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保土ケ谷区連合町内会長連絡会  ４月定例会  
 

日 時 平成 31 年４月 18 日（木）      

午前９時３０分～          

場 所 保土ケ谷区役所本館２階２０２会議室  

Ⅰ『市連会報告』  
 
１ 平成 30 年度燃やすごみ量実績（速報値）について  

    （資源循環局）…資料 市１  

【資料の送付はありません】  

 
平成 30 年度の燃やすごみ量は、昨年度の同時期に比べ 0.6％減少しました。この削

減は、市民の皆様のご協力によるものです。ご協力ありがとうございました。 

平成 31 年度も、市民の皆様がごみ減量にご協力していただけるよう、分かりやすい

情報提供に努め、各区と連携して取組を進めていきます。 

 

 (参考)保土ケ谷区平成 30 年度の燃やすごみ量実績（速報値） 

  家庭系燃やすごみ量  

30 年度 30,410 トン（▲1.3％） 

29 年度（基準年度） 30,815 トン 

 

【連絡先】 

資源循環局政策調整課 担当：杉浦 

TEL: 671-4025 FAX: 671-1807 

 

２ 2019 年 防災・減災推進研修のご案内  

（総務局）…資料 市２  

【４月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】 

 
  地域の自助・共助の力を向上させるため、「町の防災組織」で活動されている方々

向けに、研修会を開催します。 

  お申込みの場合は、代表者の方から、５月17日（金）までに推薦書（２名まで）を

ご提出ください。 

【研修内容】 

○「横浜市の防災対策について知ろう」 

     市の防災施策や自助・共助について学びます。 

○「実践的な自主防災活動の事例から学ぼう」 

     町の防災組織の活動を紹介します。 

○「地域の特性を活かした行動目標を作ろう」 

     発災後、経過時間ごとに、地域で何をすべきか議論します。 

参考資料  
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     災害時に危険な場所、活用できる資源について議論します。 

 

【連絡先】 

総務局地域防災課 担当：時枝・茂木 

TEL: 671-2012 FAX: 641-1677 

Email: so-gensai@city.yokohama.jp 

 

３ 参議院議員通常選挙に関するお願い  

（選挙管理委員会事務室）…資料 市３  

【啓発ポスター：選挙管理委員会事務室（総務課）よりお送りします】  

 

本年７月執行予定の参議院議員通常選挙に関し、選挙管理委員会事務室からの各種

依頼事項の対応についてよろしくお願いします。 

① 当日投票所 投票管理者の推薦 

② 期日前投票所 投票立会人の推薦 

③ 選挙啓発ポスターの掲示 

（６月頃に各自治会町内会長様あて郵送する予定です。） 

④ 選挙公報の配布 

   （５月に各自治会町内会長様あて配布部数・配布先等の照会をいたします。） 

 
【連絡先】 

選挙管理委員会事務室（総務課統計選挙係） 担当：吉川 

TEL: 334-6207 FAX: 334-6390 

Email: ho-tksk@city.yokohama.jp 

 

４ 平成 32（2020）年度の自治会町内会館整備について  

（市民局）…資料 市４  

【４月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】 

 
 平成 32 年度に自治会町内会館及び公園集会所の整備（新築・購入・増築・改修・修

繕（100 万円以上の整備））を予定し、補助金交付を希望する自治会町内会は、「自治

会町内会館等整備費補助申請予定申出書」のご提出をお願いします。 

申出書は、保土ケ谷区地域振興課地域活動係の窓口（区役所本館２階 24 番）で、配

付いたしますので、必要な場合はご来庁ください。 

（注意） 

  公園集会所の整備の場合は、事前に環境創造局公園緑地管理課及び土木事務所と

設置場所等を調整のうえ、申出書をご提出ください。 

 

【提出期限】平成 31 年６月 14 日（金）17 時まで（必着） 
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【連絡先】 

保土ケ谷区地域振興課 担当：亀井 

TEL：334-6303 FAX：332-7409 

Email: ho-jichikai@city.yokohama.jp 

 

５ 自治会町内会活動のための情報交流誌の送付について  

（市民局）…資料 市５  

【４月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 
自治会町内会相互や行政との情報共有・情報交流を進めていくことを目的とした情

報交流誌を作成しました。各自治会町内会長あてに１部お送りしますので、自治会町

内会活動にご活用ください。 

 

