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Ⅰ『市連会報告』  

 

１ 「特別自治市」制度の実現に向けた取組について 

政策局 資料 市１ 

   

大都市が抱える多くの課題に対応し、市民生活をしっかりと支えていくため、横浜市

は、政令指定都市制度に代わる新たな大都市制度「特別自治市」の早期実現に向けて取

り組んでいます。地域で市民生活を支える活動を行っていただいている自治会町内会の

皆様にご理解を深めていただくため、山中市長が地域に出向いて、地区連合町内会長の

皆様に直接、特別自治市の必要性をお伝えする機会を作っていきたいと考えています。 

  

【送付物】 

 なし 
 

【問合せ先】 

政策局制度企画課 ℡６７１－２９５２ 

 

 

２ 新たな訓練メニューのご提案(住宅用火災警報器の一斉点検) 

消防局 資料 市２ 

   

自治会・町内会では、参加者を集め、初期消火訓練（初期消火器具・消火器取扱い等）

や救護訓練などの防災訓練を実施していただいているところですが、この度、新たな訓

練メニューとして、「住宅用火災警報器の一斉点検」をご提案させていただきます。 

コロナ禍で集まって訓練をすることが難しい自治会・町内会や防災訓練を初めて実施

しようと考えている自治会・町内会でも気軽に取り組める内容です。 

ぜひ、訓練を企画する際の参考としていただくようにお願いします。 

  

【送付物】 

 区分 備考 

自治会長１部  会長宛ての資料です。ご一読ください。 

 

【問合せ先】 

消防局予防課 ℡３３４－６４０６ 

 

 

 

保土ケ谷区連合町内会長連絡会 ７月定例会 

令和４年７月 15 日（金）午後２時から 

保土ケ谷区役所本館 地下会議室 
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３ ねんりんピックかながわ 2022 の開催について 

健康福祉局 資料 市３ 

   

ねんりんピックかながわ 2022 が開催されます。全国から 60 歳以上の選手約 10,000

人が神奈川県に集まり、各種競技が行われます。 

 

【概要】 

(1)  日程：令和４年 11 月 12 日（土）～11 月 15 日（火） 

(2)  会場：神奈川県内（種目・イベントにより異なる） 

(3)  横浜市開催交流大会種目：２種目（テニス・サッカー） 

  
【送付物】 

 区分 備考 

自治会長１部  会長宛ての資料です。ご一読ください。 

 

【問合せ先】 

◇ 健康福祉局高齢健康福祉課 ℡６７１－３９２０ 
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４ 自治会町内会のための講習会の開催について 

市民局 資料 市４ 

   

今年度、自治会町内会の運営や ICT の活用等に関する講演と自治会町内会の取組事例

の発表をセットにした、自治会町内会のための講習会を３年ぶりに開催します。 

つきましては、皆様からの多くのご参加をお待ちしておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 

【開催概要】 

◇ 第１回：令和４年８月 27 日（土）10:00～12:00（9:30 開場） 

旭区役所 新館大会議室 定員約 40 人 

◇ 第２回：令和４年９月 10 日（土）10:00～12:00（9:30 開場） 

戸塚区役所 ８階大会議室 定員約 50 人 

◇ 第３回：令和４年 12 月 10 日（土）に西区役所での開催を調整中です。 

  
【内容】 

①講演（第１回、第２回共通）  
  「負担軽減と ICT 活用～アフターコロナの自治会町内会活動～」  

講師：水津 陽子氏（合同会社フォーティＲ＆Ｃ代表）  
②事例発表（各回１事例）  

  第１回：旭区「コロナ禍での自治会町内会活動～活動形態の工夫で乗り切る～」  
      発表者：若葉台北自治会 会長  菅尾  貞登  氏  

    内容：コロナ禍での密を避けるため、少人数のグループ活動を支援する自

治会独自の補助金を創設しました。さらに情報発信の強化としてホー

ムページを開設しました。当日は 2020 年からの活動をご紹介します。 
  第２回：戸塚区「柏尾町文化祭と誌上発表会～リアルを紙面で共有～」  
      発表者：柏尾町内会 会長  齋藤  純一  氏  
      内容：自作の絵画や彫刻等の作品を披露する文化祭で、作品の写真を E メ

