人数を縮小して定例会を開催します。

議題
１

災害時要援護者名簿の提供について（情報提供）［資料１］
中村 高齢・障害支援課長
◆ 合同メールで自治会町内会長あて送付します。
２月下旬に協定を締結されている団体あてに名簿を送付します。

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)

要援護者への同意確認方法について
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 不同意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、名簿削除に関する不同意書を送付します。
(2) 令和２年度の名簿の提供及び令和元年度の名簿の返却について
令和２年度の要援護者名簿を令和３年２月に郵送します。また、令和元年度の名簿に
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、令和３年４月下旬
までに返却をお願いします。
(3) 今後のスケジュール
要援護者

区役所
区連会で説明

10 月 22 日（木）
12 月上旬
12 月下旬
（締め切り）

自治会・町内会

同意確認書（不同意書）の送付

同意確認書（不同意書）の返送

令和３年
２月下旬

令和２年度名簿の提供 （郵送）

令和３年
４月下旬

令和元年度名簿の返却（郵送）
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２ 第８期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進計画
（よこはま地域包括ケア計画）素案に関する市民意見の募集について【市連会報告】
［資料２］
◆

合同メールで自治会町内会長あて送付します。
中村

高齢・障害支援課長

令和３年度から５年度までの３年間を計画期間とする、
「第８期高齢者保健福祉計画・介
護保険事業計画」を策定します。新たに「認知症施策推進計画」を加え一体的に策定しま
す。
計画の策定にあたり、市民の方から広くご意見・要望等を伺うため、素案をもとに市民
意見を募集します。
(1) よこはま地域包括ケア計画の目的
団塊の世代が後期高齢者となる2025年に向け、地域で支え合いながら、介護・医療が
必要になっても安心して生活でき、高齢者が自らの意思で自分らしく生きることができ
ることを目指します。また、超高齢社会が更に進展する2040年に向け、効率的・効果的
な高齢者施策を実施し、老後に対する「不安」を「安心」に変えていきます。
(2) 市民意見募集期間：10 月 30 日（金）から 12 月４日（金）まで
(3) リーフレット配布場所
市民情報センター、区役所広報相談係、地域ケアプラザ、老人福祉センター
地区センター等
市ホームページ(ＱＲコード)にも掲載します。
(4) 意見の提出方法
郵送、ＦＡＸ、電子メール
(5) 提出先（問合せ先）
健康福祉局高齢健康福祉課 TEL 671-3412 FAX 550-3613
E メール kf-keikaku@city.yokohama.jp
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市 HP QR コード

３

「ひっとプラン港北」策定に関する地域活動調査の結果報告及び第４期計画に掲
載する地区活動の確認依頼について(情報提供)［資料３］
◆ 資料の送付はありません。
秋元
港北区社会福祉協議会

福祉保健課長
島本事務局長

港北区では「誰もが安心して健やかに暮らせるまち 港北」を目指し、身近な地域の助け
あい、支えあいを進めるため、港北区地域福祉保健計画「ひっとプラン港北」を策定、推進
しています。
現在、第４期計画（令和３～７年度）を策定していますが、新型コロナウイルスにより地
域のつながりや活動が大きな影響を受けたため、地域活動の現況やまちとのつながりについ
て調査を行いましたので、結果を報告します。
また、「ひっとプラン港北」の作成にあたり、各地区における具体的な取組について、コ
ラムでの掲載・紹介を予定しています。今後、活動主催者に原稿等の確認を依頼しますので
ご承知おきください。
【地域活動調査結果（アンケートから見えてくるもの）
】
・地域のつながりの重要性が改めて浮き彫りになった！
対面でのつながりによる安心感について回答が多く、地域のつながりの重要性を再認識
する機会となっています。
・地域行事、イベントの期待感が地域活動参加の糸口に！
地域活動が担ってきた役割の大きさが改めて感じられました。また、まだ地域活動に参
加していない 30 歳代の地域活動への関心の高さがみられました。関心ある活動として
は
「地域行事、催事、イベントなど」が挙がっています。
・オンラインなど新たなツールによる繋がりの可能性はこれから！
オンラインによってつながる経験は多くの方が持っていましたが、ご近所の付き合いの
深さに影響は与えていません。60、70 歳代の方の回答者が２割を占め、今後の地域活
動にオンラインを利活用していく可能性が示されました。
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４

