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港北区連合町内会９月定例会(書面開催) 
 

令和３年９月 22日（水） 

郵送等による送付  

１ 推薦依頼 

 

 

(1) 令和３年度港北区交通安全功労者表彰の推薦について   

 港北区交通安全対策協議会では、交通安全の推進に功績のあった個人または団体の表 

彰を行います。被表彰者の推薦を依頼します。 

ア 表彰推薦者数：各地区連合町内会１名または１団体 

イ  推薦書提出期限：10月 22日(金) 

ウ  提出先：港北区役所地域振興課地域活動係 

              郵送の場合    〒222-0032 港北区大豆戸町 26-1  

             E-mailの場合   ko-chishin@city.yokohama.jp      

 エ 表彰式：12月 13日（月）10時から 11時 於 港北区役所４階１・2号会議室 

（例年、「港北区 安全・安心のつどい」（昨年度は中止）において表彰していますが、

今年度も新型コロナウイルス感染拡大の防止の観点から「つどい」は中止し、表彰

式のみ実施します。） 

 

(2) 令和３年度防犯功労者表彰の推薦について  

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。 

ア 表彰推薦者数：各地区連合町内会１名または１団体 

イ  推薦書提出期限：10月 29日(金) 

ウ  提出先：港北防犯協会（港北警察署生活安全課内） 

            同封の返信用封筒で郵送してください。 

              

(3) 令和３年度港北区地域スポーツ功労者表彰の推薦について 

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。 

ア 推薦地区連合町内会（原則、輪番制） 

樽町、菊名、師岡、大倉山、篠原、新羽、高田の計７地区 

イ 推薦対象者 

① 地区連合町内会の中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 

② 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  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 

◆ 地区連長あて資料を送付します。((3)は該当の地区のみ送付します。) 
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ウ 推薦数：各地区連合町内会 １名もしくは１団体 

エ 提出書類及び期限 

① 提出書類：港北区地域スポーツ功労者表彰推薦書 

② 提出期限：11月 22日（月）（港北区スポーツ協会宛） 

オ 表彰等 

  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４年２月 19日（土） 会場：横浜ラポール 

 

２ 概要説明 

  令和３年度 自治会町内会長永年在職者表彰について 

◆ 自治会町内会長あて資料を送付します。 

永年にわたり在職いただいている自治会町内会長におかれましては、永年在職者の表彰式

を行いますので、受賞予定者のご確認をお願いします。なお、新型コロナ感染症対策により

今年度も「港北区自治会町内会長感謝会」を中止します。 

 

３ 協力依頼 

令和３年度共同募金運動における戸別募金の実施について 

◆ 地区連長あて資料を送付します。                      

共同募金会港北区支会での決定を受け、資料を送付します。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、従来の自治会・町内会活動が難しい状況であり

ます。ご協力くださる地域の方々の健康・安全を第一とし、戸別訪問等による募集におきま

しては、地域の実情にあわせた柔軟なご対応をお願いいたします。また、「募金活動実施に

あたっての衛生配慮に係るガイドライン」に基づいた募金活動をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種   別 赤い羽根共同募金 年末たすけあい 
実施時期 １０月１日（金）～３月３１日（木） １１月１日（月）～１２月３１日（金） 
協力依頼先 港北区内各自治会町内会 
目安額 ￥２７,３５３,８５０－ ￥２１,４５４,０００－ 

資材送付先 各自治会町内会長宅（指定のあった場合は指定先） 
資材発送時期 ９月２４日（金）～順次 １０月１２日（火）～順次 
送金締切 令和３年１２月１５日（水） 
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４ 情報提供 

 

 

 

(1) 新型コロナウイルスワクチン集団接種会場について 

   交通アクセスの良い集団接種会場を開設します。また、17時以降も接種可能な会場を増

やし、多様なライフスタイルに合わせたワクチン接種ができるよう、市内 18 会場で集団

接種を行います。 

なお、身近な医療機関で実施する「個別接種」の予約枠が、８月に比べ約 1.5 倍増えて

います。予約が取りやすくなっておりますので、「個別接種」の予約をご検討ください。 

 

ア 交通アクセスの良い会場 ３会場の新設（１区１会場 計 18会場） 

 

イ 夜間(17時以降)の接種会場について 

多様なライフスタイルにあわせ、夜間（17時以降）も接種が受けられる会場を、市内

計 15 か所設けます。実施時間は会場ごとに異なるため、昼間に接種が受けられる会場

も含めた詳細は、資料をご覧ください。 

 

