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 港北区連合町内会 ５月定例会 
 

平成 28 年 5 月 20 日（金）午後 3 時 00 分から 
港北区役所 1 号会議室 

会長あいさつ 
区長あいさつ 

 
 

議題 
 

１ 防衛大学校・防衛医科大学校オープンキャンパスの開催について（掲示依頼） 

［資料１］ 

防衛省自衛隊 神奈川地方協力本部横浜出張所 服部 所長 

 

 防衛大学校・防衛医科大学校が平成２８年度採用に伴うオープンキャンパスを開催

しますのでお知らせします。 

 

【開催概要】 

 (1) 開催日 

    平成 28年 7月 23日（土）・24日（日）（防衛大学校） 

平成 28年 8月 23日 (火)（防衛医科大学校医学科） 

平成 28年 8月 24日（水）（防衛医科大学校看護学科） 

(2) 場所 

防衛大学校：神奈川県横須賀市走水 1-10-20 

防衛医科大学校：埼玉県所沢市並木 3-2 

(3)  参加方法 

電話または QRコードから事前の申し込みが必要 

(4)  申し込み先 

防衛省自衛隊神奈川地方協力本部横浜出張所 

電話：521-6027  

(5)  必須事項 

希望日（希望の大学校・学科名）・氏名・性別・生年月日・学校名・住所・ 

電話番号 

 

 

◆ ５月の合同メールで各自治会町内会長あてに案内を送付しますので掲示をお願いします。 
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２ 一斉改選に伴う民生委員・児童委員及び主任児童委員の推薦について 

（推薦依頼）【市連会報告】 

［資料２］ 

小野 福祉保健課長 

 

平成 28 年 12 月 1 日の一斉改選に向けて、各地区及び連合において推薦準備会の開催

及び、候補者の推薦をお願いいたします。 

 

【依頼内容について】 

 １ 推薦準備会を開催していただきます 

   民生委員・児童委員…地区推薦準備会 

   主任児童委員   …連合地区推薦準備会 

 ２ 推薦準備会の開催時期 

   6月から 8月にかけて開催してください。 

 ３ 推薦準備会開催にあたっての留意事項 

  (1) 候補者の選考につきましては、全地区で推薦準備会を開催し協議の上推薦し

てください。 

(2) 推薦にあたりましては民生委員・児童委員及び主任児童委員業務について、

各候補者に十分な説明をお願いします。 

(3) 推薦準備会推薦人の選出について、（連合）自治会町内会の代表の方と、地

区民生委員児童委員協議会の代表の方は、必ず推薦人としてください。この両

者が出席しない場合は、推薦準議会が開催できないこととしておりますので、

ご留意ください。 

  ４ 会長送付資料 

   (1) 民生委員推薦（委嘱）の手続 

(2) 平成 28年度民生委員・児童委員、主任児童委員の一斉改選推薦の日程 

(3) 民生委員・児童委員、主任児童委員の役割と活動 

(4) 横浜市民生委員・児童委員、主任児童委員の資格要件と推薦手続 

(5) 民生委員・児童委員、主任児童委員の推薦事務のポイント 

  

 

◆ 資料は６月中旬に各自治会町内会長あてに郵送します。 

 

 

３ ヨコハマ３R 夢プランの推進について（情報提供）【市連会報告】 

［資料３］ 

                          宮田 資源化推進担当課長 

                               

 平成 28年度のごみと資源の総量に関する目標及び取組について、市の目標値及び港北

区の削減目標の策定についてお知らせします。 
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「ごみと資源の総量」 

27年度の総量（推計）は、約 123万５千トンで、21年度から約４万１千トン削減

しました（▲3.2％）。市民・事業者の皆様による３Ｒの取組の効果が表れており、着

実に「ごみと資源の総量」を削減しています。 

28年度は第２期推進計画の目標である「29年度までに５％以上削減」を着実に達

成するため「4.5％以上削減」を目標とします。そのため、「食品ロスの削減」を重点

に取り組んでいきます。 

 

   ○ 平成 28年度港北区削減目標 (１人１日あたり)  

