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港北区連合町内会 10 月定例会 
 

令和３年 10月 22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  新型コロナウイルスワクチン集団接種会場について（情報提供）【市連会報告】

［資料１］ 

  田畑 総務課長 

◆  合同メールで自治会町内会長あてに資料を送付します。 

 

(1) 11月からの集団接種会場（５会場）について  

区 会場名 
予約 
開始日 

１回目の接種日時 
(2 回目は 1 回目接種の３週間後) 

最終日 

(2 回目接種のみ) 

鶴見区 鶴見公会堂 

10/25 

(月) 

11/4(木)、11(木)  

11/6(土)   

11/13(土)  

16：45～19：15 

9：45～12：00 

9：45～15：30 

12/９(木) 

16：45～19：15 

南区 南公会堂 
11/3(水)、10(水) 

11/6(土)、13(土)  

16：45～18：45 

13：15～18：45 

12/8(水) 

16：45～18：45 

港北区 

慶應義塾 

日吉キャンパス 

協生館２階 

11/3(水)、10(水)  

11/4(木)、11(木)  

11/6(土)、13(土) 

16：45～19：30 

16：45～19：30 

13：45～16：30 

12/11(土) 

14:00～17：00 

戸塚区 
戸塚スポーツ 

センター 

11/4(木)、11(木) 

11/13(土)  

11/14(日) 

16：45～19：30 

13：45～16：30 

9：45～12：30 

12/11(土) 

13：45～16：30 

瀬谷区 
瀬谷区総合庁舎 

(瀬谷区役所)5 階 

11/6(土) 

11/7(日) 

11/13(土) 

13：15～19：15 

9：45～15：45 

14：30～17：30 

12/11(土) 

13：15～15：45 

 

(2) 当日予約の開始について 

集団接種会場において、接種を希望される日に空いている予約枠がある場合、予約

専用サイト（WEB）及び LINE公式アカウントから、当日の予約が可能となります。 

（※ただし、午前零時から午前９時までの予約受付はできません。） 

なお、予約センターでの電話予約は、これまで通り、前日までの受付となります。 
 

接種期間 当日予約が可能な会場（区） 

10/12(火)～10/31(日) 西区、磯子区、金沢区、青葉区、都筑区 

11/3(水)～11/14(日) 鶴見区、南区、港北区、戸塚区、瀬谷区 
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(3) 個別接種について 

11月以降に接種が見込まれる対象者に合わせて、一時的に接種医療機関を集約し、 

12歳～15歳の接種を積極的に行う医療機関等、約450か所にて実施します。 

11月以降も予約を受け付ける医療機関の情報は、11月１日（月）に市のウェブサイ

トで掲載します。各医療機関のご案内に沿ってご予約ください。 

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

 

 現  在 11月以降 

医療機関数 約 1,600か所 約 450 か所※ 

※11月以降も１回目の接種を行えます。 

※個別接種ではファイザー社製のワクチンを使用します。 

 

(4) 問合せ先 

横浜市新型コロナウイルスワクチン接種 コールセンター 

℡ 0120-045-070 

 

２ 小机城址埋蔵文化財試掘調査について（概要説明）［資料２］ 

教育委員会事務局生涯学習文化財課 宮田課長 

◆  資料の送付はありません。 

 

現在、市民の森として整備され、港北区の代表的なスポットとして市民のみなさまに親し

まれている「小机城址」については、これまで学術的、専門的な調査が行われたことがなく、

実態が明らかになっていない状況です。そこで、まずは小机城址の実態を明らかにし、今後

のより適切な保存と活用のための発掘調査を行います。 

調査成果を地域の皆様にご覧いただくため、現場説明会を開催します。 

 

 【現場説明会の実施】 

   (1) 日時： 12月４日(土) 午前10時～正午（集合：午前10時） 

                   午後１時～午後３時（集合：午後１時） 

   (2) 場所：小机城址市民の森内 発掘調査現場 

(3) アクセス：ＪＲ横浜線「小机駅」降車 徒歩約15分 

※駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。 

  (4) 申込：不要(参加自由 無料) 

  (5) 内容：発掘調査現場の見学、専門職による解説 

    (6) 問合せ先：横浜市教育委員会事務局 生涯学習文化財課 

          ℡ 671-3284、080-1270-6314(当日連絡先)  Fax 224-5863 

 

