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保土ケ谷区連合町内会長連絡会  ９月定例会  
 

日時 平成 29 年９月 19 日（火） 

午後２時００分～ 

場所 区役所２０２会議室 

 

 

Ⅰ『市連会報告』  
 
１ 横浜市住生活基本計画の改定に伴う市民意見募集（パブリックコメント）の

実施について 

（建築局）…資料 市１ 

【９月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 

【意見募集期間】 平成 29 年 10 月２日（月）～11 月１日（水） 

【意見提出方法】 ハガキ（意見募集リーフレットに添付）、FAX、Ｅメール 

【資料配布場所】 区役所、市民情報センター等で意見募集リーフレットを配布

し、本市ホームページでも公開。 

 
【連絡先】建築局住宅政策課 加藤、高宮 

〒231-0012 中区相生町 3-56-1 JN ビル 4 階 

TEL：671-2922 ／ FAX：641-2756 

E-MAIL：kc-jutakuseisaku@city.yokohama.jp 

 
２ 防災計画修正に伴う市民意見募集の実施について 

（総務局）…資料 市２ 

【９月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 
横浜市では、横浜市防災計画「震災対策編」について、平成 28 年熊本地震

を踏まえた震災対策の検証状況及び横浜市各区局の取組等を踏まえ、必要な修

正を進めています。 

そこで、計画の修正にあたり、幅広く市民の皆様のご意見を伺うため、市民

意見募集を実施しますのでお知らせします。 

パンフレットは区役所、市民情報センター等で配布し、本市ホームページで

も公開します。また、広報よこはま 10 月号でお知らせするほか、記者発表も

行う予定です。 

【意見募集期間】 平成 29 年 10 月２日（月）～11 月１日（水） 

【添付資料】 市民意見募集用パンフレット 

参考資料  
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【連絡先】総務局危機対処計画課 

〒231－0017 中区港町 1-1 

TEL：671－4096 ／ FAX：641－1677 

E-MAIL：so-kikitaisho@city.yokohama.jp 

 
３ ヨコハマトリエンナーレ 2017 開催周知に伴うポスター掲出依頼について 

（文化観光局）…資料 市３ 

【９月の地域振興課配送ルートでお送りしますので掲示をお願いします】  

 
ヨコハマトリエンナーレ 2017 の周知のため、自治会町内会の掲示板へポス

ター掲出をお願いします。 

 

【事業概要】  

（１）イベント名 ヨコハマトリエンナーレ 2017 

（２）開催期間 平成 29 年８月４日（金）～11 月５日（日）（88 日間） 

（３）主催   横浜市、（公財）横浜市芸術文化振興財団、NHK、朝日新聞社、

横浜トリエンナーレ組織委員会 

（４）内容   現代アートの国際展 

（５）会場   横浜美術館、横浜赤レンガ倉庫１号館、 

横浜市開港記念会館地下 

 

【連絡先】文化観光局文化プログラム推進課 

〒231-0017 中区尾上町 1-8 関内新井ビル 6 階 

TEL：671-3682 ／ FAX：663-1928 

E-MAIL：bk-tri@city.yokohama.jp 

 
４ 介護予防・生活支援サービス補助事業について 

（健康福祉局）…資料 市４ 

【９月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 
平成 29 年５月市連会・区連会において、横浜市介護予防・生活支援サービ

ス補助事業のご説明させていただきました。今回、補助の要件が一部緩和され、

新たなチラシを作成しましたので改めてご説明させていただきます。 

引き続き、地域で補助事業に該当するような活動がある場合には、地域ケア

プラザ等にご相談ください。 

 

【連絡先】保土ケ谷区役所高齢・障害支援課 矢作 
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〒240-0001 保土ケ谷区川辺町 2-9 

