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保土ケ谷区連合町内会長連絡会  ７月定例会  
 

日 時 平成 30 年７月 18 日（水）      

午後２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 「共同募金だより」及び「社協ほどがや」の各戸配布について（ご依頼）  

       （区社会福祉協議会）…資料 市１  

【区社会福祉協議会より別途送付します】  

 
９月発行予定の「共同募金だより」及び区社協広報紙「社協ほどがや」について、

各自治会町内会における各戸配布にご協力をお願い申し上げます。 

「共同募金だより」は募金用資材と一緒に９月下旬までに、「社協ほどがや」は単独

で９月下旬に、各自治会町内会の地域振興課配送ルートご担当者様あてにお送りいた

します。 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区社会福祉協議会 担当：吉嵜・安達・高戸 

TEL：341-9876 FAX：334-5805 

 

２ 「建築物の既設の塀（ブロック塀や組積造の塀）の安全点検」に関する市民への周

知について  

（建築局）…資料 市２  

【７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】  
 
  平成30年６月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震による塀の倒壊被害を受

け、６月21日付で、学校の塀に限らず、広く一般の建築物を対象に、建築物の既存の

塀について所有者等に向けて、以下の２点を注意喚起するよう国土交通省より要請が

ありました。 

①別紙１「ブロック塀の点検のチェックポイント」を用いて安全点検を行ってくだ

さい。 

②安全点検の結果、危険性が確認された場合には、付近通行者への速やかな注意表

示及び補修・撤去等が必要になります。 

   

【連絡先】 

 建築局情報相談課 

TEL: 671-2953 

  

参考資料  
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３ 第３期横浜市教育振興基本計画パブリックコメント実施について  

（教育委員会事務局）…資料 市３  

【７月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 
 横浜市教育委員会では、平成 30 年２月に横浜の教育が目指す姿を描いた「横浜教

育ビジョン 2030」を策定しました。  

「横浜教育ビジョン 2030」の具現化に向けたアクションプランとして、今後５年間

で進める施策や取組を「第３期横浜市教育振興基本計画」に定めます。  

学校や行政だけでなく、子どもの成長に関わる方と力を合わせ、未来を創る子ども

たちを育んでいきます。素案に対する市民の皆様からのご意見を募集します。  

 
【連絡先】 

教育委員会事務局教育政策推進課 担当：伊藤・石川・山﨑 

TEL: 671-3617 FAX: 663-3118 

Email: ky-seisaku@city.yokohama.jp 

 

４ Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018 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４  

【７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】  

 
 ３年に１度のダンスフェスティバル「Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018」を８月

４日から９月 30 日まで開催いたします。  

多くの市民の皆様にご来場いただくため、各自治会町内会において、ポスター掲出をお願 

いいたします。 

 

【連絡先】 

文化観光局文化プログラム推進課 担当：久保・髙木 

TEL: 671-3404 FAX: 663-1928  

Email: bk-bunkaprogram@city.yokohama.jp 
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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６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  

  【７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 154 号 「安全・安心街づくり あいさつ一つも防犯です！」

の回覧をお願いします。 

○犯罪の発生状況（平成 30 年６月末） 

 ６月中  ６月末 前年比 

振り込め詐欺 7 27 +6 

ひったくり  0 1 0 

空 き 巣  2 11 0 

自 動 車 盗 0 2 -13 

オートバイ盗 5 34 -18 

自 転 車 盗  13 57 -1 

自動販売機

ね ら い  
0 0 -3 

車上ねらい 5 17 -12 

そ の 他 38 247 -66 

計  70 396 -107 

 ○乗り物盗の発生  
  オートバイや自転車の盗難が増加し、そ

の多くが無施錠でした。駐輪する際は、必

ず鍵を掛けましょう。  
○車上狙いの被害防止  

車から離れる際は、貴重品を置かないよ

うにしましょう。  
 

～サギ撲滅の２本柱～  
 ・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！」  

○交通事故発生状況（平成 30 年６月末） 

  ６月中  ６月末 前年比 

発生件数  55 281 ＋20 

死 者 数  1 4 ＋4 

負傷者数  62 329 ＋31 
 
○６月末現在 

  二輪車関係の交通事故が 120 件（約

42％）となり、依然、高い発生率となっ

ています。県内でも二輪車関連の交通事

故が約 3400 件発生し、24 人の方が亡く

なっています。交差点では、対向車の無

理な右折や、死角による発見の遅れとい

った危険が潜んでいます。スピードは控

えめに、安全をしっかりと確認しましょ

う。 

 

