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保土ケ谷区連合町内会長連絡会  １１月定例会  
 

日 時 平成２８年１１月１８日（金）  
                       午後２時００分～  

場 所 区役所２０２会議室  
 
Ⅰ『市連会報告』  
 
１ 横浜 10 大ニュースの広報について                    

（市民局）…資料 市１ 

【１１月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  
 

  「横浜１０大ニュース」は、市内で起こった出来事・市政ニュースから市民の

皆様にご投票いただき、年末に結果を発表しています。  
多くの皆様のご投票をいただくため、可能な範囲でご周知をお願いします。  

（投票いただいた方には抽選でプレゼントが当たります。）  
・市民の皆様は年齢にかかわらずお 1 人 1 回投票できます。  
・投票方法  

  （１）横浜市ホームページ  
  （２）チラシに付属の専用はがき  

・投票期間：１１月１１日（金）～１２月１２日（月） 

 

【連絡先】市民局広聴相談課 橋本、岡部 

〒231-0017 中区港町 1-1 

TEL：671-2335 ／ FAX：212-0911 

E-MAIL：sh-kochosodan@city.yokohama.jp 

 

２ 平成 29 年度家庭防災員研修受講者の推薦のお願いについて 

         （消防局）…資料 市２ 

 【推薦依頼：１１月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  
【チラシ：１１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】 

 

家庭防災員制度につきましては近年、「自助」とともに「共助」の重要性が高ま

っていることなどを踏まえ、「自助から始まり地域における防災活動の担い手とし

ても活躍できる家庭防災員」を養成することを目的としており、平成 29 年度は

家庭防災員研修受講者の推薦を依頼します。自治会町内会の無理のない範囲で、

次のとおりご推薦をお願いいたします。また、チラシをお送りしますので、回覧

をお願いいたします。  
【各会長あて・地域振興配送ルート】  
◎提出期限 平成 29 年４月 30 日 (日 ) 

参考資料  
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◎提出書類 家庭防災員研修受講者推薦書 (第１号様式 ) 
 

【連絡先】保土ケ谷消防署予防課 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町 2-9 

TEL：334-6670 ／ FAX：334-6699 

 

３ 平成 29・30 年度 横浜市環境事業推進委員の推薦について 

（資源循環局）…資料 市３ 

【１１月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】 

 

ごみ減量による脱温暖化に向けた３Ｒ行動の推進など、ヨコハマ３Ｒ夢プラン

を進めていくうえで、重要な役割を担う環境事業推進委員の任期（２年間）が終

了することに伴い、平成 29 年度に新たに委嘱する環境事業推進委員の推薦をお

願いいたします。  
配送便により自治会・町内会長あてに関係書類を送付しますので、各自治会・

町内会長におかれましては、推薦書の御提出をお願いします。 

 

【連絡先】資源循環局業務課 地域連携推進担当 青木 

〒231-0013 中区住吉町 1-13 

TEL：671-3817 ／ FAX：663-8199 

E-MAIL：mi00-aoki @city.yokohama.jp 

 

４ 横浜市保健活動推進員及び横浜市スポーツ推進委員の改選について 

（健康福祉局、市民局）…資料 市４ 

【１１月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  
 
  現在委嘱している保健活動推進員及びスポーツ推進委員の任期が、平成 29 年３

月 31 日をもって満了になります。そこで、次期の委嘱をするため、各自治会町内

会に推薦をお願いします。  
つきましては、区長から各自治会町内会長様あてに依頼文書をお出しします。  
御不明な点については、保健活動推進員に関することは下記連絡先１、スポー

ツ推進員に関することは下記連絡先２までお問い合わせください。 

 

【連絡先１】保土ケ谷区役所福祉保健課 末吉 

TEL：334-6344 ／ FAX：333-6309 

 
【連絡先２】保土ケ谷区役所地域振興課 海老原 

TEL：334-6308 ／ FAX：332-7409 
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５ 平成 28 年民生委員・児童委員及び主任児童委員の一斉改選推薦結果について 

