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保土ケ谷区連合町内会長連絡会  ６月定例会  
 

日 時 平成 30 年６月 18 日（月）      

午後３時～          

場 所 保土ケ谷区役所本館２階２０２会議室  

 

Ⅰ『市連会報告』  
 
１ ヨコハマ３Ｒ夢（すりむ）プラン推進計画（2018～2021）素案  市民意見募集の

実施について  

       （資源循環局）…資料 市１  

【６月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 
横浜のごみ処理などに関する計画である「ヨコハマ３Ｒ夢プラン推進計画（素案）」

を策定しました。 

この推進計画を、市民の皆様のご意見をふまえた計画とするため、市民意見募集

を実施します。 

○募集期間：平成 30 年６月 25 日（月）～７月 31 日（火） 

○意見提出方法：郵送、ＦＡＸ、ホームページ、電子メール、直接持参 

 

【連絡先】 

資源循環局政策調整課 担当：亀若・毛受 

TEL：671-2503 FAX：641-1807 

 

２ 横浜市災害廃棄物処理計画（素案）の市民意見募集の実施について  

（資源循環局）…資料 市２  

【６月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  
 
  大規模災害時には、壊れた家具・家電や倒壊した建物等、大量の災害廃棄物が発

生します。東日本大震災、熊本地震の教訓や法改正を踏まえ、災害廃棄物を適正か

つ円滑・迅速に処理するために必要な事項を取りまとめ、「横浜市災害廃棄物処理計

画」を策定します。 

このたび、計画の素案について市民意見募集を行います。 

○募集期間：平成 30 年６月 25 日（月）～７月 31 日（火） 

○意見提出方法：郵送、ＦＡＸ、電子メール、ホームページ、直接持参 

   

【連絡先】 

 資源循環局総務課 担当：武井 

TEL: 671-2501 FAX: 641-1807 

  

 

参考資料  
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３ 横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度）４か年（平成 26-29 年度）

の実績概要リーフレットの回覧について  

（環境創造局）…資料 市３  

【６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】  

 
 「緑豊かなまち横浜」を次の世代に引き継いでいくために、「横浜みどり税」を財

源の一部に活用し進めている「横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度）」

について、平成 26-29 度の４か年の事業実績をまとめたリーフレットを作成しまし

たので、回覧をお願いいたします。  

 
【連絡先】 

環境創造局みどりアップ推進課 担当：横野・櫻井   

TEL: 671-2712 FAX: 224-6627 

Email:ks-midoriupp-koho@city.yokohama.jp 

 

４ 「横浜市犯罪被害者等支援に関する条例案の骨子」についての市民意見募集の実

施について  

（市民局）…資料 市４  

【資料の送付はありません】  

 
  横浜市では、平成 24 年度に「横浜市犯罪被害者相談室」を開設し、犯罪被害者等

の相談に応じ支援を行っています。さらなる犯罪被害者等への支援の充実や、市民

の理解協力等の観点から、「（仮称）横浜市犯罪被害者等支援条例」を制定する必要

があると考え、その骨子を案としてまとめましたので、広く市民の皆様のご意見を

募集します。 

○募集期間：平成 30 年６月 27 日（水）～７月 27 日（金） 

○資料の配布・閲覧場所 

各区役所区政推進課(点字版・音声版あり）、市民局人権課、市民情報センター、

地区センター等市民利用施設（横浜市ホームページにも掲載します。） 

○意見提出方法：郵便、ＦＡＸ、電子メール、ホームページ 

 

【連絡先】 

市民局人権課 担当：岡庭 

TEL: 671-3118 FAX: 681-5453 
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Ⅱ『区連会議題』  
 
１ 保土ケ谷区内の治安状況について（平成 30 年５月）  

（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  

  【６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 153 号 「振り込め詐欺撲滅対策について」の回覧をお願