TEL：334-6328 ／ FAX：331-6550 

 
５ 分別・リサイクルの今後の方向性（中間報告）について 

（資源循環局）…資料 市５ 

【資料の送付はありません】  

 
横浜市では、現在の分別ルールが一定程度定着していることをふまえ、今後

の施策の方向性を検討するため、昨年 12 月に横浜市廃棄物減量化・資源化等

推進審議会へ諮問しました。  

この度、これまでの議論をもとに、中間報告が取りまとまりましたので、概

要をお知らせします。  

今後、自治会・町内会の皆様のご意見をいただきながら、ヨコハマ３Ｒ夢
ス リ ム

プ

ランの推進に向けた施策を検討してまいりますので、ご協力をお願いいたしま

す。  

 
【連絡先】資源循環局政策調整課 金田、伊澤 

〒231-0013 中区住吉町 1-13 松村ビル５階 

TEL：671-2503 ／ FAX：641-1807 

E-MAIL：sj-seisaku@city.yokohama.jp 

 
６ ラグビー日本代表戦開催に伴うチラシの掲出について 

（市民局）…資料 市６ 

【９月の地域振興課配送ルートでお送りしますので掲示をお願いします】  

 
ラグビーワールドカップ 2019 の決勝戦が開催される都市として、ラグビー

競技普及活動に取り組みを進めております。 

平成 29 年 11 月４日開催される、ラグビー日本代表対オーストラリア代表戦

（日産スタジアム）をラグビーワールドカップ 2019 の機運醸成に向けた重要

な試合と位置づけ、共催者として１人でも多くの市民の皆様に観戦していただ

きたいと考えております。 

そこで、別添のチラシを貴自治会・町内会掲示板に掲出していただくよう、

依頼させていただきます。 

 
【連絡先】市民局ラグビーワールドカップ・オリンピック・パラリンピック推進課 高丸 

〒231－0017 中区港町 1-1 

TEL：671-4566 ／ FAX：664-0669 
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E-MAIL：ma00-takamaru@city.yokohama.jp 

 
７ 平成 29 年度自治会町内会長永年在職者表彰式について 

（市民局）…資料 市７ 

【資料の送付はありません】  

 
本年度の自治会町内会長永年在職者表彰については、前年度同様、長期在職

者の方を対象とした市長主催による表彰式を開催し、後日別途、各区で区長主

催による区長感謝会を開催します。 

 
【市長主催表彰式について】  

（１）表彰対象の皆様  

在職 10 年以上(５年ごと)の皆様をお招きし、市長から表彰をさせていただ

きます。 

（２）会場 

   市長公舎（西区老松町）を予定しております。 

（３）実施時期 

   ２月上旬の２日間を予定しております。 

   ※１日あたり９区の受賞者をお招きし、表彰を行います。 

（４）その他 

当日は、各区から会場への送迎を予定しております。その他、詳細は、

決定次第ご報告させていただきます。  

 
【連絡先】市民局地域活動推進課 澤田、南雲 

TEL：671-2318 ／ FAX：664-0734 

E-MAIL：sh-chiikikatsudo@city.yokohama.jp 
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Ⅱ  『区連議題』  
 
１ 保土ケ谷区内の治安状況について 

（保土ケ谷警察署）…資料 区１  

【資料の送付はありません】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２ 保土ケ谷警察署通信について  

（保土ケ谷警察署）…資料 区２  

【９月の地域振興課配送ルートでお送りしますので回覧をお願いします】  

 
保土ケ谷警察署通信 第 145 号「安全・安心まちづくりにご協力を」の回覧

をお願いします。  

 

○刑法犯の発生状況（平成 29 年８月末） 

 ８月中 
平成29年 

(1～8月) 

平成28年 

(1～8月) 
増減 

振り込め詐欺 6 31 26 +6 

ひったくり  0 2 4 -2 

空 き 巣  3 19 17 +2 

自 動 車 盗 2 17 13 +4 

オートバイ盗 11 68 58 +10 

自 転 車 盗  8 75 124 -49 
自動販売機
ね ら い  0 3 2 +1 

車上ねらい 7 40 31 +9 

そ の 他 37 399 426 -27 

計  74 654 701 -47 

 《発生傾向と対策》  
刑法犯発生状況の中で、特に振り込め詐欺、

オートバイ盗、車上狙いが増加傾向にありま

す。  
オートバイ盗の被害防止のためには、キーを

抜き、ハンドルロックを掛け、更にＵ字ロック

やワイヤー錠でダブルロックをするようにし

てください。  
車上狙いの被害を防止するためには、車両内

にカバン等を置かないようにしてください。  
８月末の振り込め詐欺の被害件数は、31 件

で前年比較＋６件で依然として高い水準で推

移しています。  
 一度犯人たちからの電話に出てしまうと、冷

静に判断することは、とても難しく、被害にあ

ってしまうことが多いことから、普段から留守

番電話に設定することと相手の音声を録音す

る録音機器を設置するようにしてください。  

○交通事故発生状況（平成 29 年 8 月末） 

  8月中 
平成29年 

(1～8月) 