 ○夏の交通事故防止運動（7/11～7/20） 

今年も、夏の交通事故防止運動が始ま

りました。スローガンは、 

「安全は 心と時間の ゆとりから」 

「交通ルールを守って 

夏を楽しく安全に」 

 となっています。 

  警察では交通事故を１件でも減らすた

めに各種対策を実施してきます。 

  皆さんも家庭や職場において、交通安

全の呼びかけをお願いいたします。 
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３ 保土ケ谷区内の火災・救急状況（平成 30 年６月 30 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 6 月 30 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 19(368) 10 3 6 2 0 2 
平成 29 年 16(427) 7 1 8 92 1 0 
増△減 3 (△59) 3 2 △2 △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 4 3 0 0 0 
増△減 0 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 1 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 19 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 5,462(98,847) 3,733 956 313 460 30.2 
平成 29年 5,261(94,331) 3,563 922 336 440 29.1 
増△減 201( 4,516) 170 34 △23 20 1.1 

※ 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 6 月 11 日(月)  狩場町 建物火災(負傷者なし) 

 

【連絡先】 

保土ケ谷消防署予防課 担当：河原 

TEL:334-6696 FAX:334-6699   

Email:sh00-kawahara@city.yokohama.jp   
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４ 各種募金用資材の送付内容ならびに振込口座の確認について（ご依頼） 

（区社会福祉協議会）…資料 区４  

【区社会福祉協議会より別途送付します】  

 
 例年、各自治会町内会にご協力をいただいている二つの募金、１０月開始の「赤い

羽根共同募金」と翌年１月開始の「区社協世帯賛助会費」につきまして、募金の呼び

かけに必要となる資材とその数量を事務局で確認致したく、連絡書のご提出をお願い

します。連絡書の内容に沿って、各募金開始月の前月までに各資材を送付させていた

だきます。  

  合わせて、共同募金の使途や実績などを掲載した「共同募金だより」と区社協広報

紙「社協ほどがや」の配布手数料、及び５月に募った日赤会費募金にかかる募集協力

事務費の振込先をご記入ください。１１月末までに各自治会町内会にお振込みさせて

いただきます。  

  ８月１０日（金）までに連絡書を郵送またはＦＡＸにてご返送ください。  

 

【連絡先】 

保土ケ谷区社会福祉協議会 担当：井上・安達 

 TEL: 341-9876 FAX: 334-5805 

 
５ 平成 30 年度「地域のつどい」について 

（保土ケ谷区民会議）…資料なし  

【資料の送付はありません】  

 
  ６月 13 日にスタートした平成 30 年度「地域のつどい」が６月 30 日を最終日に、全

６会場、無事終了いたしました。梅雨時にもかかわらず天候にも恵まれ、総参加者数

は 721 名でした。 

共催させていただいた地区連合町内会のみなさまへ深く感謝申し上げます。 

 

【連絡先】 

 保土ケ谷区区政推進課 担当：春原 

 TEL: 334-6221 FAX: 333-7945 

Email: sa01-sunohara@city.yokohama.jp 

 
６ 「平成 30 年度 横浜市総合防災訓練」の実施について                

（総務局）…資料 区６ 

【７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 年度横浜市総合防災訓練を次のとおり実施しますので、地域住民の皆様のご

参加・ご協力をお願いいたします。 

また、各自治会町内会に掲示用ポスター（Ａ４）をお送りしますので、ご周知いた
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だきますようお願いします。 

 