いします。 

○犯罪の発生状況（平成 30 年５月末） 

 ５月中  ５月末 前年比 

振り込め詐欺 4 20 +3 

ひったくり  0 1 0 

空 き 巣  2 9 -1 

自 動 車 盗 1 2 -11 

オートバイ盗 2 29 -21 

自 転 車 盗  12 44 -4 

自動販売機

ね ら い  
0 0 -3 

車上ねらい 2 12 -15 

そ の 他 40 209 -63 

計  63 326 -115 

 ○自転車盗の発生  
  自転車の盗難が増えており、そのほとん

どが無施錠の状態でした。駐輪する際には、

必ず鍵をかけましょう。  
○振り込め詐欺～サギ撲滅の２本柱～  

神奈川県警察では、振り込め詐欺の被害

を防止するために、これまで様々なフレー

ズで呼び掛けを行ってきましたが、今後は、

「サギ撲滅の２本柱」として、  
 ・こんな言葉を電話で聞いたら詐欺！  
 「急にお金が必要！用意して！」  
 「キャッシュカードを預かります」  
 「ＡＴＭで医療費を還付します」  
 ・留守番電話設定のお願い！  
 「犯人は留守番電話を嫌います」  
 「常に留守番電話の設定を！」  
 「迷惑電話防止機能付き機器の購入検討を」 

の２点に重点を置いて呼び掛けをしてま

いります。  

○交通事故発生状況（平成 30 年５月末） 

  ５月中  ５月末 前年比 

発生件数  37 225 ＋12 

死 者 数  0 3 ＋3 

負傷者数  46 266 ＋21 
 
○５月末現在 

  高齢者関係の交通事故が 70 件（約

31%）、二輪車関係の交通事故が 92 件（約

41%）となっており、事故全体に占める

割合が大きくなっています。 

  ５月中の二輪車関係の事故は 15 件で、

事故全体の４割を占めています。二輪車

を運転する際は、車の陰や死角にならな

いように自ら進んで安全を確保しまし

ょう。 

 ○追突事故を防ぐために 

５月中は追突による交通事故も多くな

っています。 

わき見運転や考えごとをしながらの漫

然運転をしないよう心掛けるとともに、

前車との車間距離を十分に取ることが大

切です。 

注意力を低下させないように緊張感を

もって運転し、追突による事故を防ぎま

しょう。 
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３ 保土ケ谷区内の火災・救急状況（平成 30 年５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 30 年１月１日から 5 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

の 

火災※ 

焼損
面積 
（㎡） 

死者 
（人） 

負傷者 
（人） 

平成 30 年 18(321) 9 3 6 2 0 2 
平成 29 年 15(359) 7 1 7 92 1 0 
増△減 3(△38) 2 2 △1 △90 △1 2 

  ※ その他の火災とは、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) 
火遊び 電気機器 

平成 30 年 4 4 1 1 1 
平成 29 年 3 3 0 0 0 
増△減 1 1 1 1 1 

 ■地区別火災件数 

保土ケ谷地区 0 岩間地区 1 仏向地区 2 
保土ケ谷南部地区 1 中央地区 2 川島原地区 0 
保土ケ谷中地区 0 中央東部地区 2 西谷地区 0 
保土ケ谷東部地区 1 和田・釜台地

区 
0 上新地区 2 

保土ケ谷西部地区 0 上星川地区 1 新桜ケ丘地区 0 
権太坂境木地区 0 常盤台地区 0 上菅田地区 0 
岩井町原地区 0 川島東部地区 1 その他、未加盟 5 

                                                        計 18 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 30年 4,608(83,243) 3,165 811 250 382 30.5 
平成 29年 4,418(79,473) 3,002 783 285 348 29.3 
増△減 190( 3,770) 163 28 △35 34 1.2 

 
※ 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。 
 

 ■火災事案 

   １ 平成 30 年５月３日(木･祝)  仏向西 建物火災(負傷者なし) 

   ２ 平成 30 年５月 14 日(月) 岡沢町 その他の火災(負傷者なし) 

 

【連絡先】 

保土ケ谷消防署予防課 担当：河原 
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TEL:334-6696 FAX:334-6699   

Email:sh00-kawahara@city.yokohama.jp   

 

４ 「ほどがや区防災サマーフェスタ２０１８」の開催について 

（保土ケ谷消防署）…資料 区４  

【６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 30 年８月 10 日（金）午後１時 20 分から午後４時まで、保土ケ谷公会堂及び

川辺公園で、保土ケ谷区出身の芸能人、ホンジャマカの石塚英彦さんを一日消防署

長としてお迎えしたイベントを保土ケ谷消防署、保土ケ谷消防団、保土ケ谷区役所、

保土ケ谷火災予防協会が連携して開催します。 

イベントでは、トークショー、防災クイズ大会、音楽隊のコンサート等を実施し、

最後には川辺公園で石塚さん指揮の下、消防団の一斉放水を行います。   

来場をご希望の方は、往復はがき、またはメールにて７月 30 日（月）までに申し

込みください。詳細はポスターをご覧ください。 

 

