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港北区連合町内会 ５月定例会 
 

令和３年５月 21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  「広報よこはま」５月号配送に係るお詫びについて（事業説明）【市連会報告】

［資料１］ 

  田中 区政推進課長 

◆ 合同メールで自治会町内会長あてに送付します。 

   

   「広報よこはま」を各自治会町内会へ配送する委託業者については、本年５月から変

更したところですが、配送部数の誤りなどがあり、自治会町内会の皆様に多大なるご迷惑

をおかけいたしました。各区から寄せられた内容につきまして、委託業者と早急に調整を

行い、６月号の配送から改善を行っていきます。 

 

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）の策定について（情報提供）【市連会報告】［資料２］ 

 

林 高齢・障害支援課長 

◆  合同メールで自治会町内会長あてに送付します。 

 

よこはま地域包括ケア計画「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（計画期間：３年度～５年度）」の計画概要及び、同計画期間における

介護保険料について報告します。 

 

(1) 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～ 

(2) 計画の施策体系 

  ア 高齢者保健福祉計画 

  イ  認知症施策推進計画【共生・備え・安心】 

 (3) 介護保険料： 第８期保険料基準額（令和３～５年度） 6,500円 

(4) ホームページ 

URL https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/fukushi-kaigo/koreisha-kaigo/ 

kyogikai/chiikihoukatsu-care/8ki-keikaku.html 
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３ 新型コロナウイルスワクチン接種に関する自治会町内会への広報協力依頼 

  について（掲示依頼）【市連会報告】［資料３］ 

田畑 総務課長 

◆ 合同メールで自治会町内会あてに送付します。 

 

ワクチン接種の予約体制（５月分）及び個別接種等について報告します。 

 

(1) 予約体制（５月分）について 

予約日 集団接種 個別接種 

毎週 

月曜日 

接種場所と接種規模 

（回数） 
予 約 期 間 個別接種 

(病院・診療所) 

※新規 
(主会場) 

 

(その他会

場)※新規 
接種１回目 接種２回目 

5/3 76,509 回  5/17(月)～6/6(日) 市の予約 

システム 

では、原則 3

週間後の同

時刻同会場

での予約と

なります。 

 

医療機関については、 

5 月 17日に５月 24 日か

らの接種期間の予約を開

始します。個別接種は、

順次、接種規模を拡大し

ます。 

【開始当初】 

１３か所約 6,300回/週 

      ↓ 

【最大】 

約 1,100 か所 

約 77,000回/週 

※・病院等の独自予約の

場合は予約期間は医療機

関ごとに異なります。 

5/10 約 29,000回  
６/28（月）～7/4(日)

※1 

5/17 

約 29,000回  
7/5（月）～7/11（日）

※1 

 約 53,000回 
6/7(月)～6/27(日) 

※1※2 

5/24 

約 29,000回  
7/1２(月)～7/18(日)

※1 

 約 17,000回 
7/19（月）～7/25(日) 

※1 ※2 

5/31 約 29,000回 約 17,000回 
7/26（月）以降 

※1 ※2 

※1記載の期間に加え、前回までの予約分にキャンセルがあった場合の予約が可能です。 

※2予約期間は会場により異なる場合があります。 

 

(2) 個別接種について 

    市内13の医療機関で５月24日から接種を開始します。（予約受付は５月17日から実施済） 

市の予約システム・予約センターで予約可能な医療機関名等を市ホームページで公表 

しています。 

(3) 集団接種「その他会場」について 

 ６月 7日以降、順次「その他会場」21会場を新たに設置します。このうち、５会場は「主

会場」を拡充します。お住まいの区以外の会場でも予約可能です。 

なお、21会場とは別に、２会場は主会場の場所を変更します（詳細は別紙１・２参照）。 
(4) 医療機関名簿（区版）の掲示依頼について 

個別接種の実施医療機関名簿（区版）自治会町内会の掲示板に掲出いただくよう、ご協

力をお願いします。 ※医療機関の希望等により、掲載していない場合もあります。 
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４ 東京 2020 オリンピック聖火リレールート周辺での交通規制について（情報提供） 

【市連会報告】［資料４］ 

市民局オリンピック・パラリンピック推進課 荒木課長 
 

◆  合同メールで自治会町内会長あてに送付します。 

 