（健康福祉局）…資料 市５ 

【資料の送付はありません】  
 

  民生委員・児童委員及び主任児童委員の一斉改選にあたりましては、候補者推

薦のための地区推薦準備会及び連合地区推薦準備会の開催に御協力いただき、あ

りがとうございました。  
  御推薦いただいた候補者については、10 月 27 日の横浜市民生委員推薦会、11

月４日の横浜市社会福祉審議会民生委員審査専門分科会における審査を経た結果、

全候補者を横浜市長より厚生労働大臣へ推薦し、12 月１日付で委嘱される予定で

す。  
 
 【連絡先】健康福祉局地域支援課 佐藤、渋谷、渡辺 

TEL：671-4046 
 
６ 「ごみ屋敷」対策条例の市民周知用チラシの提供について 

（健康福祉局）…資料 市６ 

【１１月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  
 

「横浜市建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための

支援及び措置に関する条例（いわゆる「ごみ屋敷」対策条例）」については、９

月に横浜市会で議決をいただき、12 月１日から施行いたします。 

 施行に先立ち、条例周知用のチラシを作成しましたので情報提供いたします。 

 

【連絡先】健康福祉局福祉保健課 小田澤、佐々木 

     TEL：671-4049 ／ FAX：664-3622 

 

７ 「横浜市の介護予防・日常生活支援総合事業」パンフレットについて 

（健康福祉局）…資料 市７ 

【１１月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  
 

平成 28 年１月から全国一律の予防給付で実施していた要支援認定者の方の訪

問介護（ホームヘルプ）・通所介護（デイサービス）が、地域の実情に応じて実施

する横浜市介護予防・日常生活支援総合事業に移行開始をしています。 

平成 28 年 10 月から訪問介護（ホームヘルプ）の新たなメニュー（パンフレッ

ト８ページ）が開始されたことなどに伴い、サービスを利用される方へご説明す

るためのパンフレットが出来ましたので、参考までにお送りいたします。 

 

【連絡先】健康福祉局高齢在宅支援課 大島、菊池、北村 

TEL：671-2405 ／ FAX：681-7789 
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８ 防災・減災推進研修（事例発表会）・東日本大震災特別講演会のご案内につい

て                                              （総務局）…資料 市８ 

【１１月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  
 

平成２６年度から実施している「防災・減災推進研修」を受講した町の防災組

織の中から５団体が、研修受講後に始めた取組について発表をします。併せて、

東日本大震災特別講演会として、矢守克也氏を講師に招き、大災害における備え

と対策の重要性や、地域の防災活動の推進について講演を行いますのでご案内し

ます。 

開催内容：町の防災組織事例発表会・東日本大震災特別講演会 

日  時：平成２９年２月１８日（土）１３：００～１６：３０ 

場  所：神奈川公会堂 

定  員：５００名 

そ の 他：入場料無料、事前申込必要 

申込期限：平成２９年１月２７日（金）  
 
【連絡先】総務局危機管理課 花塚、橋之口 

〒671-4351 中区港町１－１ 

TEL：671-4351 ／ FAX：641-1677 

E-MAIL：so-kikikanri@city.yokohama.jp 

 

９ 各種証明書のコンビニ交付の開始について 

（市民局）…資料 市９ 

【１１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 29 年１月下旬から、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエ

ンスストアに設置されているマルチコピー機で、住民票の写しなど各種証明書が

取得できる「コンビニ交付」を開始する予定です。  
今回は、①コンビニ交付の概要、②区役所などの窓口よりも手数料が 50 円安

くなるなどの便利な点、③コンビニ交付におけるセキュリティ対策、④マイナン

バーカードの申請方法に関するお知らせ資料を作成しました。  
つきましては、区民の皆様に広く周知いただくため、自治会・町内会での回覧

に御協力をお願いいたします。  
  
【連絡先】市民局窓口サービス課 加藤 

〒231-0017 横浜市中区港町 1-1 

TEL：671-2176 ／ FAX：664-5295 

E-MAIL：sh-madoguchi@city.yokohama.jp 
 
 



5 

10 平成 28 年度 横浜市自治会町内会長永年在職者表彰式について 

（市民局）…資料 市 10 

 

本年度の横浜市自治会町内会長永年在職者表彰式については、下記のとおり開

催させていただくことといたしましたのでお知らせいたします。 

１ 表彰(参加)対象者 

平成 28 年度に、市長表彰の対象である自治会町内会長(地区連合町内会長を含

む)在職 10 年以上（以降 5 年刻み）に達する方、及び同年度に連合町内会長のみ

の在職年数が 10 年以上（以降 10 年刻み）に達する方 

 