ウ 余りワクチン接種協力者バンクについて 

接種会場で発生する余りワクチンについて、廃棄防止のため、接種会場の近隣にお住

まいの方などで、余りのワクチンの接種にご協力していただける方を募集します。 
接種会場で余りワクチンが生じた場合、無作為に抽出した応募者に電話連絡し、ご協

力いただける方にお越しいただき、接種を受けていただきます。 
   ・対象者 

横浜市民の方で、接種会場からの電話連絡後、20分以内に接種券、本人確認書類、予

診票、お薬手帳（持っている方）をお持ちになり、接種会場に来場できる方 

・注意事項 

 ご連絡は応募の先着順ではなく無作為に抽出した上で行います。 

また、余りワクチンは発生する場合でも注射器数本にとどまるため、応募した方全員

に連絡することをお約束するものではありません。 

 

 

区 会場名 住所 アクセス 開設日 

西区 
横浜駅西口 

ローズホール※1 

西区北幸 

2-11-1 

JR 線･東急東横線・みなとみらい線･京浜急

行線･相鉄線･横浜市営地下鉄ブルーライン 

「横浜駅」西口から徒歩 6 分 

10 月１４日 

(木) 

磯子区 
磯子センター 
(磯子地区センタ
ー、喜楽荘) 

磯子区磯子
3-1-41 

JR 根岸線「磯子駅」から徒歩 12 分 

市営バス(9/58/99/113 系統) 

京急バス(110 系統) 

「間坂」から徒歩 2 分 

10 月１４日 

(木) 

港北区 

慶應義塾 

日吉キャンパス 

協生館２階 

港北区日吉 

4-1-1 

東急東横線･東急目黒線･横浜市営地下鉄 

グリーンライン 

「日吉駅」から徒歩１分 

9 月２２日 

(水) 

◆ (1)から(6)について自治会町内会長あて資料を送付します。 

◆ (7)及び(8)について地区連合町内会長あて資料を送付します。 
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   ・協力者を募集しています。応募方法等の詳細は次のホームページをご覧ください。 

     https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/vaccine/va.html 

 

エ 個別接種の予約は次のホームページからお申込みください。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/vaccine/ 

vaccine-portal/kobetsu-other.html 

 

 

 

 

 

(2) 災害用備蓄食料の更新に伴う無償配布について 

家庭内備蓄を進めていただくこと等の防災意識の啓発や食品ロス削減の観点から、本

市で備蓄している食料の一部について、無償配布を行います。 

 

ア お配りする備蓄食料：保存パン、水缶詰、おかゆ 

イ 対象：横浜市内の法人・団体（自治体・町内会、NPO、社会福祉法人等） 

ウ 申込期間：10月４日（月）から 10月 15日（金）まで 

エ 引渡場所：西部方面備蓄庫（横浜市旭区上白根３－38－２） 

南部方面備蓄庫（横浜市金沢区富岡東２－２－10） 

       オ 引渡期間：西部方面備蓄庫：11月８日（月）から11月12日（金）まで 

南部方面備蓄庫：11月15日（月）から11月19日（金）まで 

カ 申込方法（申し込み多数の場合は抽選となります） 

    ① インターネット 

市ホームページの専用フォームからお申し込みください。 

横浜市 備蓄有効活用 で 検索  

② Eメール 

    次のメールアドレスに申込書を添付してお送りください。 

so-musyouhaifu@city.yokohama.jp 

③ 郵送または FAX 

申込書に必要事項を記載のうえ、送付してください。 

送付先(問合せ先):総務局地域防災課 〒231-0005 横浜市中区本町６-50-10 

             ℡ 671-2011  FAX 641-1677 

 

(3) 港北区防災計画（風水害等対策編）の全面改正について 

港北区防災計画（風水害等対策編）は、都市化とともに多様化する風水害に対して、

行政機関、企業、町の防災組織、区民の皆様などと協働して対処していくことを目的と

して、平成 23年３月に策定しました。 

策定以降、指定緊急避難場所の指定及び避難情報の名称変更など、災害対策基本法を

はじめとした法改正があったことから、この度、港北区防災計画（風水害等対策編）を

全面改正しましたので情報提供します。 

自治会・町内会長あて、合同メールで１部ずつお送りしますが、区役所等での配架は

行いません。区ホームページに掲載しますので、必要な場合はダウンロードしてご活用

ください。    

申込 QR コード 
 

ワクチン協力バンク 個別接種予約 
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区→民生委員 
 
 
 

75 歳以上高齢者

のみ世帯 
（住民票情報） 

 
 

(4) ひとり暮らし高齢者等「地域で見守り」推進事業の令和２年度実施結果報告と

令和３年度の実施内容について 

 