横浜市では、６月30日（水）にオリンピック聖火リレーが実施されます。また、走行ル

ート周辺では、交通規制が行われます。 

なお、聖火ランナーの様子は、インターネットのライブ中継でもご覧いただけますので、

沿道の密集を避けるため、オンラインをご活用ください。 

 

(1) 実施概要 

    令和３年６月30日（水） 

聖火ランナー走行時間 12時 10分から 19時 48分まで 

   横浜赤レンガ倉庫にて、県内最終ランナーのゴールを祝うセレモニー 

（セレブレーション）を行います。 

交通規制時間（最大） 11時 20分から 20時 30分まで 

    ※ 交通規制は、リレーの通過に合わせて時間を区切って行われます。別紙の交通規

制図をご覧ください。 

(2) インターネットによるライブ中継 

   ＮＨＫ東京 2020オリンピック聖火リレーライブストリーミングのオンライン配信にて、

毎日お楽しみいただけます。   聖火リレー 中継   検索  

（3）交通規制について 
   
 
 

 

 

 

 

 

 (4) 今後のご案内 

聖火リレーに関する情報は、「神奈川県実行委員会ウェブサイト」や「東京 2020オリ

ンピック・パラリンピック横浜市ウェブサイト」等で随時お知らせします。（広報よこは

ま６月号にも掲載予定です。） 

    ① 神奈川県実行委員会ウェブサイト https://kanagawa-runner.jp/ 

② 東京 2020オリンピック・パラリンピック横浜市ウェブサイト 

 https://tokyo2020.city.yokohama.lg.jp/about/ 

 

(5) 聖火リレー交通規制に関する問合せ先 

神奈川県実行委員会聖火リレー運営事務局 045-548-8105 

   【受付時間】 

    ・４月21日から５月31日まで 10:00～17:00（土日、祝日を除く） 

    ・６月１日から６月27日まで 10:00～17:00（土日、祝日も受付） 

       ・６月28日から６月30日まで  8:00～21:00 

区  間 ランナー走行時間 交通規制時間 

新横浜（横浜国際総合競技場～小机大橋） 12:10～12:26 11:20 ごろ～13:00ごろ 

三ツ沢～横浜駅西口付近 14:10～15:03 13:40 ごろ～15:30ごろ 

みなとみらい付近（金港町～市庁舎） 16:00～16:51 15:00 ごろ～19:30ごろ 

関内付近(市庁舎～赤レンガ倉庫) 17:00～19:48 16:40 ごろ～20:30ごろ 

https://kanagawa-runner.jp/
https://tokyo2020.city.yokohama.lg.jp/about/
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５ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会 横浜国際総合競技場会場 

周辺の交通規制等について（情報提供）［資料５］ 

 

市民局オリンピック・パラリンピック推進課 山本担当課長 
 

 

 

(1) 競技：サッカー 

(2) 会場：横浜国際総合競技場 

(3) 開催期間：2021年７月22日(木)から８月７日(土)まで 

(4) 試合数：８日間11試合（男子８試合、女子３試合） 

(5) 試合日程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 会場までのルートについて 

    会場には、公共交通機関での来場をお願いしており、各駅からの観客ルートは下図の

とおりになっています。車いすでの来場者は、事前予約制で JR新横浜駅からのタクシー

による送迎や、会場内の専用駐車場が利用できます。 

ルート上には、都市ボランティア等を配置し、会場までの案内やおもてなし、美化推

進（清掃）などの活動をしていただきます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程 対戦カード 試合時間 試合内容 

７月 22 日（木） 
コートジボワール vs サウジアラビア  17:30～19:30 男子予選 

（２試合） ブラジル vsドイツ 20:30～22:30 

７月 25 日（日） 
ブラジル vs コートジボワール 17:30～19:30 男子予選 

（２試合） サウジアラビア vsドイツ 20:30～22:30 

７月 27 日（火） オランダ vs中国 20:30～22:30 女子予選 

７月 28 日（水） 
大韓民国 vsホンジュラス 17:30～19:30 男子予選 

（２試合） フランス vs日本 20:30～22:30 

７月 30 日（金） 

予選結果で決定 

20:00～23:00 女子準々決勝 
７月 31 日（土） 20:00～23:00 男子準々決勝 
８月 ２日（月） 20:00～23:00 女子準決勝 
８月 ７日（土） 20:30～23:30 男子決勝・表彰式 

