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港北区連合町内会 11 月定例会 
令和３年 11月 22日（月）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  電子申告のお知らせ【確定申告に向けて】（掲示依頼）［資料１］ 

  神奈川税務署 河野 統括国税調査官 

◆  合同メールで自治会町内会あてに資料を送付します。 

 

確定申告については、マイナンバーカード利用による様々な機能の追加等がなされてお

ります。 

マイナンバーカードとパソコンやマイナンバーカード対応のスマホを使用し、e-Tax申告

をすることにより、自宅から従来よりも簡単で便利に申告を行うことができます。 

 

(1) 便利な機能の例 

・スマホのカメラで給与所得の源泉徴収票を撮影すると、金額や支払者情報等が自動で入

力されます。 

・株式譲渡所得（特定口座分）についても、スマホで申告可能になりました。 

(2) 問合せ先：神奈川税務署 ℡ 544-0141（代表） 

 

２ 第 28 期横浜市青少年指導員の推薦について(推薦依頼) 【市連会報告】［資料２］ 

小林 地域振興課長 

 

 

 

第 27期青少年指導員が、令和４年３月 31日をもって任期満了となります。 

つきましては、各地区連合町内会において、新たに第 28 期青少年指導員（任期：令和４

年４月１日～令和６年３月 31 日）の候補者を、青少年指導員候補者推薦書の提出により推

薦いただきますよう、よろしくお願いします。 

また、各地区の青少年指導員協議会の役員について、地区青少年指導員協議会第 28 期役

員選任通知書により御報告くださいますよう、併せてお願い申し上げます。 

 

 (1)  提出期限 

（青少年指導員候補者推薦書・地区青少年指導員協議会第 28期役員選任通知書） 

     令和４年２月 14日（月） 

(2)  提出先・問合せ先（提出方法：ご持参もしくは郵送） 

〒222-0032 港北区大豆戸町 26-１ 港北区役所地域振興課生涯学習支援係  

℡ 540-2239 FAX 540-2245 ko-seisyonen@city.yokohama.jp 

◆ 推薦依頼の文書を席上配付します。 

◆ 合同メールにて自治会町内会長あて推薦依頼の文書を送付します。 
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３ 令和４年度港北区家庭防災員研修受講者推薦について（推薦依頼）【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。 

港北消防署 千葉 予防係長 

  

今後発生が危惧される大規模災害による被害を軽減するためには、「自助」及び「共助」

の重要性が高まっています。家庭防災員研修を通じて、自らの家庭を守る「自助」の知識や

技術を身に付け、共助の重要性についても理解を深めていただき、地域の防災活動の担い手

として活躍を期待するものです。 

  令和４年度の家庭防災員研修受講者の推薦について自治会町内会長あて依頼をします。 

 

(1) 募集方法 

    自治会町内会から原則２人まで 

    ３人以上の推薦を希望する場合は担当まで連絡をしてください。 

(2) 推薦期日:令和４年２月 25日（金）（返信用封筒により郵送ください。） 

(3)  研修期間及び研修内容 

   ア 研修期間：１年間で２～３時間の研修を２回実施 

   イ 研修内容：防火研修、救急研修、地震研修、風水害研修、災害図上訓練研修等 

４ 「令和４年港北区消防出初式 ～消防功労者表彰式～」の開催について（出席依頼）

［資料４］ 

 港北消防署 大河内 庶務係長 

◆ 資料の送付はありません。 

 

新春恒例「令和４年港北区消防出初式」の開催をお知らせします。地区連合町内会長への

ご出席を依頼します。規模を縮小し表彰式を主とした内容とします。 

 

(1) 日時：令和４年１月８日（土）午前 10時～10時 50分（予定） 

(2) 会場：港北公会堂 講堂（大豆戸町２６－１） 

(3) 内容：消防功労者表彰及び来賓あいさつ等 

(4) その他：一般観覧は行わず、自治会町内会長への出席依頼も行いません。 

５ 令和３年衆議院議員総選挙における各投票所の投票者数等について（報告） 

［資料５］ 

田畑 総務課長 

◆ 資料の送付はありません。  

  10月31日に執行されました衆議院議員総選挙の投票率および期日前投票者数等について、

お知らせします。 

投票率は４年前の衆院選との比較で５％以上伸び、期日前投票にも多くの方々にお越し

いただきました。 

また、明るい選挙推進協議会の地区代表の皆様にも、別途、同じ資料を送付させていた

だく予定です。 



3 

６ 令和４年港北区新年賀詞交換会の開催中止について（情報提供）［資料６］ 

田畑 総務課長 

◆ 合同メールで自治会町内会長あて資料を送付します。 

 

令和４年港北区新年賀詞交換会については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

開催を中止することとなりました。 

 