２ 会場 

市長公舎 

 

３ 実施日時 

   参加者の方が多数のため、行政区ごとに等分し２日間に分けて開催します。 

３月２日(木) 
鶴見、西、港南、保土ケ谷、磯子、青葉、 

戸塚、泉、瀬谷 

３月３日(金) 
神奈川、中、南、旭、金沢、港北、緑、 

都筑、栄 

     ※午後２時 30 分開会、午後４時 10 分閉会予定 

 

【連絡先】市民局地域活動推進課 澤田、南雲 

TEL：671-2318 ／ FAX：664-0734
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Ⅱ  『区連議題』  

 
１ 保土ケ谷区内の治安状況について  

（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  
  【１１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 137 号 「始まります！年末年始特別警戒」の回覧を 

お願いします。 

 

３ 県民のまもり 第 303 号について  
（保土ケ谷警察署）…資料 区２  

【１１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】  
   

県民のまもり第 303 号「年末年始特別警戒を実施」の回覧をお願いします。 

○刑法犯の発生状況（平成 28 年 10 月末） 

 10月中 
平成28年 

(1～10月) 

平成27年 

(1～10月) 
増減 

振り込め詐欺 4 36 17 19 

ひったくり  0 6 12 -6 

空 き 巣  4 24 32 -8 

自 動 車 盗 1 14 13 1 

オートバイ盗 15 80 94 -14 

自 転 車 盗  27 172 155 17 

自動販売機

ね ら い  1 3 5 -2 

車上ねらい 13 53 51 2 

そ の 他 62 547 561 -14 

計  127 935 940 -5 

 《発生傾向と対策》  
  振り込め詐欺は、10 月に４件発生し、10
月末までの累計で 36 件となり、昨年同月

と比し、19 件増加し、被害総額は約 7,400
万円、県下ワースト６位です。  

騙されないように、一旦電話を切り、電

話帳等に記載している息子や孫の電話番号

に連絡し、あわせて警察にも通報してくだ

さい。  
また、自転車盗も昨年同月と比し 17 件

増加しています。ワイヤー錠等で二重ロッ

クを行ってください。  

○交通事故発生状況（平成 28年 10月末） 

  10月中 
平成28年 

(1～10月) 

平成27年 

(1～10月) 
増減 

発生件数  53 467 500 -33 

死 者 数  0 2 2 0 

負傷者数  59 538 582 -44 
 
《発生傾向と対策》 

  平成 28年 10月末までの管内の人身事

故は昨年比マイナス 33 件、負傷者はマ

イナス 44 件と先月に続き、大幅に減少

しています。 

  事故の態様は依然として自転車、二輪

車、高齢者が大半を占めている状況で

す。 

  寒さのあまり下を向いてうつむき加

減で歩くと、前方の車や自転車を発見

が遅れ、思わぬ事故につながることも

あります。 

  事故を未然に防ぐためにも、しっかり

とした防寒対策を行ってください。 
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４ 保土ケ谷区内の火災・救急状況（平成 28 年 11 月 10 日現在） 

（保土ケ谷消防署）…資料 区４ 

【資料の送付はありません】  
 

平成 28年 11月 10日現在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 
火災※ 

焼損
面積 
（㎡） 

死者 
（人） 

負傷者 
（人） 

平成 28 年 28(604) 21 3 4 191 2 7 
平成 27 年 38(640) 21 4 13 148 1 5 
増△減 △10(△36) 0 △1 △9 43 1 2 

  ※ その他火災とは、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 
（疑い含む） 

こんろ 
（食用油過

熱出火含む） 

配線器具 ストーブ たばこ 

平成 28 年 6 5 3 2 4 
平成 27 年 7 6 2 2 7 
増△減 △1 △1 1 0 △3 

 