平成28年 

(1～8月) 
増減 

発 生 件 数  54 366 358 +8 

死 者 数  0 0 2 -2 

負 傷 者 数  59 413 409 +4 
 
《発生傾向と対策》 

  人身交通事故は８月末現在で発生件数が

366 件、前年比＋８件、負傷者数は 413 人、

前年比＋４人で発生件数及び負傷者数共

に若干の増加となっております。現在まで

交通死亡事故の発生はありません。 

９月 21 日から 30 日までの間、秋の全国

交通安全運動が実施されます。 

また、９月 30 日は交通死亡事故ゼロを目

指す日となります。運動の重点の一つに二

輪車の交通事故防止が挙げられています。

管内では依然として二輪車事故の占める割

合が高く、二輪車のライトオン走行、プロ

テクターの着用を推進し、各種キャンペー

ンや街角でのアドバイス等を通じて事故防

止のための注意喚起を図ってまいります。 
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３ 保土ケ谷区内の火災・救急状況（平成 29 年８月 31 日現在） 

（保土ケ谷消防署）…資料 区３ 

【資料の送付はありません】  

 

平成 29 年１月１日から８月 31 日までの保土ケ谷区内における火災・救急状

況を報告します。  

■火災状況                     (  )内は横浜市内  

  区分 
年 

火災 
件数 

火災種別 被害程度 

建物 
火災 

車両 
火災 

その他 
火災※ 

焼損
面積 
（㎡） 

死者 
（人） 

負傷者 
（人） 

平成 29 年 24(555) 10 4 10 92 1 0 

平成 28 年 23(486) 19 1 3 193 2 6 

増△減 1( 69) △9 3 7 △101 △1 △6 

※ その他火災とは、雑草火災及びゴミや車両として運行できない廃車等が焼損した

火災です。 

（主な出火原因） 

  区分 
 

年 

放火 
（疑いを含む）

たばこ 
コンロ 

(食用油過熱

引火含む) 
電気機器 灯火 

平成 29 年 6 3 1 1 1 

平成 28 年 3 4 4 2 1 

増△減 3 △1 △3 △1 0 

  

■地区別火災件数 

保土ケ谷地区 1 岩間地区 0 仏向地区 1 

保土ケ谷南部地区 0 中央地区 1 川島原地区 0 

保土ケ谷中地区 0 中央東部地区 0 西谷地区 0 

保土ケ谷東部地区 0 和田地区 0 上新地区 0 

保土ケ谷西部地区 1 上星川地区 1 新桜ケ丘地区 0 

権太坂境木地区 1 常盤台地区 1 上菅田地区 1 

岩井町原地区 0 川島東部地区 3 その他、未加盟 13 

                                                        計 24 件 

 ■救急状況                      (  )内は横浜市内 

  区分 
 

年 
件数 急病 

一般 
負傷 

交通 
事故 

その他 
※ 

１日 
あたり 

平成 29年 7,229(129,041) 4,926 1,253 449 601 29.7 

平成 28年 6,629(122,785) 4,597 1,099 425 508 27.2 

増△減 600( 6,256) 329 154 24 93 2.5 

※ その他には、自損行為・加害・運動競技・労働災害・火災・転院搬送等が含まれ

ます。 
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 ■火災事案 

   ７月 20 日（木） 仏向西     車両火災（負傷者なし) 

   ７月 28 日（金） 東川島町    建物火災(負傷者なし)  

７月 28 日 (金)  花見台     建物火災(負傷者なし) 

   ７月 29 日 (土)  横浜新道下り 2.4 ㎞ポスト 車両火災(負傷者なし) 

   ８月１日 (火)  東川島町     建物火災(負傷者なし) 

   ８月 17 日 (木) 常盤台       その他火災(負傷者なし) 

   ８月 24 日 (木) 仏向町       車両火災(負傷者なし) 

   ８月 24 日 (木) 西谷町       その他火災(負傷者なし) 

 

４ 横浜地区無料調停相談会開催ポスターの掲示について 

（保土ケ谷民事調停協会）…資料 区４ 

【９月の地域振興課配送ルートでお送りしますので掲示をお願いします】 

 