【連絡先】 

市民局地域活動推進課 

TEL: 671－2318 FAX: 664－0734 
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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 31 年３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  

  【４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 161 号 「振込め詐欺の被害が増えてます！」の回覧をお願

いします。 

○犯罪の発生状況（平成 31 年３月末） 

 ３月中  ３月末 前年比 

振り込め詐欺 9 14 +2 

ひったくり  0 0 -1 

空 き 巣  0 4 ±0 

自 動 車 盗 1 1 ±0 

オートバイ盗 0 5 -14 

自 転 車 盗  10 21 +1 

自動販売機

ね ら い  
0 0 0 

車上ねらい 12 32 +23 

そ の 他 32 88 -43 

計  64 165 -32 

 ○３月末現在  
犯罪の発生件数は、前年と比較して 32

件減少しています。 

 

 ○車上ねらいの被害防止 

 窓を閉め、エンジンキーを抜き取り、ド

アロックを確認しましょう。貴重品等を車

両内や自転車の前カゴ等に置きっぱなしに

しないようにしましょう。  
 
○振り込め対策  

  大部分は、家の固定電話に掛かってくる

ので、電話は常時、留守番電話に設定しま

しょう。 

  全国銀行協会を装い、「元号の改元による

銀行法改正について」と題する資料を同封

した封書を郵送し、金融機関、口座番号、

暗証番号等を記載させた申込書及びキャッ

シュカードを郵送させる手口も発生してい

ます。 

○交通事故発生状況（平成 31 年３月末） 
  ３月中  ３月末 前年比 

発生件数  44 116 -23 

死 者 数  0 0 -2 

負傷者数  58 137 -28 
 
○３月末現在 

  人身事故の件数は、前年と比較して 23

件減少しています。 

 

 ○新入学児童の保護者の皆さんとドライ

バーの皆さんへ！ 

  過去５年間の統計では、歩行中の交通

事故の中で７歳（小学１、２年生）が最

も多く、その原因のほとんどが飛び出し

によるものです。 

  特に、１年生の歩行中の事故は、６年

生の約３．６倍となっています。 

  

 ※ドライバーの皆さんには、下校や、私

用の時間帯で多く発生していますの

で、 学校や公園、住宅街の見通しの

悪い交差点等、いつでも止まることが

できるように、十分注意して安全運転

に努めましょう。 

 ※保護者の皆さんには、お子様が、道路

での飛び出しや遊ぶことなどで事故に

遭っていますので、危険な行動を機会

あるごとに注意してください。 
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３ 保土ケ谷区内の火災・救急状況（平成 31 年３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 31 年１月１日から 3 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 31 年 8(203) 5 2 1 137 2 0 
平成 30 年 14(197) 7 3 4 2 0 2 
増△減 △6( 6) △2 △1 △3 135 2 △2 

  ※ その他の火災とは、雑草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) 
取灰 火遊び 

平成 31 年 1 3 1 1 0 
平成 30 年 1 4 1 0 1 
増△減 0 △1 0 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 1 
保土ケ谷南部地区 1 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 1 和田・釜台地

区 
0 上新地区 0 

保土ケ谷西部地区 0 上星川地区 0 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 1 
岩井町原地区 0 川島東部地区 1 その他、未加盟 1 

                                                        計 8 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 31年 2,771(52,847) 1,925 458 143 245 30.8 
平成 30年 2,976(52,348) 2,063 522 150 241 33.1 
増△減 △205( 499) △138 △64 △7 4 △2.3 

※ 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 31 年 3 月 24 日(日)  国道１号線 車両火災(負傷者なし) 

 

【連絡先】 

保土ケ谷消防署予防課 担当：渡辺 

TEL: 334-6696 FAX: 334-6699   

Email: hi20-watanabe@city.yokohama.jp 
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４ 家庭防災員自主活動補助金申請について 

（保土ケ谷消防署）…資料 区４  

【４月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】 

 
平成 16 年度から、家庭防災員が自主的に実施する防火・防災を支援するため、家庭

防災員自主活動補助金を交付しておりますが、平成 31 年度につきましても昨年同様に

実施することとなりましたのでお知らせします。 

 

○自主活動補助金の申請者 

  自治会町内会の家庭防災員 

○自主活動補助金申請書提出期限 

  平成 31 年６月 14 日（金） 

○書類の提出先 

  保土ケ谷消防署予防課又は消防出張所 

 