 

 

 

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/vaccine/vaccine-portal/kobetsu-other.html
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３ 横浜みどりアップ計画[2019-2023] 2020年度実績 概要版リーフレット作成のご

報告について【市連会報告】［資料３］ 

 

◆  合同メールで自治会町内会長あてに資料を送付します。 

 

環境創造局南部農政事務所 綿貫所長 

  緑の減少に歯止めをかけ、「緑豊かなまち横浜」を次世代に継承するため、「横浜みどり

税」を財源の一部として活用しながら、「横浜みどりアップ計画[2019—2023]」を進めてい

ます。取組の実績について報告します。  

４ 横浜市樽町地域ケアプラザ分室の移転統合について（情報提供）［資料４］ 

 丹野 福祉保健課長 

◆ 合同メールで近隣(※)の自治会町内会長あてに資料を送付します。 

 

樽町地域ケアプラザ分室「つなしま相談室」と「つなしま交流室」が移転し、12月１日

に新たに１か所になってオープンします。 

 

(1) 施設名称：樽町地域ケアプラザ分室（つなしま相談室・つなしま交流室） 

(2) 営業時間：月～金曜日 午前９時～午後５時 

(3) 所在地 ：綱島西２－11－５ シュロスオータニ綱島２階 

        ℡ 534-1220  Fax 545-1020 

 

※  ４地区（綱島、樽町、師岡、大曽根）の地域の自治会町内会長あてに送付します。 

 

５ 港北区民生委員児童委員協議会 広報紙「ほほえみ」第 29 号の発行について 

（情報提供）［資料５］ 

 丹野 福祉保健課長 

◆  合同メールで自治会町内会長あてに資料を送付します。 

 

港北区の民生委員・児童委員の活動を紹介する、広報紙「ほほえみ」の第29号について

周知します。 
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６ 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の

推薦について（推薦依頼）［資料６］ 

 松本 資源化推進担当課長 

◆  推薦書を席上配付します。 

 

  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」と

して表彰を行っています。各地区においては、表彰候補者の推薦をお願いします。 

 

(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) 推薦数：各地区連合町内会 1名もしくは１団体 

 (3) 推薦書提出期限：11月 22日（月） 

(4) 表彰式：表彰式の開催については現在検討中です。 

 

７ 年末年始のごみと収集日程について（掲示依頼）【市連会報告】［資料７］ 

                 資源循環局港北事務所 松本所長 

◆ 11月の合同メールで自治会町内会あてに送付します。 

 

12月31日(金)から令和４年１月３日(月)は、ごみ及び資源物の収集はお休みです。 

「燃やすごみ」の収集日が「月・金曜日」の地域は、臨時収集を行います。 
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【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。 

     インターネットでの申込みは、こちらからお入りください。  

 

 

 

 

 

８ 災害時要援護者名簿の提供について（情報提供）［資料８］ 

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資料を送付します。  

 

日頃からの地域での支え合い等の取組によって、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対して、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（同意方式で協定を締結している地区） 

今年度新たに対象の方及び過去に同意のなかった方に同意確認書を送付します。 

イ 不同意確認の対象者（情報共有方式で協定を締結している地区） 

今年度新たに対象となった方に不同意書を送付します。 

(2) 令和３年度の名簿の提供及び令和２年度の名簿の返却について 

令和３年度の名簿は令和４年２月に自治会町内会あてに郵送します。また、令和２年 

度の名簿については、令和３年度の名簿に同封しますレターパックに入れて、すみやか 

に返却してください。 

              

(3) 今後のスケジュール 

 

 要援護者 区役所 自治会・町内会 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

    

 

12月上旬 

 

同意確認書（不同意書）の送付 

12月下旬 

（締め切り） 

 令和４年 

２月下旬 

 

令和３年度名簿の提供 （郵送） 

10月 22日（金） 

 

区連会で説明 

令和２年度名簿の返却（郵送） 
令和４年 

４月下旬 

 

同意確認書（不同意書）の返送 

【QR コード】 

横浜市 粗大ごみ 検索 
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９ 優良家庭防災員の推薦について（推薦依頼）［資料９］ 