ール等で募集し、紙面発表という形で文化祭を体験できるようにしま

した。当日は紙面にまとめた「誌上発表会」の冊子もご紹介します。  
 
【申込方法】 

 ◇ 提出先：保土ケ谷区地域振興課  
◇ 提出書類：参加申込書（地域振興課配送ルートで各自治会町内会に１部送付）  
◇ 提出期限：８月 12 日（金）  

 
【送付物】 

 区分 備考 

自治会長１部  会長宛ての資料です。ご一読ください。 

 

【問合せ先】 保土ケ谷区地域振興課 ℡３３４－６３０２ 
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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（令和４年６月） 

保土ケ谷警察署 資料 区１ 

 
１ 犯罪発生状況  

(1) 月別発生数       （単位：件） 

   

 (2) 罪種別発生数                         （単位：件） 

   
 (3) 特殊詐欺発生数＆被害額 

   
○ＡＴＭで還付金が戻ることはありません！ 

   税金や保険料、医療費の還付金を受取る方法は、 

     窓口での現金受領か、書類で指定した口座への振込み 

の２通りしかありません。 

 「ＡＴＭで返金できます。」は、詐欺です。 

 

２ 交通事故発生状況  

   
【送付物】 なし

○７月は、「夏の交通事故防止運動」が実施され

ます。 

 

 スローガン 

  「交通ルールを守って 

         夏を楽しく安全に」 
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２ 保土ケ谷区内の火災・救急状況（令和４年６月 30 日現在） 

保土ケ谷消防署 資料 区２ 

 

令和４年１月１日から令和４年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。 

 ■火災事案（令和４年６月中） 

  １ 令和４年６月８日（水）  権太坂二丁目      建物火災（負傷者なし） 

  ２ 令和４年６月 26 日（日） 新桜ケ丘一丁目     建物火災（負傷者なし） 

  ３ 令和４年６月 27 日（月） 西久保町        建物火災（負傷者なし） 

  ４ 令和４年６月 28 日（火） 新桜ケ丘一丁目     建物火災（負傷者なし） 

 

■火災状況（累計）                   (  )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） 

令和４年 19(336) 11 3 5 37 0  2 
令和３年 18(387) 17 0 1 555 1 7 
増△減 1(△51) △6 3 4 △518 △1 △5 

  ※ 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 電気機器 ストーブ 

令和４年 6 3 3 1 
令和３年 7 1 1 0 
増△減 △1 2 2 1 

 ■地区別火災件数（累計） 

保土ケ谷地区 0 岩間地区 3 仏向地区 0 
保土ケ谷南部地区 0 中央地区 0 川島原地区 0 
保土ケ谷中地区 1 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 1 上星川地区 1 新桜ケ丘地区 5 
権太坂境木地区 1 常盤台地区 0 上菅田地区 3 
岩井町原地区 0 川島東部地区 1 その他、未加入 2 

                                                        計 19 件 

 ■救急状況（累計）                  (  )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 

令和４年 6,300(113,227) 4,440 1,140 245 475 34.8 
令和３年 5,385(94,745) 3,654 967 285 479 29.8 
増△減 915(18,482) 786 173 △40 △4 5.0 

※ 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。 

【送付物】なし   

 

【問合せ先】保土ケ谷消防署総務・予防課 ℡３４２－０１１９ 
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３ 令和４年度保土ケ谷区「町の防災組織」スタンドパイプ式初期消火器具合

同訓練会の開催について 

保土ケ谷消防署 資料 区３ 

 

今後発生が危惧される大規模地震に備え、自助・共助の推進を図るとともに、地域で

の被害を最小限に抑えるため、自治会町内会の皆様の消防技術の向上と器具の普及を目

的として、スタンドパイプ式初期消火器具合同訓練会を開催します。 

 

 【概要】 

◇日時    令和４年 11 月 20 日（日）10 時から 12 時まで（荒天時中止） 

◇場所     横浜市資源循環局保土ケ谷工場駐車場（保土ケ谷区狩場町 355 番地） 

◇実施内容  １チーム４名で協力し、スタンドパイプ式初期消火器具を活用して、 

15 メートルホース２本を延長して放水し、火点に見立てた的を倒す訓練

です。 

  ◇参加者   スタンドパイプ式初期消火器具を設置しており、参加を希望する自治会

町内会 

※ スタンドパイプ式初期消火器具が設置されていない自治会町内会の

皆様の見学や取扱い体験も可能です。 

 