【連絡先】 

保土ケ谷消防署予防課 担当：辻 

TEL: 334-6670 FAX: 334-6699   

 
５ 平成 31 年度家庭防災員研修日程について 

（保土ケ谷消防署）…資料 区５  

【４月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 
  平成 31 年度家庭防災員研修日程をお知らせします。家庭防災員の方へは、別途ご案

内を郵送いたします。 

 

【連絡先】 

保土ケ谷消防署予防課 担当：辻 

TEL: 334-6670 FAX: 334-6699   

 
６ 平成 30 年度区社協世帯賛助会費への協力にかかるお礼及び実施額の報告について 

（区社会福祉協議会）…資料 区６ 

【資料の送付はありません】 

 
平成３０年度区社協世帯賛助会費の実施にあたり多大なご協力をいただきありがと

うございました。実績額を報告します。お寄せいただいた賛助会費の 60％をそれぞれ

の地区社協に還元させていただきました。 

○平成 30 年度実績総額 11,655,318 円（平成 31 年３月 12 日現在） 

※前年度実績 13,043,575 円（最終実績） 
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【連絡先】 

保土ケ谷区社会福祉協議会 担当：菊地 

TEL：341-9876 FAX：334-5805 

 

７ 区社協理事並びに評議員候補者の推薦、及び各種委員の選出について 

（区社会福祉協議会）…資料 区７ 

【資料の送付はありません】  

 
  平成 31 年６月定時評議員会をもって任期が満了となる区社協理事と平成 30 年度末

に任期が満了となる編集委員について、次期候補者の推薦をお願いします。 

 

【連絡先】 

 保土ケ谷区社会福祉協議会 担当：安部 

 TEL: 341-9876 FAX: 334-5805 

Email: h@syakyohodogaya.jp 

 

８ 「地域のつどい」ポスター掲示のお願いについて 

（保土ケ谷区民会議）…資料 区８ 

【４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 31 年度「地域のつどい」を 6 月 11 日～29 日、地区連合町内会の皆様との共催

にて開催予定です。各自治会町内会掲示板にてポスターの掲出をお願いいたします。 

   

○６月 11 日(火)18 時 30 分～ ＠坂本小学校 

   ＜川島東部・仏向・川島原＞ 

  ○６月 14 日(金)18 時 30 分～ ＠ほどがや防犯センター 

   ＜保土ケ谷西部・権太坂境木・新桜ケ丘＞ 

  ○６月 15 日(土)18 時 30 分～ ＠イコットハウス 

   ＜保土ケ谷東部・岩間＞ 

  ○６月 21 日(金)18 時 30 分～ ＠イコットハウス 

   ＜保土ケ谷・保土ケ谷南部・保土ケ谷中・岩井町原＞ 

  ○６月 22 日(土)14 時 00 分～ ＠区役所３階 301・302 会議室 

   ＜中央・中央東部・常盤台・和田・釜台＞ 

  ○６月 29 日(土)18 時 00 分～ ＠西谷地区センター 

   ＜西谷・上新・上星川・上菅田＞ 

               

【連絡先】 

保土ケ谷区区政推進課 担当：春原 

TEL：334-6223 FAX：333-7945 

Email：sa01-sunohara@city.yokohama.jp 
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９ 委託事業者による漏水調査についての御協力の依頼 

（水道局）…資料 区９ 

【４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】  

 
水道局では、水道テクニカルサービス株式会社に委託して保土ケ谷区内全域の地下

漏水修理調査を行います。調査方法は、お客様が在宅の場合は水道メーターで漏水音

の調査を行い、不在の場合は宅地内に入らず道路上で調査を行います。 

最近、悪質な訪問を行う不審者情報が多数寄せられているため、保土ケ谷区民の皆

様に調査の周知を行うために、「漏水調査のお知らせ」の回覧をお願いいたします。 

調査期間は、平成 31 年５月上旬から平成 31 年８月下旬までの平日で、午前８時 45

分から午後５時 15 分です。 

 

【連絡先】 

水道局配水課 担当：大宮 

TEL：331-1838 FAX：332-1442 

Email: wa00-oomiya@city.yokohama.jp 

   

10 家具転倒防止対策助成事業のご案内 

（総務局）…資料 区 10 

【４月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 
地震時の家具転倒による被害を防止するため、横浜市では家具転倒防止器具の取付