横浜市自治会町内会新しい活動スタイル応援事業の参加申込について
（情報提供）（申込依頼）【市連会報告】［資料４］
◆ 資料を席上配付します。
小林

地域振興課長

⑥アンケート提出

⑤ 講座実施

③「参加者名簿」

「事前確認票」提出

②事業者決定

① 申込み

④事業者と日程等調整

９月に説明しました標記事業につきまして、事業者が決まりました。
「新しい生活様式」の中にあっても地域の絆をつなぎ、自治会町内会活動を継続していく
ため、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した会議体験等の出張講座を実施します。
(1) 申込方法
ア 地区連合町内会ごとに、お申し込みください。
※地区連合町内会の中でどなたにご参加いただいてもかまいません。
イ 事業者を第３希望まで選び申込書にご記入の上、ご提出ください。
※希望の事業者が重なった場合は先着順となります。あらかじめご了承ください。
(2) 申込み締め切り
第１次締切 11 月 10 日（火）
第２次締切 12 月 10 日（木）
(3) 申込から実施までの流れ

(4) 申込書提出先
申込書を郵送、メールまたは FAX で提出してください。
提出先：港北区役所地域振興課 担当 田邊、渡辺 TEL 671-3412 FAX 550-3613
E メール ko-jichikai@city.yokohama.jp
(5) 体験講座の一例（回数、講座名、時間、内容）
・１回目「ラインを使ってみよう」【共通項目】 ２時間程度
メッセージを送る、グループを登録する、横浜市LINE公式アカウントなど
・２回目「オンラインで会議を体験してみよう」【共通項目】 ２時間程度
Zoom(ずーむ)などで、オンライン会議を体験する
・３回目「電子掲示板、電子回覧板などを体験してみよう」など ２時間程度
事業者の特色に応じて体験いただくプログラムです。
※ 受講者の皆さんのご希望をふまえて、事業者が講座内容や回数を決めていきます。
【共通項目】：どの事業者をお選びいただいても体験できるプログラムです。
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５

推薦のお願い
小林

地域振興課長

１ 港北エコアクション３Ｒ夢行動及び清潔できれいな街づくり推進者表彰候補者
推薦について［資料５-１］
◆

推薦書等を席上配付します。

港北区では、３Ｒ活動や地域での清掃活動の推進に貢献された個人又は団体に対し、
感謝の意を表するため「港北エコアクション３Ｒ夢行動及び清潔できれいな街づくり推進
者表彰式」を開催しております。
対象者について、地区連合町内会長からご推薦いただきますようお願いします。
(1) 推薦基準
ア 地域での３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）活動など、
「ヨコハマ３Ｒ夢
プラン」行動の推進に功労のあった個人又は団体
イ 地域での清掃活動等に尽力するなど、
“清潔できれいな街づくり”の推進に功労の
あった個人又は団体
(2) 提出書類及び期限
ア 提出書類： 港北エコアクション３Ｒ夢行動及び清潔できれいな街づくり推進者表彰推薦書
イ 提出期限：11 月 20 日（金）
(3) 表彰日時等
「令和２年度港北区環境行動賞「ヨコハマ３Ｒ夢」推進者表彰式」にて表彰します。
日時：令和３年１月 13 日（水）10 時 30 分から 会場：区役所４階会議室
(4) 推薦数：各地区連合町内会 1 名もしくは１団体

２ 防犯功労者の推薦について［資料５-２］
◆

推薦書を席上配付します。

港北防犯協会では防犯活動の推進と、その発展向上に功績のあった方々の表彰を行ってお
ります。今年度も、防犯活動にご尽力頂いている方々に感謝状を贈呈いたします。
(1) 提出書類及び期限
ア 提出書類：推薦書
イ 提出期限：11 月 20 日（金）
(2) 表彰日時等
未定です。決定次第、ご連絡いたします。
(3) 推薦数：各地区連合町内会 1 名もしくは１団体
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３「港北区地域スポーツ功労賞」の推薦について［資料５-３］
◆