○日時：平成 30 年９月２日（日）10 時から 12 時まで 

○場所：県立保土ケ谷公園（保土ケ谷区花見台４番） 

○主な訓練内容 

・住民参加による避難・救出救護・初期消火訓練 

・ライフライン復旧等の訓練 

（緊急交通路確保・道路啓開・ライフライン復旧・救援物資輸送訓練） 

・警察・消防・自衛隊による救出・救助訓練（公的機関が連携した訓練） 

・消火器や AED の使い方、煙体験や災害模擬体験等（来場者が体験できる訓練） 

 

【連絡先】 

総務局緊急対策課 担当：佐藤・杉村・若狹 

TEL: 671-2064 FAX: 641-1677 

 

７ 「自分も まわりも 元気になる！グループ活動の術(すべ)」 講演会の実施について 

（高齢・障害支援課）…資料 区７ 

【７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】  

 
  保土ケ谷区は、介護予防として、高齢者の方が主体的に役割や生きがいを持って活

動できる場を増やし、健康寿命を延伸したいと考えています。 

そのためには、地域の活動を支える担い手の方や、これから活動をしたいと考えて

いる方の協力が不可欠です。 

この度、高齢・障害支援課では、担い手の方が自身の活動を活発に継続していただ

けるよう講演会を企画しました。 

横浜型地域包括ケアシステム構築に向けて、保土ケ谷区が取組みを進めていくうえ

では、介護・医療・介護予防・生活支援・住まいの幅広い分野にわたり、多くの関係

者の協力が必要です。ぜひ、講演会にお越しください。 

 

○日時：平成 30 年９月５日（水）13 時 30 分～15 時 30 分（12 時 30 分受付開始） 

○会場：保土ケ谷公会堂 講堂 

○講師：加倉井さおり氏（ウェルネスライフサポート研究所代表） 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区高齢・障害支援課 担当：熊田・田宮 

TEL: 334-6328 FAX: 331-6551 

 

８ 「H30 年度保土ケ谷区 Happy 子育てシンポジウム」チラシの掲示について 

（こども家庭支援課）…資料 区８ 

【７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】  
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  一人で悩まずに楽しく子育てできるよう、保土ケ谷区 Happy 子育てシンポジウム「キ

ーは気持ちの伝え方にあった！！もっと良くなるパパとママのコミュニケーション」

を開催します。 

当日は、２千人を超える子育てアンケートで見えてきたパパとママの本音や、子育

てしているパパの体験談、講演では、父母間の良好なコミュニケーションの取り方の

コツ等をお伝えします。 

子育て中の方、子育て支援に関わっている方の参加をお待ちしています。 

 

○日時：平成 30 年８月 25 日（土）10 時～12 時 （９時 30 分開場） 

○会場：保土ケ谷公会堂 

○対象：子育て中のパパ・ママ、子育て支援に関わっている方（先着 400 名） 

○申込方法：７月 13 日（金）から チラシの QR コード、電話、FAX で受付 

○内容 

・2200 人のパパとママの本音（子育てアンケート結果報告） 

・我が家のパパの子育て体験談 

・講演「一人で悩まずに楽しい子育てをするには」 

（東京大学名誉教授 汐見 稔幸 氏） 

【連絡先】 

保土ケ谷区こども家庭支援課 担当：森山、渡邉 

TEL: 334-6323 FAX: 333-6309 

 

９ 平成 30 年 12 月１日付 民生委員・児童委員及び主任児童委員の欠員補充について 

（福祉保健課）…資料 区９ 

【福祉保健課より該当自治会町内会のみ別途送付します】  

 
  平成 30 年 12 月１日付民生委員・児童委員の欠員補充等について、地区連合町内会

長・自治会町内会長あてに、推薦人の内申、地区推薦準備会の開催及び候補者推薦を

依頼いたします。該当する自治会町内会に推薦関係資料を送付させていただきます。 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区福祉保健課 担当：小川・児玉 

TEL: 334-6311 FAX: 333-6309 

Email: ho-fukuho@city.yokohama.jp 

 

10 災害時要援護者名簿の提供（情報共有方式）について 

（福祉保健課）…資料 区 10 

【７月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 
  区連会６月定例会にてお伝えしました「災害時要援護者支援の取組に関する説明会」

