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Ⅰ『市連会報告』  

 

１ 各種団体募金にかかる令和 4年度実績報告並びに令和 5年度目安額案につ

いて 

区社会福祉協議会 資料 市１ 

 

 区社協では、日本赤十字会費募金、保護司会の活動費である更生保護活動協力費およ

び共同募金・年末たすけあい募金の事務局を担当しております。 

 例年この時期に当該３つの募金と区社協世帯賛助会費につきまして、募金実績をご報

告するとともに、目安額案をご案内しております。当該目安額は各団体総会または委員

会に諮り正式決定いたしますが、各自治会町内会における次年度事業計画・予算案作成

のご参考としていただけるよう事前に案としてお示ししています。 

 当月下旬、各自治会町内会長様宛に、当該目安額案を添付通知文にてお知らせいたし

ます。次年度も変わらぬご支援ご協力をお願いいたします。 

 

 【令和４年度実績額】 

  ◇ 日赤会費募金         ￥１０，９２９，５７６.－ 

  ◇ 更生保護活動協力費      ￥１，２７１，４１８.－ 

  ◇ 共同募金・年末たすけあい募金 ￥１４，４７３，８８３.－ 

  ◇ 区社協賛助会費        ￥４，００４，７８２.－ 

 

【令和５年度募集時期】 

  ◇ 日赤会費募金         令和５年  ５月～ ６月 

  ◇ 更生保護活動協力費      令和５年  ５月～ ６月 

  ◇ 共同募金・年末たすけあい募金 令和５年 １０月～１２月 

  ◇ 区社協賛助会費        令和６年  １月～ ３月 

 

【令和５年度目安額（案）】 

  別途、区社会福祉協議会から送付の資料をご参照ください。 

 

【送付物】 

  別途、２月中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 

保土ケ谷区連合町内会長連絡会 ２月定例会 

令和５年２月 17 日（金）午後２時から 

保土ケ谷区役所本館 地下会議室 

 
 

 

議題要約版  
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２ 「横浜市中期計画 2022～2025」の公表について 

政策局 資料 市２ 

   

令和４年 12 月 23 日に、横浜市会において「横浜市中期計画 2022～2025」が、附

帯意見を付して可決されました。 

  横浜市町内会連合会及び各区区連会におかれましては、市民意見募集やパブリッ

クコメントをはじめ、多大なるご協力・ご尽力に感謝申し上げます。 

  今回の中期計画では、2040 年頃の横浜のありたい姿として、共にめざす都市像「明

日をひらく都市」を描き、その実現に向けた「基本戦略『子育てしたいまち 次世代

を共に育むまち ヨコハマ』」として、めざす中期的な方向性・姿勢を明確にしまし

た。 

  中期計画については、１月 20 日(金)に本市ホームページで公表し、「広報よこは

ま２月号」にも掲載いたしました。また、各区役所へは、閲覧用の冊子と、概要を

わかりやすくまとめた配布用のリーフレットを配架しました。 

  なお、御要望があれば、中期計画の内容について、政策局職員が各地区等へご説

明に伺います。 

 

 

【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】 

政策局政策課 ℡６７１－２０１０ 
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３ ２０２７年国際園芸博覧会について 

都市整備局 資料 市３ 

   