【参加募集要領】 

  参加申込書にご記入の上、ファックスでご送付ください。「見学」も同様に参加申込書

の提出をお願いします。 

◇宛先 保土ケ谷消防署総務・予防課 予防担当（ＦＡＸ：045-342-0119） 

  ◇締切 令和４年８月 31 日（水） 

 

【その他】 

  ◇参加を申し込まれた自治会町内会の皆様には、「事前説明会」を開催します。詳細は

別途お知らせします。 

  ◇訓練会当日は、スタンドパイプ式初期消火器具の取扱い説明を行い、その後訓練を

実施します。 

  ◇訓練会当日のスタンドパイプ式初期消火器具は主催者で用意します。 

  ◇新型コロナウイルス感染拡大防止対策の徹底を図りますが、状況により訓練会の内

容を変更又は中止することもありますのであらかじめ御了承願います。 

 

【送付物】 

区分 備考 

自治会長１部  会長宛ての資料です。ご一読ください。 

 

【問合せ先】保土ケ谷消防署総務・予防課 ℡３４２－０１１９ 
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４ 各種募金資材の送付内容ならびに振込口座の確認について 

区社会福祉協議会 資料 区４ 
 

  「赤い羽根共同募金」と「区社協世帯賛助会費」を募る際に使用する資材の内容、数

量及び送付先並びに協力事務費、「共同募金だより」及び「社協ほどがや」の広報配布手

数料等の振込先の確認のため、連絡書のご提出を依頼します。  
   
 【連絡書の提出】 

◇ 区社協から「各種募金に関する連絡書」を送付します。  
◇ 令和４年８月 12 日（金）までに郵送またはＦＡＸにてご提出ください。  
  保土ケ谷区川辺町５－１１ ＦＡＸ  ３３４－５８０５  

 
 【送付･振込み時期】 

ご提出いただいた連絡書に基づき、下記の通り、事務手続きを進めます。 

＜資材の送付＞  赤い羽根共同募金･･･９月下旬 区社協世帯賛助会費･･･12 月上旬  
＜広報配布手数料等の振込み＞  令和４年 11 月末頃  

 
 【送付物】 

  別途、７月下旬に区社会福祉協議会より送付します。 

   

【問合せ先】保土ケ谷区社会福祉協議会 ℡３４１－９８７６ 
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５ 三ツ沢公園球技場の再整備等に関する市民意見募集の実施について 

環境創造局 資料 区５ 

   

三ツ沢公園球技場（ニッパツ三ツ沢球技場）は、プロ又はアマチュアによるサッカー

やラグビーの試合が数多く開催され、多くの市民の皆様に親しまれてきた施設です。 

一方、現在の球技場は建設から 58 年が経過して老朽化が進むとともに、バリアフリ

ー化が不十分であることに加え、観客席に屋根が無いなど、J リーグが定めるスタジア

ム基準を満たしていない状況にもあります。そのため、本市では球技場の改修やこれに

伴う公園の再整備に向けた検討を進めてきました。 

このたび、「三ツ沢公園球技場を含む公園の再整備に向けた基本的な考え方（案）」と

して取りまとめましたので、皆様のご意見を伺います。 

  
【市民意見募集の実施】 

◇ 募集期間：令和４年８月 10 日（水）から９月 8 日（木） 

  ◇ 募集方法：郵送（意見募集の用紙に切り取り形式で添付した返信ハガキ又は任意

様式のハガキ） 

FAX ６７１－２７２４ 

E-mail ks-koenseibi-m@city.yokohama.jp 

インターネット入力フォーム（電話は不可） 

   

【送付物】 

 区分 備考 

自治会長１部  会長宛ての資料です。ご一読ください。 

 

【問合せ先】 

環境創造局公園緑地整備課 ℡６７１－４７６８ 
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６ 地域活動における ICT 活用支援について 
区政推進課 資料 区６ 

 

  新しい生活様式を踏まえて、地域や各団体において、ICT を活用した新たな活動や交

流が展開できるよう、ICT の活用を支援するアドバイザーを各団体の活動場所に派遣し

ます。 
 

【支援内容】 

  団体が希望する内容 

例）・自治会、町内会に電子回覧板を導入したい 

・災害発生時の連絡手段として活用したい 

・遠方に住む家族とビデオ通話をしたい 

    ・ツイッターで区からの情報を手に入れたい 

    ・インスタグラムに写真を投稿したい 

 