横浜・神奈川・保土ヶ谷民事調停協会、横浜家事調停協会は、 高裁判所の

委嘱、横浜市市民局のご後援を得て、10 月 27 日（金）に横浜市開港記念会館

で無料調停相談会を開催します。民事上のトラブルや、家庭内のトラブルの解

決手段の一つである調停制度の利用につき、調停委員が無料で相談に応じます。

例年、自治会・町内会の掲示板の開催案内ポスターを見て来られる方が多く、

大変有効な広報手段となっていますので、今年度もポスターの掲示をお願いい

たします。 

 

【連絡先】保土ケ谷民事調停協会 井上賢一 

TEL：090-5336-3933／FAX：045-507-7113 

E-MAIL：kinoue@apricot.ocn.ne.jp 

 

５ 平成 29 年度「地域のつどい」で出された行政に対する検討依頼事項の提出に

ついて 

（保土ケ谷区民会議）…資料 区５ 

【資料の送付はありません】  

 

６月 12 日より７月 1 日まで区内６会場で開催しました平成 29 年度「地域の

つどい」で出されました意見・提案約 220 件を精査の後、39 件の提言・要望事

項としてまとめ、8 月 28 日に区長へ提出いたしました。 

行政で検討していただきました後の回答につきましては、10 月または 11 月

区連会を経て、各自治会・町内会にお返しする予定です。 

 

【連絡先】保土ケ谷区役所区政推進課 春原 
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〒240-0001 保土ケ谷区川辺町２-９ 

TEL：334-6223 ／ FAX：333-7945 

E-MAIL：sa01-sunohara@city.yokohama.jp 

 

６ 平成 29 年度「区民のつどい」ポスター掲示依頼について 

（保土ケ谷区民会議）…資料 区６ 

【９月の地域振興課配送ルートでお送りしますので掲示をお願いします】  

 

平成 29 年度の「区民のつどい」を 11 月４日（土）岩間プラザ４階ホールに

て開催の予定です。つきましては、各自治会・町内会掲示板へのポスター掲示

をお願いいたします。また、今年度は会場の関係で、１連合町内会様７名以内

での参加をお願いいたします。 

 

【連絡先】保土ケ谷区役所区政推進課 春原 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町２-９ 

TEL：334-6223 ／ FAX：333-7945 

E-MAIL：sa01-sunohara@city.yokohama.jp 

 

７ DIG（災害図上訓練）HUG（避難所運営ゲーム）の出前講習会について 

（保土ケ谷区民会議）…区７ 

【資料の送付はありません】 

 

区民会議では、第 21 期に引き続き今期も、地区連合町内会を対象に「DIG (災

害図上訓練)」と新たに「HUG (避難所運営ゲーム)の出前講習会を計画してい

ます。「DIG」又は「HUG」どちらかを選択していただきお申込みいただきます

ようお願いいたします。 

 

【連絡先】保土ケ谷区役所区政推進課 春原 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町２-９ 

TEL：334-6223 ／ FAX：333-7945 

E-MAIL：sa01-sunohara@city.yokohama.jp 

 

８ 平成 29 年度共同募金・年末たすけあい募金運動へのご協力について 

（区社会福祉協議会）…資料 区８ 

【資料の送付はありません】 

 

例年 10 月１日より全国で展開される「赤い羽根共同募金」につきまして、

今年度も各自治会町内会でのご協力をよろしくお願いいたします。 
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共同募金の使途や実績などを掲載した「共募だより」や募金募集資材を９月

20 日～22 日の間で、７月に確認させていただいたご指定配送先にお届けしま

す。 

なお、各自治会町内会でおとりまとめいただいた募金については 12 月中旬

を目安にご送金くださるようお願いいたします。 

 

【連絡先】保土ケ谷区社会福祉協議会 安達 

〒240-0001 保土ケ谷区 5-11 かるがも３階 

TEL：341-9876 ／ FAX：334-5805 

E-MAIL：h@shakyohodogaya.jp 

 

９ 区社会福祉協議会広報紙「社協ほどがや（第 42 号）」の配布について 

（区社会福祉協議会）…資料 区９ 

【資料の送付はありません】 

 

区社会福祉協議会広報紙「社協ほどがや」（第 42 号）発行に伴い、自治会町

内会の各戸に配布をお願いいたします。９月中旬から随時、お届けします。 

 