けを無料代行する事業を行っています。 

【事業内容】 

同居者全員が下記の①～⑥のいずれかである場合に、家具転倒防止器具の取付け

を無償で代行します。（取付員を派遣します。器具代は申請者のご負担となります。） 

①65 歳以上 

②身体障害者手帳の交付を受けている 

③愛の手帳の交付を受けている 

④精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている 

⑤介護保険法による要介護または要支援の認定を受けている 

⑥中学生以下 

 

【連絡先】 

総務局地域防災課 担当：田中 

TEL：671-3456 FAX：641-1677 

Email: so-tiikibousai@city.yokohama.jp 
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11 国が実施する全国瞬時警報システム（J アラート）の全国一斉情報伝達試験につい

て（お知らせ） 

（総務局）…資料 区 11 

【資料の送付はありません】  

 
  総務省消防庁が災害時等に備え、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を用いて、

試験情報の受信及びスピーカー等の起動を確認する目的で、全国一斉情報伝達訓練放

送を行います。  

あわせて、本市がその他の情報伝達手段による防災情報の試験配信を行います。  

○日時 

【訓練放送】本年度は 4 回行う予定です。 

2019 年 ５月 15 日（水）／８月 28 日（水）／12 月４日（水）／ 

2020 年 ２月 19 日（水）午前 11 時頃 

【試験配信】訓練放送当日の午前 10 時 45 分頃 

○放送場所 

天王橋付近 及び 帷子小学校（保土ケ谷区内） 

○その他の情報伝達手段 

   防災情報Ｅメール、横浜市危機管理室ツイッター、ホームページ 

 

【連絡先】 

総務局緊急対策課 担当：有賀・齋藤 

TEL: 671-4141 FAX: 641-1677 

Email: so-kinkyu@city.yokohama.jp 

 

12 市民講座のチラシの掲示について 

（高齢・障害支援課）…資料 区 12 

【４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 31 年６月１日に開催を予定している市民講座、「自分らしい最期を迎えるため

に、これだけは知っておきたいこと」のチラシの掲示をお願いいたします。講座では、

本年 4 月から配布を開始している、保土ケ谷区版エンディングノートに関して説明す

る時間を設けております。 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区高齢・障害支援課 担当：関根・太田 

TEL：334-6327 FAX：331-6550 

Email: ho-koreisyogai@city.yokohama.jp 
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13 保土ケ谷区防災講習会講師派遣事業について 

（総務課）…資料 区 13 

【４月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 
  保土ケ谷区では、昨年度に引き続き自治会町内会が開催する防災講習会に講師を派

遣する事業を実施いたします。 

  家庭、地域における防災意識向上のため、ぜひご活用ください。 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区総務課 担当：田中・海野 

TEL：334-6203 FAX：334-6390 

Email: ho-saigai@city.yokohama.jp 

 

14 感震ブレーカー等設置推進事業について 

（総務課）…資料 区 14 

【４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、震災時の被害軽減を目的に、地震による住宅からの出火を防止する「感

震ブレーカー」の設置補助を行っています。 

  地域により市補助制度対象地区と区補助制度対象地区が分かれますが、どちらの制

度でも利用に関するご相談、申請書類の事前確認などは区役所でお受けいたします。 

  制度補助を利用した感震ブレーカーの設置について、お気軽にご相談ください。 

   

○申請期間 

 2019 年 11 月 29 日（金）まで（補助対象予定数に達した時点でも終了） 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区総務課 担当：田中・海野 

TEL：334-6203 FAX：334-6390 

Email: ho-saigai@city.yokohama.jp 

 

15 保土ケ谷区まちづくり計画の改定について 

（区政推進課）…資料 区 15 

【４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】  

 
  保土ケ谷区では、おおむね 20 年後の将来を見据えて、保土ケ谷区のまちづくりの基

本的な方針を定めた保土ケ谷区まちづくり計画（横浜市都市計画マスタープラン保土

ケ谷区プラン）の改定作業を進めてまいりました。平成 31 年１月の都市計画審議会を

経て「保土ケ谷区まちづくり計画」を平成 31 年３月に改定しました。  

改定にあたっては、市民の皆さまから多くのご意見をいただき、ありがとうござい

ました。  
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今後は、新しい「保土ケ谷区まちづくり計画」に基づいて、区民・事業者・行政の

連携により、まちづくりを推進していきます。 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区区政推進課 担当：廣澤・土方 