【１ ２０２７年国際園芸博覧会とは】 

2027 年に旧上瀬谷通信施設で開催される国際園芸博覧会は、本市で初めて開催され

る「万博」です。 

横浜で初めて開催される本万博では、美しい花々や緑を楽しみ、自然の持つ魅力や

機能の大切さに触れていただくとともに、最先端の園芸や農業、世界中の様々な食文

化を体験できるなど、ワクワクするような魅力的な内容をそろえていきます。 

 ◇ 開催期間：2027 年３月 19 日（金曜日）～９月 26 日（日曜日） 

 ◇ 開催場所：旧上瀬谷通信施設（旭区・瀬谷区） 

 ◇ 開催者：公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会 

【２ 正式略称・推進体制について】 

博覧会開催 1500 日前となった２月８日、２０２７年国際園芸博覧会協会から、次の

内容が発表されました。 

◇ 公式ロゴマーク最優秀賞作品： 

応募総数 1,204 作品。２月８日に開催された「選考委員会」にて、最優秀賞作

品が決定。 

◇ 博覧会の正式略称：「GREEN×EXPO 2027（グリーンエクスポ ニーゼロニーナナ）」 

 ◇ 推進体制： 

国際園芸博覧会を推進する専門家体制＜GREEN×EXPO ラボ＞ 

   ●チェアパーソン：涌井 史郎（わくい しろう）氏 

●事業運営チーフディレクター：若松 浩文（わかまつ ひろふみ）氏 

●農＆園藝チーフコーディネーター：賀来 宏和（かく ひろかず）氏 

●マスターアーキテクト：隈 研吾（くま けんご）氏 

   クリエイター 

●蜷川 実花（にながわ みか）氏 

【３ 今後の取組について】 

国際園芸博覧会の機運醸成に向けては、今後決定する公式ロゴマークや公式キャラ

クター等を活用しながら、わかりやすいパンフレット・リーフレットを作成し、博覧

会の魅力を発信していきます。また、市民の皆様にご参加いただけるプログラムやプ

レイベントなどの検討も進めていきます。 

2027 年の開催に向けて、皆様と共に、横浜市全体で盛り上げていきたいと考えてい

ますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

【送付物】 

  なし 

 

【問合せ先】 

都市整備局国際園芸博覧会推進課   ℡６７１－４６２７ 
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４ 広報紙の配布について 

政策局・議会局 資料 市４ 

   

令和５年度も「広報よこはま」「議会だより」および「県のたより」の配布に御協力く

ださいますよう、お願いいたします。 

配布の御担当者様や部数を年度途中で変更する場合は、毎月 10 日までに区役所広報相

談係に御連絡いただければ、翌月の配布から変更できます。 

 

【配布時期】 

各世帯への配布は、毎月１日から 10 日の間にお願いします。 

配送は、毎月 23 日もしくは 24 日から末日の前日までに、お申し出いただいている部

数を自治会町内会の配布御担当者様へ業者を通じてお届けします。 

※配送スケジュールの都合により、広報紙をお届けする日程が予定より遅くなってし

まう団体もあるかもしれません。御不便をおかけし大変申し訳ございませんが、御理解

いただきますようお願い申し上げます。 

 

【広報紙配布謝金単価】 

  広報よこはま：９円／部、県のたより：８円／部、ヨコハマ議会だより：４円／部 

  ※謝金支払時期は、10 月・３月を予定しています。 

 

【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】 

区政推進課   ℡３３４－６２２１ 
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５ 家庭防災員制度の一部見直しについて 

消防局 資料 市５ 

   

令和４年 10 月の定例会における「（仮称）よこはま防災パーク」の創設に関する情報

提供のなかで、家庭防災員制度の見直しについて、検討を進めることを説明させていた

だきました。 

このたび、定例会や地域の皆様から寄せられたご意見等を踏まえ、令和５年度以降の

家庭防災員制度について、ご報告いたします。 

 

【変更点】 

１ 研修受講者の募集方法について、自治会・町内会からの推薦又は応募により受講

者を募集します。 

２ 家庭防災員自主活動補助金制度を、家庭防災員をはじめとした地域の皆様の自主

活動を広く支援するための活動経費に改め、令和５年度予算に計上のうえ議会に上

程し審査中です。 

 

【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 
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６ 令和５年７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 

健康福祉局 資料 市６ 

   

令和５年７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きまして、

該当する自治会町内会長（民生委員・児童委員）及び連合町内会長（主任児童委員）に

おかれましては候補者を推薦していただきますよう、御協力をお願いいたします（推薦

関係書類は２月下旬に郵送にて送付させていただきます）。 

なお、推薦書類の区役所への提出締切は４月 21 日（金）を予定しています。 

 