該当の地区に推薦書等を席上配付します。

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の御推薦をお願い
します。
(1) 推薦地区連合町内会（原則、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
ウ 市民の健康・体力づくりの一環として、だれもが気軽に参加できる軽スポーツ
を地域に普及している港北区さやわかスポーツに参加して活動している個人
(3) 推薦数：各地区連合町内会 １名もしくは１団体
(4) 提出書類及び期限
ア 提出書類：港北区地域スポーツ功労者表彰推薦書
イ 提出期限：11 月 20 日（金）
(5) 表彰日時等
表彰式は「港北区スポーツシンポジウム」にて実施します。
実施日：令和３年２月 13 日（土） 会場：横浜ラポール

優良家庭防災員の推薦について［資料５-４］

４

◆

推薦書等を席上配付します。

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)
(2)

推薦者数：地区連合町内会 各１名
提出書類及び期限
ア 提出書類：優良家庭防災員推薦書
イ 提出期限：11 月 20 日（金）
(3) 表彰日時等：表彰式は令和３年港北区消防出初式にて実施します。
ア 日時：令和３年１月９日（土） 10 時 00 分から 11 時 00 分まで
イ 会場：日産スタジアム内会議室（小机町 3,300 番地）
(4) その他
平成 28 年から令和２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。
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６

情報提供
小林

地域振興課長

１ 令和３年「成人の日」を祝うつどいについて（情報提供）【市連会報告】
［資料６-１］
◆

合同メールで自治会町内会長あて送付します。

「成人の日」を祝うつどいについては、新型コロナウイルス感染防止対策を講じたうえ
で、令和３年１月 11 日（月・祝）に横浜アリーナ及びパシフィコ横浜ノースの２会場で
それぞれ４回ずつ、計８回の式典を開催します。
また、当日の式典の様子を横浜市ホームページにてライブ配信します。
(1)

(2)

会場、式典時間、対象区
開場時間

開催時間

第１回

9:30

10:30～10:45

第２回

11:30

12:30～12:45

第３回

13:30

14:30～14:45

第４回

15:30

16:30～16:45

会場
横浜アリーナ
パシフィコ横浜ノース
横浜アリーナ
パシフィコ横浜ノース
横浜アリーナ
パシフィコ横浜ノース
横浜アリーナ
パシフィコ横浜ノース

対象者
平成 12 年(2000 年)４月２日から平成 13 年(2001 年)４月１日までの出生者で、市内
に住民登録をされている方

２ 横浜みどりアップ計画[2019-2023]
ついて【市連会報告】［資料６-２］
◆
３

対象区
港北・都筑
神奈川・保土ケ谷
青葉・緑
旭・西
泉・港南・栄・瀬谷
金沢・中
鶴見・戸塚
磯子・南

2019 年度実績概要版リーフレットの作成に

合同メールで自治会町内会長あて送付します。

横浜ＩＲ（統合型リゾート）について【市連会報告】［資料６-３］
◆

資料の送付はありません。
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４ 令和２年度上半期燃やすごみ量実績（速報値）について（情報提供）
［資料６-４］
◆

資料の送付はありません。

港北区の４月から 9 月の燃やすごみ量の状況は、新型コロナ感染拡大に伴い、外出を自
粛する方や在宅勤務の方が増え、自宅で過ごす時間が増加したことが影響したと考えられ
目標値に届かないごみ量でした。
〇燃やすごみ量
4 月～9 月
※目標
港北区
24,154
全市
277,819

実績
25,815
295,064

増（▲）減
1,661
17,245

（単位：グラム）
増（▲）減
増減率
5.4％
20
5.7％
23

〇燃やすごみ量（１人１日あたり）
4 月～9 月
※目標
実績
港北区
376
396
全市
406
429
※

令和２年度の港北区目標

（単位：トン）
増減率
6.9％
6.2％

燃やすごみ量：47,728 トン（１人１日あたり 369 グラム）

５「港北つなぎ塾」について［資料６-５］
◆

合同メールで自治会町内会長あて送付します。

「新型コロナウイルス時代のきずなづくり」をテーマに設定し、インタビューや座談会を
10月から公開しています。
※つなぎ塾とは
地域住民が地域の課題を知り、まちづくり手法を学ぶと共に自ら解決に取り組み、住
みよい地域を実現するための学び合いの場です。
「地域づくり大学校」の港北区版です。
港北つなぎ塾
で検索
https://kohoku-tsunagi.jimdofree.com/