ごみと資源の総量 ５８７g以下 ※27年度実績（推計） ５９２ｇ 

    ○ 港北区の主な取組 

     手つかず食品等排出の削減、分別排出の徹底、生ごみ水切りの普及など 

 

◆ 合同メールの送付はありません。 

 

 

４ よこはまウォーキングポイントについて（情報提供）【市連会報告】 

［資料４］ 

健康福祉局保健事業課 横森 課長 

 

 平成 28年 6月から、若い世代の方々の健康づくりにつながるよう「よこはまウォーキ

ングポイント」に参加される方の対象年齢を、18 歳以上に拡充することになりました。 

 

これまでの事業実績 

(1)  参加者数 

約 16万人（平成 28年 3月末現在） 

(2) リーダーの設置状況 

１，０５０か所（平成 28年３月末現在） 

       (内訳) 

 

 

 

 

(3)  事業の魅力向上に向けた主な取組 

     歩数に応じたポイントで景品があたる抽選の実施、１周年記念ウォーキングイベ

ントの開催、商店街と連携した参加者限定抽選会の開催、平均歩数が目標歩数を超

えた月の寄付実施 

(4)  平成 27年度事業検証の結果（平成 27年 12月公表） 

参加された方の約９割が「より多く歩くようになった」、約半数が「以前より健康

になったと思う」と回答され、参加された方の健康意識・健康行動が向上しています。 

 

◆ ５月の合同メールで各自治会町内会長あてに資料を送付します。 

業        態 場 所 数 
商店街加盟店 ３５８ 
その他商業店舗（百貨店、チェーン店等） ４４５ 
公共的施設（地域ケアプラザ・地区センター等） ２４７ 
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５ 高速横浜環状北線の事業進捗状況等について（情報提供） 

［資料５］ 

道路局環状道路調整課 栗本 課長 

道路局横浜環状北西線建設課 田中 課長 

 

高速横浜環状北線の進捗状況についてお知らせします。平成 12年の都市計画決定以

降、周辺の皆様の御協力をいただきながら、平成 28 年度内の開通を目指して工事を進

めています。この工事に伴い、平成 28 年 6 月 5 日から第三京浜道路・港北 IC の利用

方法が変わります。玉川方面（下り）からの出口・料金所の位置が変更になり川向線

側に出口・料金所が移設されます。なお、入口の利用方法は変更ありません。 

 

 

◆ ５月の合同メールで各自治会町内会長あてに資料を送付します。 

 

 

６ 自治会町内会・地区連合町内会アンケート調査について（周知依頼）【市連会

報告】 

［資料６］ 

  橡木 地域振興課長 

 

地域活動を促進するため、今後の具体的な施策の参考にするとともに、自治会町内会

の皆様とも情報共有できるよう、4 年ごとに行っている「自治会町内会・地区連合町内

会アンケート」を実施することといたしますので、ご協力をお願いいたします。 

なお、結果につきましては 1月以降にご報告させていただきます。 

１ 提出期限  

 平成28年6月30日（木） 

２ 提出先 

   〒222-0032 

     横浜市港北区大豆戸町２６番地１ 

港北区役所地域振興課地域活動係（返信用封筒を御利用ください。） 

 

 

◆ ５月の合同メールで各自治会町内会長あてにアンケート用紙・返信封筒を送付します。 
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７ 平成 28 年度日本赤十字社資の募金について（協力依頼） 

［資料７］ 

港北区社会福祉協議会 池田 事務局長 

 

  皆様に御協力いただいた赤十字社資は、区内の火災等の見舞金や 13地区に対する地

域防災資材整備費の助成をはじめ、献血事業や、世界各地で生ずる風水害や震災被災

者の国際支援などに活用されています。5～6 月の赤十字運動推進期間に、赤十字社資

の募金の取りまとめをお願いいたします。（募金送付期限：7 月 29 日（金）） 

※本件は日本赤十字社港北区地区委員会（4 月 22 日開催）に諮られ、承認されたも

のです。 

 