【連合地区別推薦依頼数】 

連合地区名 依頼数 うち民生委員・児童委員 うち主任児童委員 

保土ケ谷 ３名 ３名 － 

保土ケ谷南部 １名 １名 － 

岩井町原 ２名 ２名 － 

保土ケ谷西部 ３名 ２名 １名 

権太坂境木 １名 １名 － 

保土ケ谷東部 ３名 ３名 － 

岩間 ２名 ２名 － 

岩間（星川地区民児協） ３名 ３名（※１） － 

中央 １名 － １名 

和田・釜台 ２名 ２名 － 

川島東部 １名 １名 － 

仏向 ２名 ２名 － 

川島原 １名 － １名 

連合未加入（川島原地区民児協） ２名 ２名 － 

連合未加入（笹山地区民児協） ４名 ３名 １名 

連合未加入（千丸台地区民児協） ３名 ２名（※２） １名 

    計 34 名 29 名 ５名 

※１ １名が令和４年 12 月 31 日をもって退任 

※２ ２名中１名は令和５年７月１日付けで民生委員から主任児童委員切替に伴う  

もの 

 

【送付物】 

  別途、２月下旬に区福祉保健課より送付します。 

 

【問合せ先】 

保土ケ谷区福祉保健課   ℡３３４－６３１１ 
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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５年１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！ 

   ○留守番電話の常時設定を、お願いします。 

 

２ 交通事故発生状況 

 ○ 保土ケ谷区では二輪車の事故が増加しています！ 

   二輪車は、自動車よりも小さい乗り物であり、自動車の運転手から見落とされやす

い乗り物です。 

    

【送付物】 なし     【問合せ先】保土ケ谷警察署 ℡３３５－０１１０

『相手は二輪車の存在に気付いていない。』という認識

を持ちましょう。 

 

【危険予測の励行】 

 ・ 見通しが悪い交差点等では、一時停止標識がなく

ても、いったん止まって安全確認をしましょう。 

 ・ 大型商業施設の出入口やコンビニ等の駐車場付近

でのすり抜け運転は、巻き込み事故の原因となりま

す。 
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２ 保土ケ谷区内の火災・救急状況（令和５年１月 31 日現在） 

保土ケ谷消防署 資料 区２ 

令和５年１月１日から令和５年１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。  
 ■火災事案（令和５年１月中） 

  １ 令和５年１月 24 日（火）   上菅田町   その他の火災（負傷者なし） 

 

■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） 

令和５年 1(65) 0 0 1 0 0 0 
令和４年 5(61) 3 2 0 27 0 0 
増△減 △4(4) △3 △2 1 △27 0 0 

   ※ 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 こんろ 電気機器 
 

その他 

令和５年 0 0 0 0 1 
令和４年 0 1 0 1 2 
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 0 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 0 中央東部地区 0 西谷地区 0 
保土ケ谷東部地区 0 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 0 その他、未加入 0 

                                                        計 １ 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 

令和５年 1,209(22,108) 869 231 28 81 39.0 
令和４年 1,104(20,167) 748 232 40 84 35.6 
増△減 105(1,941) 121 △1 △12 △3 3.4 

※ 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 「旧保土ケ谷県税事務所跡地活用事業」について 

市住宅供給公社 資料 区５ 

   

公募により選定された事業者である横浜市住宅供給公社が実施する「保土ケ谷駅東口

駅前地区計画 新築工事」に関する事業進捗状況について説明します。 

 

【建物概要】 

建築名称 リプラ保土ケ谷 

場  所 横浜市保土ケ谷区岩井町 143 番の２ 

敷地面積 1,102.88 ㎡ 

建物規模 地下１階、地上７階建て 

     建築面積 660.26 ㎡、延床面積 3,256.62 ㎡ 

     駐車台数 ９台（ケアプラザ用 ５台、住宅用 １台、その他 ３台） 

     駐輪台数 43 台（施設用 28 台、住宅用 15 台） 

 