【連絡先】保土ケ谷区社会福祉協議会 

     事務局次長 安部 

〒240-0001 保土ケ谷区 5-11 かるがも３階 

TEL：341-9876 ／ FAX：334-5805 

E-MAIL： abe-00@yokohamashakyo.jp 

 

10 保土ケ谷区健康づくり月間「健康への心配にお答えします！」 

（福祉保健課）…資料 区 10 

【９月の地域振興課配送ルートでお送りしますので回覧をお願いします】  

 
保土ケ谷区健康づくり月間実行委員会では、区民の健康づくりを促進するた

め、健康づくり月間事業(９月～11 月)を企画、いきいきと暮らせる、毎日のた

めに！「健康への心配にお答えします。」をメインテーマにこどもから高齢者ま

で楽しみながら学べる、各種健康イベントを開催いたします。 

多くの方にご参加いただけますよう、町内会あて回覧依頼します。 

 

【連絡先】保土ケ谷区役所福祉保健課 新井 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町２-９ 

TEL：334-6347 ／ FAX：334-6309 

E-MAIL：yo04-arai@city.yokohama.jp 
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11 第２期健康横浜 21 の中間評価及び市民意見募集の実施について 

（福祉保健課）…資料 区 11 

【９月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 

平成 25 年３月に 10 年間の横浜市の健康づくりの指針として「第２期健康横

浜 21」を策定し、健康寿命を延ばすことを基本目標とし、取組を進めてきまし

た。今年度は現計画の中間地点となることから、目標の達成状況や取組の進捗

状況等を検討しました。 

このたび、第２期健康横浜 21 の中間評価の概要を取りまとめましたので、市

民意見募集を実施します。 

 
【連絡先】保土ケ谷区役所福祉保健課 末吉 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町２-９ 

TEL：334-6344 ／ FAX：333-6309 

E-Mail:hi00-sueyoshi@city.yokohama.jp 

 

12 保健活動推進員・食生活等改善推進員による横浜国立大学常盤祭での健康啓

発活動について 

（福祉保健課）…資料 区 12 

【９月の地域振興課配送ルートでお送りしますので掲示をお願いします】  

 

平成 29 年 11 月３日（金・祝）に横浜国立大学キャンパスで行われる常盤祭

において、保健活動推進員・食生活等改善推進員と区役所が協働し、若い世代

への健康啓発のためのブース出展をします。広く区民に周知するため、告知ポ

スター（Ａ４版）の掲示をお願いします。 

 

【連絡先】保土ケ谷区役所福祉保健課 末吉 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町２-９ 

TEL：334-6344 ／ FAX：333-6309 

E-mail:hi00-sueyoshi@city.yokohama.jp 

 

13 保土ケ谷区制９０周年記念式典への御出席について 

（総務課）…資料 区 13 

【資料の送付はありません】  

 
来る 10 月１日に保土ケ谷区は区制９０周年を迎えます。 

10 月 14 日には、これまで区政に御協力いただいた区民の皆様に感謝すると
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ともに、一緒に記念の年をお祝いするべく、記念式典を開催いたします。 

御多忙のところ恐れ入りますが、是非御出席のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

【連絡先】保土ケ谷区役所総務課 小磯・遠藤 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町２-９ 

TEL：334-6204 ／ FAX：334-6390 

E-MAIL：ho-somu@city.yokohama.jp 

 

14 保土ケ谷区制９０周年オリジナルグッズを販売します 

（保土ケ谷区制９０周年記念事業実行委員会広報・啓発等部会事務局） 

…資料 区 14 

【資料の送付はありません】  

 

区制９０周年を迎えるにあたり、オリジナルグッズを作成しておりますが、

この度、新たにトートバッグとマフラータオルを作成しました。区民まつりや

区役所での販売のほか、自治会町内会の方向けに自治会町内会単位でのとりま

とめ販売を行いますので、ご周知願います。  

個人でのご購入はもちろん、自治会町内会でのイベント等にもぜひご活用く

ださい。  

購入は各地区担当者を通じて希望を伺いますので、必要数をお知らせくださ

い。  

 

【連絡先】保土ケ谷区役所区政推進課 山本 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町２-９ 

TEL：334-6220 ／ FAX：333-7945 

E-MAIL：mi00-yamamoto@city.yokohama.jp 

 