に続き、災害時要援護者名簿の提供（情報共有方式）の新規申込みのご案内です。 

自治会町内会でご検討のうえ、ご希望の場合は、次のとおりお申し込みください。 
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○申込受付期間：平成 30 年８月６日（月）から９月７日（金）まで 

  ○申込手順 

（1）福祉保健課へ相談する 

    実施を希望する場合は、福祉保健課（本館３階 33 番窓口）にご相談ください。

窓口にて、名簿提供の概要と、手続の流れをご説明します。説明後、「実施申込書」

をお渡しします。 

（2）実施申込書を提出する 

    必要事項を記入した「実施申込書」を、福祉保健課へご提出ください。内容を

確認後、協定締結の手続を開始します。  

 

【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 

 

11 ほどがや区民まつり 企画事業 わがまち防災・健康ウォーキングのご案内 

（地域振興課）…資料 区 11 

【７月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 
  平成 30 年 10 月 20 日（土）開催の「ほどがや区民まつり」で、企画事業「わがまち

防災・健康ウォーキング」を実施します。 

 

○実施時間帯：出発時間～9 時 30 分 

９時 30 分を目途に会場に到着し、オープニングセレモニーにご参加いただきます。 

○実施経路：任意の集合場所～県立保土ケ谷公園（ほどがや区民まつり会場） 

○参加対象者：自治会町内会単位 

○参加方法 

参加を希望される自治会町内会は、８月 31 日（金）までに参加申込票と参加者名 

簿（任意様式）を事務局（地域振興課）にご提出ください。 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区地域振興課 担当：関・溝口 

TEL: 334-6302 FAX: 332-7409 

Email: ho-chiiki@city.yokohama.jp 
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12 回覧依頼・掲示依頼・資料提供 

…資料 区 12 

【回覧依頼】 

・「第 31 回 保土ケ谷区民文化祭」チラシ   （保土ケ谷区民文化祭実行委員会） 

・「スポーツかるがも」第 50 号        （区スポーツ推進委員連絡協議会） 

・「お口の健康フェスティバル（保土ケ谷区健康づくり月間）」チラシ 

       （福祉保健課） 

 

 

【掲示依頼】 

・「第 29 回 保土ケ谷宿場まつり」ポスター   （保土ケ谷宿場まつり実行委員会） 

・フォーラム「みんなちがって 皆いっしょ みんなの学校 みんなの居場所」ポスター   

（ＮＰＯ法人 横浜市精神障害者家族連合会） 

 ・「第 31 回 保土ケ谷区民文化祭」ポスター   （保土ケ谷区民文化祭実行委員会） 

 ・消費生活情報「よこはま くらしナビ月次相談リポート」７月号   （経済局） 

 

【資料提供】 

・「第 29 回 保土ケ谷宿場まつり ボランティア募集」チラシ 

（保土ケ谷宿場まつり実行委員会） 

・「保護司会報 すみれ」第 49 号             （保土ケ谷保護司会） 

・平成 30 年度「秋の全国交通安全運動」横浜市実施要領       （道路局） 

 
13 自治会町内会広報掲示板に係る補助金について 

（保土ケ谷区連合町内会長連絡会事務局）…資料 区 13 

【連合町内会に加入している自治会町内会あてに、事務局より８月に別途送付します】  

 
  保土ケ谷区連合町内会長連絡会では、自治会町内会が広報掲示板を設置する際にか

かる費用の一部を補助しています。  

連合町内会に加入している自治会町内会で、自治会町内会広報掲示板に係る補助金

の交付をご希望の場合は、平成 30 年９月 28 日（金）までに、「保土ケ谷区自治会町

内会広報掲示板設置補助金交付申請書（第１号様式）」を事務局までご提出ください。

 申請は１団体につき原則１基までとなります。 

申請数が予算を超えた場合は、抽選により交付する自治会町内会を決定します。 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区連合町内会長連絡会事務局 担当：関・岸本 

TEL: 334-6303 FAX: 332-7409 

Email: ho-jichikai@city.yokohama.jp 
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Ⅲ  『その他』  

 

 

 

 
Ⅳ  『次回定例会』  

９月定例会（※８月は休会） 

  ◎開催日 平成 30 年９月 18 日（火） 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 