【建物計画】 

建築用途 Ｂ１階 駐車場８台、その他 

      １階 カフェ、内科・糖尿病内科、調剤薬局、地域交流スペース 

      ２階 地域ケアプラザ、歯科 

      ３階 認可保育園 

      ４階・５階 共同住宅（高賃貸 13 戸） 

      ６階・７階 共同住宅（一般賃貸 11 戸） 

 

【事業スケジュール等】 

新築工事  令和３年 10 月 29 日（金）着工 

竣工引渡し 令和５年２月 28 日（火）予定 

施設開所  令和５年４月より順次 

    ※保育園、地域ケアプラザは４月開業、歯科は５月開業予定 

    ※内科・糖尿病内科、調剤薬局は６月開業予定 

 

【送付物】 

  なし 

 

【問合せ先】 

横浜市住宅供給公社 街づくり事業部・街づくり事業課   ℡４５１－７７４０ 
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４ 「特別市制度の実現に向けて～指定都市市長会シンポジウム in 横浜～」

について 

政策局 資料 区６ 

   

横浜市が実現を目指す新たな大都市制度「特別市」の必要性や、「特別市」の実現によ

る効果などについて、市民の皆様に分かりやすくお知らせするため、指定都市市長会と

の共催によるシンポジウムを開催します。皆様のご参加をお待ちしています。 

 

【開催概要】 

◇ 日時：令和５年３月 11 日（土）15 時 30 分～17 時 30 分（開場 15 時） 

 ◇ 会場：慶應義塾大学 日吉キャンパス内 藤原洋記念ホール 

◇ 定員：300 人（参加費無料）※申込者多数の場合は抽選 

 ◇ 内容：基調講演（中川 貴元 総務大臣政務官） 

トークセッション 

登壇者：山中 竹春（横浜市長）、辻 琢也 さん（一橋大学教授） 

ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ：石井 亮次 さん（フリーアナウンサー） 

 

【申込方法】 

３月９日（木）までにウェブページまたはファクス（６６３－６５６１） 

でお申し込みください。 

 

 

【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】 

政策局制度企画課   ℡６７１－２９５２ 

 

申込など詳しくはこちら→  
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５ 令和５年度「３世代交通安全教室」実施団体の募集について 

地域振興課 資料 区７ 

   

最近、自転車が加害者になる事故で、高額の賠償金の支払いが命じられる事例が発生

しており、自転車の乗り方に係るルールやマナーに関する啓発・教育の必要性が高まっ

ています。 

また、高齢者に関する事故が増加傾向にあり、幅広い年齢層を対象とした交通安全教

育を推進していく必要があります。 

そこで、保土ケ谷交通安全協会、保土ケ谷警察署等の協力を得て、高齢者・親世代・

子どもの３世代を対象にした、「３世代交通安全教室」を開催いたしますので、実施団体

を募集します。 

 

【募集団体数】 

１地区 

 

【回答方法及び期限】 

開催していただける地域におかれましては、別添「ＦＡＸ送信票」にて開催場所及び

実施希望日を、令和５年３月 31 日（金）までにご連絡ください。 

（保土ケ谷区役所地域振興課 FAX：３３２－７４０９） 

 

【送付物】 

  なし 

 

【問合せ先】 

保土ケ谷区地域振興課   ℡３３４－６３０２ 
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６ 日赤会費募集用資材アンケートについて 

区社会福祉協議会 資料 区３ 

   

令和５年度の日赤会費募集に際し、お呼びかけいただく際の資材につきまして、その

内容、数量のご意向を伺いたく標記アンケートにご協力くださいますようお願い申し上

げます。 

別紙アンケートにご回答のうえ、３月 10 日（金）までにファックスまたは返信用封

筒にてご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

なお、ご連絡のない場合は、令和４年度と同内容でご送付させていただきたく、あら

かじめご承知おきくださいますよう重ねてお願い申し上げます。 

 