TEL：334-6227 FAX：333-7945 

Email: ho-machirule@city.yokohama.jp 

 

16 広報よこはま ほどがや区版５月号における増ページについて 

（区政推進課）…資料 区 16 

【４月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 
  広報よこはま ほどがや区版５月号について､４ページ分の増ページを行うことと

なりました（通常月 全 16 ページが５月号は 20 ページとなります）。 

増ページ部分には､がん検診や乳幼児健康診査の日程をはじめとした、年間の保健だ

より(保存版)の掲載を予定しています。 

  一部当たりの配布量が増加することにより、配布ご担当者様には大変ご負担をおか

けすることになりますが、各世帯への配布につきまして、ご理解とご協力を賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区区政推進課 担当：近藤 

TEL：334-6221 FAX：333-7945 

Email：ho-koyoko@city.yokohama.jp 

 

17 地域づくりプロジェクト「ほどがや楽考(がっこう)」の受講生の推薦について 

（区政推進課）…資料 区 17 

【Ａ３チラシ：４月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

【Ａ４チラシ：４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】  

 
  「ほどがや楽考」は、地区連合町内会からの推薦者、区民、区職員（地区担当者）

が、まち歩きや施設見学、地域で活動している人たちの経験談、グループディスカッ

ションを通して、人や地域とつながるコミュニケーションの方法や地域活動の糸口を

共に考え学ぶことを目的として開催しています。 

 昨年に引き続き「ほどがや楽考」を次の日程で開催します。 

 つきましては、地区連合町内会から受講生の推薦をお願いいたします。 

 

○日程：平成 31 年６月 15 日から 11 月まで６回開催 

○時間：９：30～12：30 

※フィールドワーク時には、時間延長及び交通費・昼食代が発生する場合があり

ます。 
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  ○場所：ほどがや市民活動センターアワーズ 他 

  ○締切：平成 31 年５月 24 日（金） 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区区政推進課 担当：大石 

TEL：334-6380 FAX：333-7945 

Email: ho-chiikiryoku@city.yokohama.jp 

 

18 回覧依頼・掲示依頼・資料提供                 …資料 区 18 

 

【回覧依頼】 

・ほどがや民生委員･児童委員 第 16 号       （区民生委員児童委員協議会） 

・「保土ケ谷区 体協レポート」第 28 号              （区体育協会） 

・「横浜ＦＣ通信」第２号                    （横浜ＦＣ通信） 

【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」４月号    （経済局） 

・保土ケ谷区健康チェックコーナー開催 in 横浜国立大学「清陵祭」  （福祉保健課） 

・「ほどがや花フェスタ２０１９」ポスター            （地域振興課） 

【資料提供】 

・2019 年度 春の全国交通安全運動 横浜市実施要綱          （道路局） 

・2019 年度 九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間 横浜市実施要綱  （道路局） 

・ほどがや安全・安心教室の開催について     （地域振興課･保土ケ谷警察署） 

 
19 自治会町内会研修会の開催について 

（区連会事務局）…資料 区 19 

【４月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 
  保土ケ谷区連合町内会長連絡会では、円滑な自治会町内会運営を支援するため、保

土ケ谷区役所と共催で、新たに自治会町内会の会長・副会長等の役員に就任された方

のうち、参加を希望される方を対象にした研修会を開催します。 

 日時  会場  定員  

第１回  

平成 31 年６月８日（土） 

午前 10 時 00 分～ 

午前 12 時 00 分 

区役所４階 

４０１会議室 
60 人 

第２回  

平成 31 年６月 10 日（月） 

午前 10 時 00 分 

～午前 12 持 00 分 

区役所４階 

４０１会議室 
60 人 

                    ※第１回と第２回の内容は同じです。  

○申込み  

４月の地域振興課配送ルートで各自治会町内会長宛に通知文及び出欠確認票をお送

りしますので、ご記入のうえ、５月 24 日（金）までに、事務局までＦＡＸ・郵送等
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でご提出ください。  

 

【連絡先】 

保土ケ谷区地域振興課 担当：関、岸本、亀井 

TEL：334-6302 FAX：332-7409 

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

 

 

 

 
Ⅳ  『次回定例会』  

５月定例会 

  ◎開催日 平成 31 年５月 17 日（金） 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！！！  

 保土ケ谷区の自治会町内会に関する情報や、区連会定例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 
 

検 索 