【連絡先】 

保土ケ谷消防署庶務課 担当：藤馬 

 TEL: 334-6696 FAX: 334-6699 

Email: ka00-touma@city.yokohama.jp 

 
５ 第 68 回「社会を明るくする運動」街頭キャンペーンおよび地区ミニ集会へのご協

力について 

（保土ケ谷保護司会）…資料 区５  

【資料の送付はありません】  

 
  「社会を明るくする運動」は、様々な機関・団体が協働し、地域において連携の

輪を広げ、多くの地域住民に、犯罪や非行の防止について啓発していくことで、誰

もが安全で安心して暮らせる社会を実現するための運動です。  

今年度も、その一環として、街頭キャンペーンと地区ミニ集会を開催します。  

自治会町内会の皆様におかれましては、ぜひご参加いただきますようお願いいた

します。  

○街頭キャンペーン（場所・日時・ご協力いただく中学校生徒）  

イオン天王町周辺 7 月２日 (月 )17:00～17:30 宮田中学校  

相鉄和田町駅前  7 月３日 (火 )17:00～17:30 橘中学校  

ＪＲ保土ケ谷駅前 7 月５日 (木 )16:30～17:00 岩崎中学校  

○地区ミニ集会（場所・日時）  

保土ケ谷中学校     ６月 29 日 (金 )14:25～16:00 

宮田中学校         ７月２日 (月 )15:00～16:30 
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【連絡先】 

 保土ケ谷保護司会事務局 担当：矢島 

 TEL: 341-9876 FAX: 334-5805 

Email: h@shakyohodogaya.jp 

 
６ 平成 30 年度 介護予防・生活支援サービス補助事業について             

（高齢・障害支援課）…資料 区６ 

【資料の送付はありません】  

 
高齢者の介護予防や生活支援を充実・強化するための補助事業のご紹介です。 

地域で『要支援者等』に対する介護予防や生活支援の活動を行う団体に、その活

動に係る費用を補助します。補助の対象活動は「通所型支援」「訪問型支援」「配食

支援」「見守り支援」で、住民主体の有償・無償のボランティア等が要支援者等を中

心とした利用者に対して週１回以上活動をしているものとなります。 

原則、法人格が必要です。ただし、活動費の補助のみを受ける団体については、

一定の条件を満たすことで任意団体であっても補助の対象団体とします。 

補助金の対象団体となるためには、各種要件があります。事前に必ず主たる活動

範囲の地域ケアプラザまたは、保土ケ谷区社会福祉協議会の「生活支援コーディネ

ーター」へご相談ください。 

○申請期間 

平成 30 年６月 18 日（月）～７月 13 日（金） 交付決定 平成 30 年 10 月 

○申請先 

横浜市健康福祉局 地域包括ケア推進課【郵送（レターパック等）】 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区高齢・障害支援課 担当：太田・谷・川島 

TEL: 334-6327 FAX: 331-6550 

 

７ 災害時要援護者支援の取組に関する説明会の実施について 

（福祉保健課）…資料 区７ 

【６月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 
  災害時要援護者支援の取組を一層進めていただくため、自治会町内会向けの説明

会を開催します。説明会では、地域の実情に合った取組方法の検討の参考となるよ

う、地域で行われている取組事例を紹介します。 

○日時    平成 30 年７月 21 日(土) 午前 10 時から午前 11 時 30 分まで 

○場所    保土ケ谷区役所本館４階 401 会議室 

○対象    自治会町内会役員等 ※１団体につき２名まで参加可 

○申込方法  ７月６日（金)までに申込書をＦＡＸまたはＥメール 
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【連絡先】 

保土ケ谷区福祉保健課 担当：野澤・児玉・三堀 

TEL: 334-6342 FAX:333-6039 

Email: ho-yoengo@city.yokohama.jp 

 

８ 「災害時のペット対策」について 

（生活衛生課）…資料 区８ 

【６月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 
  「災害時のペット対策」に関して周知を図るため、チラシを作成し、地域防災拠

