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港北区連合町内会 11 月定例会 
 

令和２年 11月 20日（金）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 各種委員の推薦について 

小林 地域振興課長 

１ 保健活動推進員の推薦について【市連会報告】［資料１-１］ 

   

 

 

 

 

 

 

※ 従来、委嘱にあたっては、区公会堂での委嘱式を実施してまいりましたが、いわゆる 

三密を避けるため、令和３年度は従来どおりの委嘱式を実施しないこととなりまし 

たので、御理解をお願い申し上げます。 

委嘱状の交付方法等につきましては、別途検討してまいります。 

 

 

 

任期 ２年（令和３年４月 1日～令和５年３月 31日） 

推薦要件 横浜市民で、次の要件を満たす方を推薦してください。 

(1) 健康づくりに関心があり、地域で健康づくり活動を実施する意欲が 

ある方 

(2) 任期の２年間を通して活動ができる方 

(3) 地域の各種団体・機関や住民と連携し、自主的に活動ができる方 

(4) 福祉保健センターが実施する健康づくり関係事業に、積極的に参画 

できる方 

(5) 委嘱時（令和３年４月１日現在）に、満 78歳未満の方 

依頼人数 単位自治会町内会毎に１人 250世帯を超えるごとに１人追加します。 

（「保健活動推進員自治会町内会別推薦依頼人数」参照） 

推薦方法 各自治会町内会で、必要に応じ、現在委嘱されている地区保健活動推進員

会会長などとご協議のうえ、保健活動推進員推薦名簿を提出してください。 

推薦期日 令和３年２月 26日（金） 

◆12 月上旬に自治会町内会長あてに直接送付します。 
◆「私たちは保健活動推進員です！」の掲示を依頼します。 

（合同メールで自治会町内会あてに送付します。） 
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２ 横浜市環境事業推進委員の推薦について【市連会報告】［資料１-２］ 

 

◆ 合同メールで自治会町内会長あて送付します。 

 

３ スポーツ推進委員の推薦について【市連会報告】［資料１-３］ 

 

 

 

 

 

２ 令和３年港北区消防出初式について（情報提供）［資料２］ 

◆  資料の送付はありません。 

港北消防署 和田副署長 

 

   新春恒例「港北区消防出初式～消防功労者表彰式～」の開催をお知らせします。 

 

(1) 日 時：令和３年１月９日（土）10時 00分～11時 00分 

(2) 会 場：日産スタジアム内301号会議室（小机町3,300番地） 

(3) 内 容：来賓あいさつ及び消防功労者表彰式 

  

     

任期 ２年（令和３年４月 1日～令和５年３月 31日） 

推薦要件 （1）自治会・町内会等と緊密な連携をとれる方 

（2）３Ｒ行動の推進等の実践活動に積極的に取り組んでいただける方 

（3）ごみ集積場所において分別排出の普及啓発活動ができる方 

依頼人数 単位自治会町内会毎に１人が基本ですが、地域の実情に応じます。 

推薦方法 各自治会町内会で、環境事業推進委員推薦書を提出してください。 

推薦期日 令和３年２月 26日（金） 

任期 ２年（令和３年４月 1日～令和５年３月 31日） 

推薦要件 20 歳以上の横浜市在住者のうち、新任者は令和３年４月１日現在原則 65

歳未満、再任の場合は令和３年４月１日現在原則 70 歳未満で、かつ、次

の要件のいずれかに該当する者。 

(1) 社会的信望があり、スポーツに深い関心と理解のある者。 

(2)  地域などで、スポーツ大会や各種スポーツ教室の企画・運営をし、

指導・助言のできる者。 

(3)  指導的立場にある者。 

(4) スポーツ活動・行事に積極的に参加できる者。 

依頼人数 単位自治会町内会から原則１名の推薦（「各地区推薦予定数一覧」参照） 

推薦方法 ① 各自治会町内会長が「推薦報告書」を作成し連合町内会長へ提出します。 

② 地区で取りまとめた①の「推薦報告書」と「地区スポーツ推進委員連絡

協議会役員選任報告書」を併せて提出します。 

推薦期日 
令和３年２月 19日（金） 

（単位自治会町内会長から連合町内会長への推薦期日） 

◆ 合同メールで自治会町内会長あて送付します。 
◆ 地区連ごとにまとめて推薦報告書等をご提出ください。 
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３ 情報提供 