◆ 資料の送付はありません。 

６月下旬に該当地域に直接、チラシをポスティングします。 
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(7) 交通規制について 

    大会関係者の円滑な輸送と観客の安全確保のため、会場周辺では、試合日に次の交通

規制が実施されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) う回のご協力について 

試合日は、会場周辺の混雑が考えられます。そのため、う回エリアを設け、案内看板

や広報等により、車両のう回を促します。 

なお、居住者の皆様、業務その他所用のある車両は、ご通行いただけます。 

首都高速神奈川７号横浜北線『新横浜ＩＣ出口』は関係車両による混雑が予想される

ため、試合日は出来る限り『港北ＩＣ出口』のご利用をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 規制場所 規制内容 規制時間（予定） 

 新横浜公園交差点 大会関係車両以外通行

不可 

試合開始前混雑時 

～試合終了後混雑緩和まで 

 小机地域 歩行者専用道路 

（車両通行不可） 

試合開始前混雑時～試合開始まで 

試合終了～混雑緩和まで 

 

 
亀甲橋 



6 

６ 「東部方面斎場(仮称)整備通信 No.4」の発行について 

小林 地域振興課長 

   

◆資料の送付はありません。 

 

   将来にわたる火葬の安定供給を図るため、鶴見区において、市内で５か所目となる市営

斎場＝東部方面斎場（仮称）の整備を進めています。 

このたび、「東部方面斎場（仮称）整備通信No.4」を発行し、事業の進捗状況などを

お知らせします。 

 

＜概要＞ 

◆基本設計の検討状況について 

・建築設計を行う事業者を決定し、現在は、①計画地に斎場を建てるための条件整理、 

②必要な機能を整備するための調査、③基本となる図面の作成等の検討を行っています。 

・斎場の建物構成イメージは次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆環境影響評価（自主）結果について 

・令和元年度及び２年度に自主的に環境影響評価を実施しました。その結果、環境の保全の

ための措置に取り組むことで、環境保全目標は達成されると評価されました。 

◆都市計画手続について 

・令和３年度は、斎場の位置及び区域など、基本的な事項を都市計画に位置付けるための都

市計画手続に着手します。詳細は横浜市ホームページ等によりお知らせする予定です。 

 

＜備考＞ 

・この他、令和２年度説明会や、今後のスケジュール（予定）についてもご報告しています。 

・整備通信は当事業のホームページに掲載します。また、港北区区政推進課広報相談係にも

配架しますので、ぜひご覧ください。 

東部方面斎場 検索 
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７ 防災関係 

◆ １～５について、合同メールで自治会町内会長あて送付します。 

  

１ 地域防災活動支援に向けた研修等について（情報提供）【市連会報告】 

［資料７－１］               総務局地域防災課 時枝担当係長 

 

(1)「防災・減災推進研修＜基礎編＞」のご案内  

① 対象者 

       「町の防災組織」(自治会町内会等)のメンバーの方（２名までの推薦が可能） 

②  研修内容 

     横浜市の防災対策や先進的な地域防災活動の事例を学んで頂きます。 

③ 研修日程等  

日  時 場   所 定  員 

６月 25日（金） 防災センター（横浜駅） 30名 

６月 26日（土） 防災センター（横浜駅） 30名 

６月 29日（火） 防災センター（横浜駅） 30名 

６月 30日（水） 防災センター（横浜駅） 30名 

７月３日（土） 栄区役所（本郷台駅） 30名 

７月 10日（土） 旭区役所（鶴ヶ峰駅） 40名 

７月 13日（火） 中区役所（関内駅） 40名 

７月 14日（水） 中区役所（関内駅） 40名 

７月 16日（金） 中区役所（関内駅） 40名 

７月 17日（土） 青葉区役所（市が尾駅） 40名 

７月 31日（土） 金沢区役所（金沢八景駅） 40名 

 