当該事業は、区が保有する 75歳以上の高齢者のみの世帯の個人情報を民生委員に提供

することで、日頃の民生委員活動に生かし、ひとり暮らし高齢者を対象とした相談支援、

見守り活動を推進するものです。 

     また、民生委員が対象者から、個人情報の提供について同意が得られた場合は、災害

時要援護者の見守り活動に取り組んでいる自治会・町内会に対し、対象者の「自治会・

町内会（自主防災組織）への情報提供シート」をお渡しすることになっています。                    

自治会・町内会におかれましては災害時要援護の見守り活動にご活用いただきますよ

うお願いいたします。  

【事業の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ペットボトルロケット大会 デザイン部門の実施について 

  今年度は新型コロナウイルス感染拡大により、会場にて打ち上げる飛距離部門を中止し

デザイン部門のみを開催します。 

   

 ア 概要 

・自由にデザインしたオリジナルペットボトルロケットを募集します。 

  ・使用するペットボトルロケットの大きさは自由です。「ペットボトルロケット本体」

のデザインに限定します。 

【区ホームページアドレス】  
     https://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/kurashi/kosodate_kyoiku 

/ikusei/seishi.html#PETroket 

 イ 申込方法 

      申込期限：10月17日（日）  

   ①お名前（ふりがな）、②住所、③電話番号（緊急連絡先）、④Eメールアドレスを 

記入し港北区ホームページまたはファックスにてお申込みください。 

 ウ 問合せ先（ファックス申込先） 

     港北区役所 地域振興課 生涯学習支援係  ℡ 540-2239   FAX 540-2245 

 

(6) 港北区青少年指導員協議会広報紙について 

「港北青指第46号」を作成しました。活動内容などを紹介しています。 

 

 

 

名簿提供 

民生委員による

ポスティングに

よる事前通知  

   
 
 

状況把握 

 

 

 
 

民生委員・地域包括

支援センター・区で

情報共有 

支援が必要な人へ

の相談支援 

本人の同意を得て
地域の見守り活動
につなげていく等 

QR コード 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/kurashi/kosodate_kyoiku/ikusei/seishi.html#PETroket
https://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/kurashi/kosodate_kyoiku/ikusei/seishi.html#PETroket
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(7) 東京 2020 オリンピック・パラリンピックについて 

「東京 2020 オリンピック・パラリンピック 横浜市開催報告(速報版)」を作成しまし

た。本市に関係する事項をまとめた内容です。 

  

(8) 日産フィールド小机でのヘリコプター離発着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：11月 10日（水）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。 

騒音等が予想されるため、周辺の自治会町内会に対して、別途、消防署職員が 

事前説明をいたします。その際、ポスターの掲示も併せてお願いする予定です。 

 

５ 参加募集 

港北区「新しい生活様式」活動支援事業について 

◆ 地区連長あて申込書等を送付します。 

   地域でのＩＣＴを活用した会議の実施など、遠隔での情報伝達を円滑に行えることを目 

的とした講座を実施します。地区連合町内会単位で実施します。令和２年度から３年度に

実施しました「横浜市自治会町内会新しい活動スタイル応援事業」と関連する内容を予定

しています。また、新規での申込も受け付けいたします。 

・申込方法：別紙申込書をご提出ください。 

・申込期限：10月 15日（金） 

 

６ 掲示依頼 

◆ 自治会町内会あて資料を送付します。 

(1) 講演会「不当・架空請求トラブルにあわないために」の開催について 

（こうほく消費者のつどい） 

ア  開催日時：10月 20日（水）13:30開演（13:00開場） 

イ  会場：大倉山記念館ホール（大倉山２－10－１） 

ウ  入場料：無料（事前の申込は不要です。直接会場にお越しください。） 

 

(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 

    被害の実例等を掲載し、消費者被害についての注意喚起を行います。 
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７ 行政機関からの情報提供   

◆ 地区連長あて資料を送付します。 

(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 

 

８ イベントの中止について 

◆ 資料の送付はありません。 

（1）第 26回港北区ペタンク大会（11 月 14日（日）） 

新型コロナウイルス感染拡大により、中止となりました。 

（2）第 37回港北駅伝大会（令和４年１月９日（日）） 

   新型コロナウイルス感染拡大により、中止となりました。 

 

９ その他 

◆ 地区連長あて資料を送付します。 

(1)「2021 ふるさと港北ふれあいまつり on-line」について 

(2) 令和４年港北区賀詞交換会の開催中止について 

(3) 連合町内会月間予定表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆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  