６「第９回港北オープンガーデン」参加会場募集について［資料６-６］
◆

資料の送付はありません。

新型コロナウイルス感染状況に配慮し、動画撮影・配信や会場の公開期間を長め
に設定するなど、これまでとは異なる手法で開催します。
(1)

参加方法（両方参加も可）
①お庭・花壇の動画撮影と公開
来春４、５月に撮影した動画を港北オープンガーデン公式 YouTube チャンネルで配信
②お庭・花壇の現地公開
申込 QR コード
令和３年４月 12 日（月）から５月 23 日（日）まで
10 時から 16 時まで
(2) 参加会場募集期間：11 月 30 日（月）まで
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(3)

応募方法（いずれか）
①区ホームページの申請フォームに入力し写真データを添付
②郵送または FAX で所定の申込書を送付し、写真を郵送かメールで送付
(4) 申込・問合せ先
港北オープンガーデン運営委員会事務局（港北区役所区政推進課企画調整係）
〒222-0032 港北区大豆戸町 26-1 電話 045-540-2229
FAX 045-540-2209
E メール ko-kohokuopengarden@city.yokohama.jp
(5) その他：広報よこはま 11 月号に掲載します。

７ 第二次港北区読書活動推進目標の改訂に伴うリーフレットの配布について
［資料６-７］
◆

合同メールで自治会町内会長あて送付します。

令和２年 10 月に「第二次港北区読書活動推進目標」を策定しました。区内の関係団体
等と協働し、読書活動の推進を図ります。

【４つの読書活動推進目標】
目標１
目標２
目標３
目標４

７

子どもたちの成長に応じた読書活動の推進
だれもが読書に親しみ、楽しむきっかけづくりの推進
図書館・関連施設・地域が協働した読書活動の推進
ふるさと港北を知り学ぶ読書活動の推進

掲示のお願い
小林

地域振興課長

◆ 合同メールで自治会町内会あて送付します。
１は 11 月の合同メールで送付します。
１ 年末年始のごみと資源物の収集日程について【市連会報告】［資料７-１］
12 月 31 日（木）から令和３年１月３日（日）は、ごみ及び資源物の収集はお休みです。
【粗大ごみの申込】
12 月の申込みは特に混み合い、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：一般加入電話

0570-200-530

携帯・IP 電話等通話料割引サービス利用者

045-330-3953

年末は 12 月 30 日（水）まで、年始は１月４日（月）から
・インターネット(※)での申込み：「横浜市 粗大ごみ」で検索
・LINE(※)での申込み：LINE ID：＠cityofyokohama
※ 12月30日正午から令和３年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。

２

「子ども・若者育成支援協調月間」について［資料７-２］
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３ 港北芸術祭「谷口英治セクステット」公演について［資料７-３］
(1) 日時：令和３年１月 23 日（土）16 時 00 分開演（15 時 20 分開場）
(2) 会場：横浜ラポール ラポールシアター
(3) 入場料：前売 一般 2,500 円、中学生以下 1,500 円
（当日 一般 3,000 円、中学生以下 2,000 円）
(4) チケット販売：11 月 13 日（金）から
電子チケットぴあ[P コード：186-673 セブンイレブンで購入可]
ローソンチケット[L コード：32936 ローソン、ミニストップで購入可]
天一書房大倉山店、綱島店、港北区役所３階売店
(5) 問合せ先：港北区役所地域振興課 ℡ 540-2239

４

講演会「インターネット・スマホ（携帯電話）の落とし穴」の開催について
（こうほく消費者のつどい）［資料７-４］

(1) 日時：11 月 26 日（木）13 時 30 分～15 時 30 分（13 時 00 分開場）
(2) 会場：大倉山記念館ホール
(3) その他：市内在住・在勤・在学者の方が対象 入場料は無料
定員 40 名（当日先着順で受付）
(4) 問合せ先：港北区役所地域振興課 ℡ 540-2244

５
６
８

「防火ポスター」について［資料７-５］
消費者被害等の注意喚起ちらし「月次相談リポート」について［資料７-６］

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 63 号」について（情報提供）［資料８-１］

10 月の合同メールは 10 月 23 日（金）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◆
https://kohoku-rengou.net/
港北区連合町内会

定例会資料

で
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検索