④ 申込方法 

     「防災・減災推進研修＜基礎編＞」推薦書を６月10日(木)まで（必着）にご提出く

ださい。 
     ・申込先  公益社団法人横浜市防火防災協会（℡714-0929） 

郵送：〒232-0064 横浜市南区別所１-１５-１  

ＦＡＸ：714-0921  

電子メール：consulting@ydp.or.jp 

      ・問合せ先（研修の内容、自宅学習編の申込方法） 

            横浜市総務局地域防災課（時枝、橋本）(℡671-3456) 

 

(2)「防災・減災推進研修＜支援編＞」のご案内 

① 対象者：自治会町内会等 

② 研修内容 

地域における被害想定、風水害への備え、地震火災への備えなど６つのプログラ

ムから最大３つまでの希望内容をもとに研修内容を調整し、地域にアドバイザーを

派遣します。 

③  研修日程 

個別に調整させて頂きます。※１地域につき１日１～３時間程度 
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④ 申込要件 

・研修参加者（５人以上）の確保 

   ・研修実施場所の確保 

⑤ 申込方法 

  「防災・減災推進研修＜支援編＞」申請書を６月10日(木)まで（必着）にご提出く

ださい。 
・申込先 横浜市総務局地域防災課（時枝、橋本）(℡671-3456) 

郵送：〒231-0005 横浜市中区本町６丁目50番地の10 10階 

ＦＡＸ：641-1677  電子メール：so-chiikibousai@city.yokohama.jp 

 

(3) 「防災学習コンテンツ」（無料ウェブサイト）のご紹介 

コロナ禍においても自宅で防災について学ぶことができる動画やクイズ等を掲載した 

「防災学習コンテンツ」（無料ウェブサイト）を本市ホームページ上で公開しました。 

学習コンテンツ内の一部動画をまとめたＤＶＤを合同メールにて自治会町内会長あて 

配付します。地域の防災活動にご活用ください。 

【URL】https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/chiikibousai 
横浜市 防災学習コンテンツで検索 

 

２ 令和３年度家具転倒防止対策助成事業について（情報提供）［資料７－２］ 

総務局地域防災課 時枝担当係長 
 

本市では、家具転倒防止対策の取組を支援するため、転倒防止器具の取付けを無料代

行します。（器具代は申請者のご負担となります。） 

(1) 対象者（同居者全員が次の①から⑥のいずれかであること） 

① 65歳以上 

② 身体障害者手帳の交付を受けている 

③ 愛の手帳（療育手帳）の交付を受けている 

④ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている 

⑤ 介護保険法による要介護、又は要支援の認定を受けている 

⑥ 中学生以下 

(2)  申込方法 

     ① 郵送による申込：申込書に記入し、次のあて先に送付してください。 

      （申込書は港北区役所４階総務課(44番)でお渡しします。もしくは②からダウン

ロードできます。） 

        送付先 〒231-8790 横浜市中区長者町五丁目 49番地の１ 

            特定非営利活動法人 横浜市まちづくりセンター 

     ② 電子申請による申込：ホームページまたはＱＲコードからアクセスして下さい。 

 

                    

 

 

 

 

 

横浜市 家具転倒防止対策 検索 【QR コード】 
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３ 横浜市防災スピーカーの運用及び設置工事について（情報提供）【市連会報告】 

［資料７－３］               総務局緊急対策課 河野担当課長 

 

災害時の情報伝達手段のさらなる充実のために設置した「防災スピーカー」について、

各区役所から、各区独自の緊急を要する防災情報などを放送できるようになりました。 

(1) 放送内容 

これまでの放送 ・国民保護情報、緊急地震速報（震度５弱以上）、 

大津波警報、津波警報、津波注意報、噴火特別警報、 

気象特別警報、噴火速報 

・その他の本市全域に関わる緊急情報 

今後可能となる 

放送内容 

・各区判断による、緊急を要する防災情報及び緊急情報 

(2)  防災スピーカーの設置工事について 

防災スピーカーは令和元年度から３年度までの３か年にわたって設置工事を進めて

います。100か所の設置工事が完了し、令和３年度は90か所の設置工事を実施します。 

【令和３年度港北区内の設置予定】 

・令和３年度上期工事、令和３年10月運用開始 

駒林小学校、大豆戸小学校、太尾小学校 

・令和３年度下期工事、令和４年４月運用開始 

 新吉田小学校、港北小学校、綱島東小学校 

 