【送付物】 

別途、２月中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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７ 日本赤十字社会費及び保護司会更生保護活動協力費の募金実施方法の一

部変更について 

区社会福祉協議会 資料 区４ 

 
区社協では、令和５年５月から日本赤十字社会費（以下、日赤会費）及び保護司会更

生保護活動協力費（以下、更生保護協力費）の募金活動を実施する予定です。 

これまでは、両団体の名義で一体的に募金の協力依頼をしておりましたが、令和５年

度からは、下記の理由により募金活動の実施方法を一部変更いたします。 

 

【変更の理由】 

令和４年１月から、ゆうちょ銀行に振込する際、振込者側が窓口で手数料を負担する

ことになりました。これに対して、日赤本社が、ゆうちょ銀行と協議を行った結果、日

赤会費のみを扱う新規口座については手数料が無料となりました。そのため、これまで

日赤のゆうちょ口座へまとめて振込んでいた更生保護協力費を別口座に振込む必要が生

じました。 

 

【主な変更点】 

※地域で募金活動に協力していただく皆様のご負担ができるだけ増えないように、両団

体の別々の募金依頼関係文書を、区社協から各自治会町内会には１つの封筒にまとめて

送付するほか、戸別募金封筒はこれまで通り１種類にするなどの対応をいたします。 

 

【変更に伴う留意点】 

１ 戸別募金封筒は変更しません。ただし、集めていただいた募金を各自治会町内会で日

赤会費と更生保護協力費を振り分けていただき、日赤会費は日赤の振込口座に、更生

保護協力費は保護司会の振込口座にそれぞれ振込をお願いします。（定例会後、修正） 

２ 今回、手数料が無料となるのは日赤会費に関する振込のみのため、更生保護協力費に

関する振込については手数料のご負担をお願いいたします。 

３ 自治会町内会で募金に関して予算を確保されている場合は、２つの募金の内訳を明確

にしていただきますようご協力をお願いいたします。 

【送付物】 

別途、２月中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 

項目 変更前 変更後 

募 金 依 頼

関係文書 

両募金について、両団体の名義で一

体的に募金依頼関係文書を作成し、

協力の依頼を実施 

両募金について、それぞれ別々に

募金依頼関係文書を作成し、協力

の依頼を実施 

募金の 

振込口座 

日赤会費と更生保護協力費とも、日

赤の振込口座にまとめて振込 

日赤会費は日赤の振込口座に、更

生保護協力費は保護司会の振込口

座にそれぞれ振込 
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８ その他の回覧依頼・掲示依頼・各自治会１部                 

資料 区８ 

【掲示依頼】 

（これまでの議題にて依頼したもの） 

  なし 

（その他） 

◇ 消費生活情報「よこはま くらしナビ月次相談リポート」２月号    （経済局） 

◇ 「春の火災予防運動」ポスター               （保土ケ谷消防署） 

 

【自治会長１部】※会長宛ての資料です。ご一読ください。 

（これまでの議題にて依頼したもの） 

◇市②「『横浜市中期計画 2022～2025』の公表について」リーフレット   （政策局） 

◇市④「広報紙の配布について」依頼文                 （市民局） 

◇市⑤「家庭防災員制度の一部見直しについて」             （消防局） 

◇区④「特別市制度の実現に向けて～指定都市市長会シンポジウム in 横浜～」案内文 

（政策局） 

 

（その他） 

◇ 「大相撲春巡業横浜アリーナ場所」チラシ           （横浜アリーナ） 

◇ ほどがや衛生通信～ネズミについて～              （生活衛生課） 

◇ 「保土ケ谷区統計便覧～統計で知るほどがや へそ～」2023 年版    （総務課） 
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Ⅲ  『その他』  

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

 

３月定例会 

   ◇ 開催日 令和５年３月 17 日（金） 午後２時００分～ 

   ◇ 場 所 保土ケ谷区役所本館地下 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 