15 平成 29 年度区制９０周年記念ほどがや区民まつりポスター掲出について 

（ほどがや区民まつり実行委員会事務局）…資料 区 15 

【９月の地域振興課配送ルートでお送りしますので掲示をお願いします】  

 
「区制９０周年記念ほどがや区民まつり」のポスター（Ａ３横）の掲出をお

願いします。  

今年は、10 月 14 日（土）（荒天の場合は、15 日（日）に順延）、県立保土ケ

谷公園で開催し、子ども向けのイベントを数多く実施します。 

皆さま、お誘いあわせの上、ご来場ください。 

 



12 

【連絡先】保土ケ谷区役所地域振興課 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町２-９ 

TEL：334-6302 ／ FAX：332-7409 

E-MAIL：ho-chiiki@city.yokohama.jp 

 

16 保土ケ谷区民文化祭ポスター・チラシの訂正について 

（地域振興課）…資料 区 16 

【ﾎﾟｽﾀｰ：９月の地域振興課配送ルートでお送りしますので掲示をお願いします】 

【チラシ：９月の地域振興課配送ルートでお送りしますので回覧をお願いします】 

 
保土ケ谷区民文化祭広報用ポスターの掲示及びチラシの回覧につきましては、

７月区連会でご依頼し、８月下旬に各自治会・町内会あてに発送しましたが、

このたび、記載内容に誤りがあることが判明しました。  

ご面倒をお掛けし大変恐縮ですが、訂正版ポスター・チラシを配送ルートで

お送りしますので、ポスターの差替え・チラシの再回覧をお願いいたします。  

誠に申し訳ございません。  

 
【連絡先】保土ケ谷区役所地域振興課 樺嶋 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町２-９ 

TEL：334-6305 ／ FAX：332-7409 

E-MAIL：ta00-kabashima@city.yokohama.jp 

 
17 第１７回 ほどがや生涯学習フォーラム開催について 

（地域振興課）…資料 区 17 

【９月の地域振興課配送ルートでお送りしますので掲示をお願いします】  

 
ほどがや生涯学習フォーラム（まなぶん祭り）は、保土ケ谷区内において、

市民公益活動や生涯学習活動をしている団体を紹介するイベントです。 

地域の皆様に団体活動を知っていただき、活動に参加するきっかけや、地域

課題を共有することを目的に開催しています。 

本年度は、11 月 11 日（土）、12 日（日）に、ほどがや市民活動センター ア

ワーズにて開催します。来場者が参加できるワークショップや、ほどがや産の

食材を活かした温かい食べ物の販売を予定しております。 

地域の皆様に、皆様の地域にさまざまな活動を自主的に進めている方々がい

らっしゃることをぜひ知っていただきたいと存じます。 

ついては、自治会町内会掲示板への掲示にて周知をお願いいたします。 

 

【連絡先】保土ケ谷区役所地域振興課 西村 
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〒240-0001 保土ケ谷区川辺町２-９ 

TEL：334-6307 ／ FAX：332-7409 

E-MAIL：ho-chiiki@city.yokohama.jp 

 

18 回覧依頼 「保土ケ谷区 体協レポート」第 23 号  （保土ケ谷区体育協会） 

「スポーツかるがも」第 48 号（保土ケ谷区スポーツ推進委員連絡協議会） 

「防犯かながわ」第 153 号     （神奈川県防犯協会連合会） 

【９月の地域振興課配送ルートでお送りしますので回覧をお願いします】  

 
 掲示依頼 消費生活情報「よこはま くらしナビ月次相談リポート」９月号 

 （経済局） 

【９月の地域振興課配送ルートでお送りしますので掲示をお願いします】  



14 

Ⅲ  『その他』  
 

 

 

 

 

Ⅳ  『次回定例会』  
10 月定例会 

◎開催日 平成 29 年 10 月 18 日（水） 午後２時００分～ 

◎場 所 区役所本館２階 ２０２会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 
★保土ケ谷区連合町内会長連絡会へのホームページへアクセス！！！  

 自治会への加入促進や、区連会のレジメが随時更新されていますので、お気軽

にアクセスしてください。  

 http://www.hodogaya-kurenkai.jp/ 

保⼟ケ⾕区連合町内会⻑連絡会 
 
◆ホームページでは、区内自治会町内会の活動紹介を順次掲載しています。  

 ※掲載を希望される自治会町内会の方は事務局（地域振興課）までぜひお問い

合わせください！  

 

 

  

 

 

検 索 