点管理運営委員会連絡協議会にて配布しましたので、お知らせします。 

  区役所では、「災害時のペット対策」に関する事業として、拠点訓練の際に展示い

ただけるペット防災用品の貸し出しや、区役所職員による災害時ペット対策説明会、

ペット同行避難訓練などを行っておりますので、ぜひ担当までお問い合わせくださ

い。 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区生活衛生課 担当：山田 

TEL: 334-6363 FAX: 333-6309 

Email: ho-eisei@city.yokohama.jp 

 

９ 都市計画マスタープラン（保土ケ谷区プラン）の改定について 

（区政推進課）…資料 区９ 

【資料の送付はありません】  

 
  平成 14 年に策定した横浜市都市計画マスタープラン保土ケ谷区プラン（保土ケ谷

区まちづくり計画）について、今年度末の改定に向けた検討を行っています。 

これまで、ワークショップや改定素案の意見公募などを行い、区民の皆様のご意

見を伺ってきました。 

今年度は、それらの意見を踏まえて７月に原案を確定し、7 月 11 日から 27 日ま

で改定原案に対する市民意見募集を行います。 

皆様のご意見、ご提案をお待ちしています。 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区区政推進課 担当：土方 

TEL: 334-6227 FAX: 333-7945 

Email: ho-machirule@city.yokohama.jp 
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10 保土ケ谷区制９０周年記念事業 記録集等の送付について 

（区制９０周年記念事業実行委員会 総務部会事務局、広報・啓発等部会事務局） 

…資料 区 10 

【記録集（冊子）：６月の地域振興課配送ルートで２部お送りします】  

【記録映像集（ＤＶＤ）：６月の地域振興課配送ルートで１枚お送りします】  

 
  区制９０周年記念事業で実施してきたイベントの抜粋や製作グッズ等をまとめた、

記録集及び記録映像集を送付します。区制９０周年に多大なご尽力をいただきまし

て、誠にありがとうございました。 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区制９０周年記念事業実行委員会 

総務部会事務局 

（保土ケ谷区総務課）   担当：遠藤 

TEL: 334-6226 FAX: 334-6390 

広報・啓発等部会事務局 

（保土ケ谷区区政推進課） 担当：石津 

TEL: 334-6223 FAX: 333-7945 

 

11 平成 29 年度保土ケ谷区家庭ごみの減量実績及び平成 30 年度の減量目標について 

（地域振興課）…資料 区 11 

【資料の送付はありません】  

 
  平成 29 年度の保土ケ谷区の家庭ごみ（ごみと資源）の総量は「１人１日当たり

618ｇ」で、目標の 625ｇを下回りました。基準年度の平成 21 年度の実績 706ｇと比

較して、ごみは大きく削減されています。 

平成 30 年度の保土ケ谷区の削減目標は「１人１日当たり 610ｇ」となり、平成 29

年度より１人１日当たり 8ｇの減量に取り組むこととなります。 

今年度の重点取組事項としては、①家庭での食品ロス削減の推進、②ごみ分別ル

ール周知の更なる推進となります。皆様のご協力を、どうぞよろしくお願いします。 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区地域振興課 担当：柴田・井上 

TEL: 334-6304 FAX: 332-7409 

 

12 回覧依頼・掲示依頼・資料提供 

…資料 区 12 

【回覧依頼】 

・「さわやかスポーツ体験コーナー」チラシ 

（保土ケ谷区さわやかスポーツ普及委員会） 

・神奈川県警「県民のまもり」第 306 号          （保土ケ谷警察署） 
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・保土ケ谷区地域力通信第９号                （区政推進課） 

 

【掲示依頼】 

・「陸海空自衛官募集」ポスター         （防衛省横浜中央募集案内所） 

・消費生活情報「よこはま くらしナビ月次相談リポート」６月号   （経済局） 

 ・「ガチチャーハン！」保土ケ谷区エントリー店舗紹介      （地域振興課） 

 

【資料提供】 

・平成 30 年度「夏の交通事故防止運動」横浜市実施要領       （道路局） 

・消費者被害相談窓口のご案内                   （経済局） 

・「手洗いから始める食中毒予防」講習会 及び おまつり・行事での食中毒予防ポイ

ント                            （生活衛生課） 

 

Ⅲ  『その他』  

 

 

 

 
Ⅳ  『次回定例会』  

７月定例会 

  ◎開催日 平成 30 年７月 18 日（水） 午後２時００分～ 

  ◎場 所 保土ケ谷区役所本館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 