【対象】 

  保土ケ谷区内で活動する団体 

 

【定員】 

  ６団体（先着順）※１団体１回まで 

 

【実施期間】 

  令和４年８月１日～令和５年３月 15 日 

  ※令和４年７月 19 日（火）から受付開始 

※夜間、休日も派遣可能、派遣時間は３時間以内 

 

【場所】 

  各団体活動場所（保土ケ谷区内） 

 

【申込み】 

  メール、FAX、郵送、持参のいずれかの方法で提出 

 

【その他】 

  詳細は、別添のチラシをご参照ください。 

 

【送付物】 

 区分 備考 

自治会長１部  会長宛ての資料です。ご一読ください。 
 
    

【問合せ先】保土ケ谷区区政推進課 ℡３３４－６２２８ 
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７ 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７ 

 

防災訓練・健康づくりの一環として、10 月 29 日（土）開催「ほどがや区民まつり」

の会場に徒歩でお越しいただく企画「わがまち防災・健康ウォーキング」にご参加いた

だける自治会町内会を募集します。 

  
【日時】 

◇ 令和４年 10 月 29 日（土）（ほどがや区民まつり当日 ※小雨決行･荒天時中止） 

◇ 任意の時間～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を観覧していただき

ます。 

 

【実施経路】 

◇ 任意の集合場所～県立保土ケ谷公園 

◇  発災時にポイントとなる場所等を確認しながら来場 

 

【保険】 

◇ 実行委員会で保険に加入します。 

 

【申込み方法】 

 自治会町内会単位（何人からでも参加可）でお申込みください。 

＜申込期限＞ 

８月 31 日（水）まで 

＜必要書類＞ 

 参加申込書（所定）、参加者名簿（任意様式） 

＜申込み先＞ 

  保土ケ谷区地域振興課 

ＦＡＸ  ３３２－７４０９ 

Ｅメール ho-matsuri@city.yokohama.jp 

  

【参加賞】 

ご参加いただいた方には参加賞をご用意しております。 

 

【送付物】 

区分 備考 

自治会長１部  会長宛ての資料です。ご一読ください。 

 

【問合せ先】 

保土ケ谷区地域振興課 ℡３３４－６３０２
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８ 自治会町内会広報掲示板に係る補助金について 

区連会事務局 資料 区８ 
 

  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等する際にか

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、交付申請書をご提出ください。  
 

【申込み方法】 

＜申込期限＞９月 30 日（金）まで 

＜必要書類＞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  
及びその添付書類  

＜申込み先＞保土ケ谷区連合町内会長連絡会事務局（保土ケ谷区地域振興課） 
 

【その他】  
◇ 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。  

 
 【送付物】 

別途、連合町内会加入の自治会町内会あて、８月上旬に区連会事務局より送付します。 
 

【問合せ先】 

保土ケ谷区連合町内会長連絡会事務局 ℡３３４－６３０３ 
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９ その他の回覧依頼・掲示依頼・各自治会１部                 

資料 区９ 

【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」８月号    （経済局） 

◇ 「生活安全ニュース 春パトほどがや」第 33 号      （保土ケ谷防犯協会） 

 

【自治会長１部】※会長宛ての資料です。ご一読ください。 

 ◇ 令和４年度「秋の全国交通安全運動」横浜市実施要綱         （道路局） 

 ◇ ほどがや衛生通信～ハチの巣は早期発見・早期駆除～       （生活衛生課） 

 ◇ 令和４年度 中途障害者活動支援事業研修会『中途障害者の「障害受容」について

学ぶ！！』                       （高齢・障害支援課） 

 ◇ 「保護司会報 すみれ」第 56 号              （保土ケ谷保護司会） 

 

 

 

 
Ⅲ  『その他』  

 
 
 
 
Ⅳ  『次回定例会』  ※ 地 区 連 長 様 へ の ご 案 内  

 

９月定例会 

   ◇ 開催日 令和４年９月 16 日（金） 午後２時００分～ 

   ◇ 場 所 保土ケ谷区役所本館 地下会議室 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催中止・変更となる場合がございます。 

 

 

★保土ケ谷区連合町内会長連絡会のホームページ  
 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長連絡会 
 

検 索 