７ 令和３年度自治会町内会長永年在職者表彰式について（情報提供）［資料７］ 

【市連会報告】 

 小林 地域振興課長 

◆  合同メールで自治会町内会長あて資料を送付します。 

 

本年度の自治会町内会長永年在職者表彰式について、開催日程等をお知らせします。 

 

【港北区自治会町内会長永年在職者表彰式】 

(1) 対象者 

市長表彰：在職年数が 15年の会長 

市長感謝状：在職年数が 10年の会長 

区長感謝状：在職年数が５年の会長 

(2) 実施日時：令和４年３月７日（月）午後１時 30分から午後２時 30分 

(午後１時開場) 

(3) 会場：港北区役所４階１・２号会議室 

(4) 式典の内容：表彰状授与、区長挨拶、記念撮影 

(5) 出席確認及びご案内（表彰対象者あて） 

      「出欠確認はがき」及び「表彰式の御案内」を 12月から１月に郵送します。 

 

【参考】市長からの表彰状授与について 

(1) 対象者：在職 20年以上の単位会長、地区連 20、30年の会長 

(2) 日程：令和４年２月 24日（木）午前 10：00～ 

(3) 会場：市庁舎 31階 レセプションルーム 

     港北区での対象者はいらっしゃいません。 
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８ 日吉の本だな（日吉図書取次拠点）の開所日について（情報提供）［資料８］ 

                 田中 区政推進課長 

◆ 合同メールで自治会町内会長あて資料を送付します。 

 

令和４年１月にオープンする日吉図書取次拠点について、開所日等をお知らせします。 

 

(1) 開所日時 

令和４年１月19日（水）午前10時～ 

(2) 場所 

慶應義塾大学日吉キャンパス内「協生館」１階 

(3) 開所時間 

 平日：午前10時～午後８時  土日祝：午前10時～午後６時 

 ※休所日：年末年始、施設点検日 

９ 「ひっとプラン港北地区計画」周知の協力依頼及び「地区計画ニュース」等の作

成支援について（情報提供）［資料９］ 

丹野 福祉保健課長 

◆ 資料の送付はありません。  

 

第４期「ひっとプラン港北」地区計画が確定しましたので、印刷した計画については、地

域での周知をお願いします。また、各地区独自で作成した「地区計画ニュース」等について

は、事務局が印刷費を支援します。 

あわせて今後の周知にかかるスケジュール等についてご説明します。 

 

(1) 連絡期限 

12月 28日(火) 

(2) 連絡先（問合せ先） 

「ひっとプラン港北」事務局 

港北区役所福祉保健課事業企画担当 ℡ 540-2360 FAX 540-2368 

                                      ko-fukuhoplan@city.yokohama.jp 

港北区社会福祉協議会 ℡ 547‐2324  FAX：531‐9561 
hokuhoku@kouhoku-shakyo.jp      

10 ペットボトルロケット大会デザイン部門作品募集結果について（情報提供） 

小林 地域振興課長 

◆ 資料の送付はありません。 

 

第 24 回ペットボトルロケット大会デザイン部門は、10 月 29 日(金)に参加申込みと作品

提出を締め切りました。たくさんのご応募があり、52点の作品が集まりました。 

応募いただいた作品は次のホームページに掲載しています。 

 

 

   

第 24回ペットボトルロケット大会 検索 

mailto:ko-fukuhoplan@city.yokohama
mailto:hokuhoku@kouhoku-shakyo.jp
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11 「こうほくの商店街 ちょいより散歩」の開催について（情報提供）［資料 11］ 

小林 地域振興課長 

◆ 合同メールで自治会町内会長あて資料を送付します。 

 

  港北区及び港北区商店街連合会は、スマートフォンから参加できるデジタルスタンプラ

リー「こうほくの商店街 ちょいより散歩」を昨年度に引き続き開催します。 

参加店舗にて会計時に提示される二次元バーコードにより、スタンプを貯めることができ、

３つスタンプを集めると抽選で賞品を当てることができます。 

 

(1) 開催期間：12月１日(水)～12月 26日(日) 

(2) 参加店舗 

   添付資料（ちらし）に掲載しておりますが、店舗は随時更新しております。 

詳しくは次のホームページをご覧ください。 

 

 

 

12  第 35 回港北区グラウンドゴルフ大会の開催について（情報提供）［資料 12］ 

小林 地域振興課長 

◆ 資料の送付はありません。 

 

(1) 日 時：令和４年３月６日（日）午前８時 受付開始 

      雨天の場合は３月 20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(水)～令和４年１月 21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   ko-sports@city.yokohama.jp 

 

13  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（掲示依頼） 

［資料 13］ 

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。 

 

 

 

 

検索 港北区ちょいより散歩 

①インターネット申込 
(12月1日から申込開始) 

mailto:ko-sports@city.yokohama.jp
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14  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月の合同メールは 11 月 24 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  