  小林 地域振興課長 

１ 横浜ＩＲ（統合型リゾート）について【市連会報告】［資料３-1］ 

  ◆ 合同メールで自治会町内会長あて送付します。 

(1) 横浜ＩＲの方向性やＲＦＣの結果概要等を市民の皆様にわかりやすく説明するた

め、「広報よこはま特別号」を 11月中旬に発行します。自治会町内会におかれまして

は、合同メールで送付します。 

(2) 横浜ＩＲについて、市民の皆様により深く御理解いただくために、令和３年２月以

降でオンライン方式の事業説明会の開催を検討しています。 

(3)  実施方針の策定や民間事業者の選定等にあたり、神奈川県及び公安委員会等と円滑

な連携を図るため、協議会を設置・開催します。 

 

２ 楽遊学 25 周年記念号の周知について［資料３-２］ 

  ◆ 合同メールで自治会町内会長あて送付します。 

 

３ 第 34回 港北区グラウンドゴルフ大会の開催について［資料３-３］ 

  ◆ 資料の送付はありません。 

(1) 日 時  ：令和３年３月７日（日）８時 受付開始 

         雨天の場合は３月 21日（日）に順延 

(2) 会 場  ：鶴見川樽町公園多目的広場 

(3) 募集チーム：48チーム 

(4) 参加料  ：2,000円 

(5) 申込期間 ：12月 1日（金）～令和３年１月 22日（金） 

  (6) 申込方法 ：①インターネットによる申込 

           ②申込用紙の提出 

         申込多数の場合は抽選 

(7) 申込み先 ：〒222-0032 港北区大豆戸町 26－１ 

港北区スポーツ推進委員連絡協議会事務局 

℡ 540-2238 FAX 540-2245  Eメール ko-sports@city.yokohama.jp 

 

４ 港北区災害時要援護者支援事業ＷＥＢページのリニューアルについて 

［資料３-４］ 

◆ 合同メールで自治会町内会長あて送付します。 

災害時要援護者支援の取組例を集めた「港北区災害時要援護者支援事業取組ハンドブッ

ク」や、他区で利用している聞取り調査票などのツール、個人情報保護研修ＤＶＤのＰ

ＤＦ版をダウンロード可能にするなどして、利用しやすい内容に更新しました。 

 

 

     

 

 

申込 QR コード 
 

検索 港北区 要援護 

QR コード 
 

(12月1日から申込開始) 

mailto:ko-sports@city.yokohama.jp
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(令和３年１月15日から 
申込開始) 

４ 掲示依頼 

  小林 地域振興課長 

１ 「港北区スポーツシンポジウム」について［資料４-1］ 

◆ 合同メールで自治会町内会あて送付します。 

(1) 日時：令和３年２月 13日（土）13時 30分～15時 30分（開場 13時 00分） 

(2) 会場：横浜ラポール ラポールシアター （全席自由） 

所在地:鳥山町 1752番地  

(3) 内容：・表彰式（港北区スポーツ表彰、港北区スポーツ推進委員表彰） 

・講演会 

  講師：日比野暢子さん（桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学部教授） 

  テーマ：～スポーツと共に生きてこそ～  

(4) 申込方法：ＱＲコードによる申込みをお願いします。 

(5) 募集期間：令和３年１月 15日（金）～２月７日（日） 

       先着順 ※定員になり次第、募集を終了します。 

(6) 問合せ先：港北区役所地域振興課 ℡ 540-2238 

（港北区スポーツ推進委員連絡協議会事務局）        

  

 

２ 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４-２］ 

 

５ 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 

・航空支援訓練の実施について 

ア 内容： 航空消防隊の離着陸訓練等 

イ 日時： 令和３年１月 18日（月）13時 30分～15時 30分 

ウ 場所： 日産フィールド小机（新横浜公園内 小机町 3300番地） 

エ その他：新型コロナ感染予防対策の観点から見学はできません。 

◆小机東町内会にチラシの掲示を依頼します。 

（合同メールで小机東町内会あてに送付します）  

 

11月の合同メールは 11 月 25 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◆ 

https://kohoku-rengou.net/ 

 港北区連合町内会 定例会資料   で 検索  

申込 QR コード 
 