港北消防署総務・予防課 千葉係長 

◆ 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) 推薦者数：地区連合町内会 各１名 

(2)  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 22日（月） 

(3) 表彰日時等：表彰式は令和４年港北区消防出初式にて実施します。 

ア  日時：令和４年１月８日（土） 午前 10時 00分から 10時 50分まで 

イ  会場：港北公会堂（港北区大豆戸町 26-１） 

(4) その他  

     平成 29年から令和３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。 

 

10 スタンドパイプ式初期消火器具の取扱訓練会について（情報提供）［資料 10］ 

港北消防署総務・予防課 千葉係長 

◆ 合同メールで自治会町内会長あてに資料を送付します。 

 

  ７月区連会にて情報提供したものを再度説明し参加募集をします。 

 

(1) 日時：11月14日（日） 午前10時～正午 

(2) 場所：港北区防災広場（新羽町 1161番地 亀甲橋付近） 

(3) 実施内容                 

    スタンドパイプ式初期消火器具の取扱の指導 

 (4) 申請方法 

     自治会町内会でとりまとめのうえ、申込用紙に必要事項を記入し、11月４日(木)まで

に、港北消防署総務・予防課予防係または区内消防出張所あて、Faxまたは電話でお申

し込みください。 

(5)  問合せ先（申込先） 港北消防署総務・予防課予防係 担当 谷口 

〒222-0032 大豆戸町 26－1  ℡・Fax 546-0119 
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11  港北区商店街連合会プレミアム付デジタル商品券の周知について（掲示依頼） 

［資料 11］ 

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。 

 

  港北区商店街連合会では、本市経済局の横浜市商店街プレミアム付商品券支援事業を活

用し、プレミアム率 30％のデジタル商品券を販売します。区内 11商店街約 100店舗でご利

用いただけます。 

 

(1) 販売開始：10月28日（木）正午（先着順）  

(2) 販売数：2000口（１人１口 10,000円まで） 

(3) 利用期間：販売開始日より令和４年１月 31日（月）まで 

(4) 問合せ先 

   専用コールセンター（平日 10時から 16時）：℡ 316－0514 

    港北区商店街連合会事務局（火木土の 13時から 17時）：℡ 544-5963  Fax 544-5964 

(5) 申込：インターネットによる申込のみ 

 

       

(6) その他：広報よこはま 10月号に掲載しています。 

 

12 「第 10 回港北オープンガーデン」参加会場募集について［資料 12］ 

田中 区政推進課長 

◆ 資料の送付はありません。 

 

自宅のお庭や花壇を一般の方に開放し、訪れた人と交流し、季節の植物を楽しむイベン

トを開催します。 

 (1) 開催日時（いずれの日も午前 10時～午後４時） 

   令和４年４月15日（金）～17日（日）、５月13日（金）～15日（日） 

 (2)  参加募集期間 

     10月22日（金）～11月30日（火） 

(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 

②  所定の用紙に記入し申込 

(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 ℡ 540-2229  Fax 540-2209 

     Eメール：ko-kohokuopengarden@city.yokohama.jp 

ＵＲＬ：https://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/shokai/ 

bunkakanko/opengarden.html 

    

 

 

港北区商店街 プレミアム商品券 検索 

【申込 QR コード】 

【申込 QR コード】 
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13 掲示依頼（港北消防署） 

港北消防署総務・予防課 千葉係長 

◆ 合同メールで自治会町内会あてに送付します。 

 

１ 火災予防啓発ポスターについて［資料 13－１］ 

火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災の発生及び死傷者の発生を防ぐため、 
地域での火の元の注意について、注意喚起を行います。 

 

２ 「港北の消防第 65号」について［資料 13－２］ 

令和３年度上半期の港北消防団の活動等を掲載しました。 

 

14 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。 

 

１ 「港北区スポーツ協会だより」について［資料 14－１］ 

      

２ 「子供・若者育成支援協調月間」ポスターについて［資料 14－２］ 

 

３ 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 14－３］ 

 

15  情報提供 

小林 地域振興課長 

◆ 合同メールで自治会町内会長あてに資料を送付します。 

   

「楽遊学 295号」について［資料 15］ 

 

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 

 

 

 

10月の合同メールは 10 月 25 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  