◆ 専用の振込用紙等を 5月下旬に自治会町内会長へ郵送します。 

 

 

８ 定例行事・その他のお知らせ 

橡木 地域振興課長 

 

◆情報提供（５月の合同メールで送付します） 

  １ 「横浜労災病院第 12回市民公開講座」の開催について[資料８－１] 

今回の市民講座では糖尿病の予防と対策について、胃がんの原因と言われてい

るピロリ菌について詳しく説明する「いつまでも健康ですごすために～糖尿病と

ピロリ菌の話」と題した講座を開催します。 

   (1) 日時 

      平成 28年 6月 15日（水）19:00～20:30（開場 18:30） 

(2) 会場 

         横浜ラポール ラポールシアター 

         横浜市港北区鳥山町１７５２ 

(3) 参加方法 

          当日先着 300名（参加費無料・事前申込不要） 

(4) プログラム 

         第 1部  

「“サイレントキラー”糖尿病に負けないために」 

          講師：横浜労災病院 内分泌・糖尿病センター副部長 鶴谷 悠也 

         第 2部 「健診と胃がん予防～ピロリ菌による胃炎にご用心～」 

          講師：横浜労災病院 健康診断部副部長 高邑 知生 

 

２ 平成 28 年度二輪車交通事故防止強化月間 暴走族追放強化月間キャンペーンに

ついて[資料８－２] 

  (1)期    間：平成 28年 6月 1日(水)から平成 28年 6月 30日（木）まで 

(2)キャンペーン：平成 28年 6月 14日(火)14時 30分から 15時 30分まで 

         綱島パナソニック跡地前 
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◆情報提供（合同メールの送付はありません） 

  １ 平成 28 年度 港北区運営方針及び港北区内で行われる主な整備事業について

[資料８－３] 

港北区運営方針と港北区内で行われる主な整備事業はホームページでご覧いた

だくことができます。 

 

９ その他・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 

・交通事故統計 

 

(2) 港北消防署 

・港北消防署インフォメーション 

  ・港北区内の火災・救急状況について 
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閉会 

 

      ※本日の区連会の資料発送は 23 日（月）です。 

５月の主なスケジュール 

27 日 金 
10 時 00 分から 

11 時 30 分まで 

港北区地域防災拠点運営 

委員会連絡協議会総会 
区役所１･２号会議室 

30 日 月 
15 時 00 分から 

16 時 30 分まで 

港北区交通安全対策協議会 

総会 
区役所１･２号会議室 

６月の主なスケジュール 

２日 木 

13 時 30 分から 
「ひっとプラン港北」 

策定推進委員会 
区役所特別会議室 

19 時 00 分から 

20 時 00 分まで 民生委員・児童委員一斉 

改選 推薦事務説明会 
区役所１･２号会議室 

３日 金 
10 時 30 分から 

11 時 30 分まで 

７日 火 

14 時 00 分から 

15 時 00 分まで 

ふるさと港北ふれあい 

まつり実行委員会 
区役所１号会議室 

15 時 00 分から 

16 時 00 分まで 

ふるさと港北ふれあい 

まつり企画委員会 

区役所２号会議室 

（企画委員のみ） 

33日 水 

14 時 30 分から 

15 時 00 分まで 
港北観光協会総会 区役所１号会議室 

26時 11分から 区連会６月定例会 区役所１号会議室 

   四役会は 25時 11分から ／ 資料発送は 34日（木） 
※地域活動推進費・防犯灯維持管理費補助金／「町の防災組織」活動費補助金 

申請締切 ６月 30 日（木） 

7 月の主なスケジュール 

33日 金 

14 時 30 分から 

15 時 00 分まで 
大倉山観梅会実行委員会 区役所１号会議室 

26時 11分から 区連会７月定例会 区役所１号会議室 

   四役会は 25時 11分から ／ 資料発送は 36日（月） 

29 日 金 
10 時 00 分から 

12 時 00 分まで 
港北 AAA 作戦会議 区役所１･２号会議室 

 

その他調整事項 
 〇平成 28 年度自治会町内会研修会について 

 