４ 警戒レベル（避難情報）の変更について（情報提供）【市連会報告】［資料７－４］ 

総務局緊急対策課 河野担当課長 

 

    令和元年６月から全国的に警戒レベルを用いた避難情報が発令（配信）されています 

が内閣府の風水害対策の検討により、令和３年５月から、警戒レベルの「避難情報の名称」

が変更されます。 

 

(1) 警戒レベル３の名称見直し 「避難準備・高齢者等避難開始」⇒「高齢者等避難」 

・早期の避難を促すターゲットを「高齢者」と明確にします。 

・高齢者等以外の避難に時間を要する人も、避難するタイミングとなります。 

(2)  警戒レベル４の「避難勧告」と「避難指示（緊急）」を ⇒「避難指示」に一本化 

・一本化により、避難のタイミングを明確化します。 

・ 現行で避難勧告を発令しているタイミングで避難指示を発令します。 

(3)  警戒レベル５の位置づけ変更 「災害発生情報」⇒「緊急安全確保」 

・災害が発生又は切迫し、警戒レベル４での避難場所等への立ち退き避難が安全 

にできない場合に、避難場所等への避難から自宅や近隣の建物で緊急的に安全確 

保する行動へと行動変容するよう促す情報として位置づけます。 

・警戒レベル４(避難指示)を発令した後に、区長（市長村長）が住民等に特に避 

難を促したい場合に発令することができます。 
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５ 令和３年度「防災キャラバン」について（情報提供）［資料７－５］ 

田畑 総務課長 
 

地域への出前講座「防災キャラバン」を実施します。お申込をご検討ください。 

(1) 実施内容 

     地域の実情により「崖防災」「河川防災」「建築物の防災」「首都直下型地震や風水害

を克服する防災まちづくり（リモート可）等」から、いずれか一つをご選択ください。   

 (2) 申込方法 

      資料裏面の「ファクス(Ｅメール)送信票」に必要事項を記入し、港北区役所総務課

防災担当まで送付ください。 

(3) 実施期間 

令和４年２月 28日まで（※ 実施の２か月前までにお申込みください。） 

(4) 提出及び問合せ先 

港北区役所総務課防災担当 中村、元木、福元、滝沢 

電話：540-2206 FAX：540-2209、Ｅメール：ko-bousai@city.yokohama.jp 

 

８ 令和３年度 日本赤十字募金について（募金協力依頼）［資料８］ 

  小林 地域振興課長 

◆ ５月末に募金資材を自治会町内会あてに郵送します。 

 

令和３年度の日本赤十字募金について、募金活動の協力依頼をします。 

 

９ 情報提供 

小林 地域振興課長 

◆ １～４について、合同メールで自治会町内会長あて送付します。 

 

１ 令和３年度 区政運営方針について［資料９－１］ 

   【基本目標】 活気にあふれ、人が、地域がつながる「ふるさと港北」 

          ～区民の皆さまの安心・安全を守り、ともに歩む区政～ 

 

 

２ 横浜ＩＲ（統合型リゾート）について［資料９－２］ 

(1)  横浜イノベーションＩＲシンポジウムの録画配信について 

３月27日（土）にオンラインで開催した「横浜イノベーシ 

ョンＩＲシンポジウム」の録画映像を横浜市HP等で配信中です。 

 

 

(2) ＩＲ事業説明会実施結果の公表について 

２月から３月にかけてオンラインで開催したＩＲ事業説明会の 

アンケート結果を横浜市ＨＰで公表しました。ＩＲ事業説明会 

で配信した副市長によるあいさつ等も、横浜市 HPで配信中です。 

    

 

 

URL: https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/ 

seisaku/torikumi/IR/jigyosetsumeikai.html 

URL: https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/ 

seisaku/torikumi/IR/210327sympo.html 

港北区令和３年度運営方針 検索 

mailto:ko-bousai@city.yokohama.jp
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３ 新たな劇場整備の検討内容の紹介リーフレットについて［資料９－３］ 

 

 ４ 港北区自治会町内会区域図について［資料９－４］ 

 

10 掲示依頼 

  小林 地域振興課長 

◆ 合同メールで自治会町内会あてに送付します。 

 

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 10］ 

 

11  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 

・住宅用火災警報器について 

・「港北の消防」第 64号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月の合同メールは５月 24 日（月）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  