 ■地区別火災件数 

保土ケ谷地区 0 岩間地区 0 仏向地区 2 
保土ケ谷南部地区 2 中央地区 4 川島原地区 0 
保土ケ谷中地区 1 中央東部地区 3 西谷地区 1 
保土ケ谷東部地区 0 和田地区 1 上新地区 2 
保土ケ谷西部地区 1 上星川地区 0 新桜ケ丘地区 0 
権太坂境木地区 1 常盤台地区 1 上菅田地区 1 
岩井町原地区 0 川島東部地区 4 その他、未加盟 4 

                                                        計 28 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 28年 8,603(158,804) 5,931 1,425 576 671 27.3 
平成 27年 8,683(152,429) 5,836 1,493 613 741 27.7 
増△減 △80(6,375) 95 △68 △37 △70 △0.4 

 
※ その他は、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 

  10 月 14 日（金）  常盤台     建物火災（負傷者なし） 
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５ 保土ケ谷区さわやかスポーツフェスティバルについて  
（保土ケ谷区さわやかスポーツ普及委員会）…資料 区５  

【１１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】  
 

区内における生涯スポーツの普及・発展のため、さわやかスポーツフェスティ

バルを開催しますので、チラシの回覧をお願いします。  
○開催日程 平成 29 年２月 12 日（日）  
○開催時間 ９：３０～１２：３０  
○会場   保土ケ谷スポーツセンター 第一体育室  
○持ち物  動きやすい服装・室内シューズ  
○参加方法 当日直接「保土ケ谷スポーツセンター」までお越しください 

 

【連絡先】保土ケ谷さわやかスポーツ普及委員会事務局 

〒240-0005 保土ケ谷区神戸町 129-2 

TEL：080-4654-5035 ／ FAX：330-4398 

E-MAIL：sa01-abe@yspc.or.jp 

 

６ 平成 28 年度保土ケ谷区社会福祉協議会世帯賛助会費の募集について  
（保土ケ谷区社会福祉協議会）…資料 区６ 

【１１月末までに各自治会町内会長あて依頼文及び資材を配送します】  
 

区社協世帯賛助会費の募集につきまして、各自治会町内会での募集、取りまと

め及び区社協宛の送金等についてなにとぞご協力をお願い致します。 

会費募集に関する依頼文及び協力を呼び掛けるチラシを 11 月末までに各自治

会町内会宛に配送させていただきます。なお、年度内に地区社協活動費として還

元させていただき、次年度予算に組み込んでいただけるよう、平成 29 年２月末

までにご送金いただきたくお願い致します。 

なお、例年のことで恐縮ですが、当該会費は本会の趣旨に賛同していただき会

費を納入いただくものであり、任意の参加、任意の額でのご協力という点を本年

もご周知くださいますようお願い致します。 

 

【連絡先】保土ケ谷区社会福祉協議会 菊池、稲田 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町 5-11 かるがも３階 

TEL：341-9876 ／ FAX：334-5805 

E-MAIL：h@shakyohodogaya.jp 

 

７ 日本赤十字社社資募集協力事務費、共同募金広報紙「共同募金ほどがやだより」

及び区社協広報紙「社協ほどがや」配布手数料の送金について  
（保土ケ谷区社会福祉協議会）…資料 区７  

【１１月下旬頃に各自治会町内会長あてご案内を郵送します】  
 

５月にご協力いただいた日赤社資にかかる募集協力事務費、及び 10 月に配布

いただいた２件分（共同募金広報紙「共同募金ほどがやだより」と区社協広報紙
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「社協ほどがや」）の配布手数料について、11 月末に各自治会町内会の指定金融

機関口座に振り込みをさせていただきます。 

つきましては各自治会町内会会長宛に当該手数料の内訳などを記載した通知

文を別途郵送致します。なにとぞ内容をご確認いただき、会計担当の方への引き

継ぎ及び入金確認についてお手配よろしくお願い致します。 

 

【連絡先】保土ケ谷区社会福祉協議会 島村、田島、安達 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町 5-11 かるがも３階 

TEL：341-9876 ／ FAX：334-5805 

E-MAIL：h@shakyohodogaya.jp 

 

８ 行事で食品を提供する際の届出について 

（生活衛生課）…資料 区８ 

【資料の送付はありません】  
 

町内会、自治会の行事で食品を提供する際の届出についての連絡です。 

保健所では、食中毒等の事故防止のため、提供食品の種類や数量等の把握と注意

点を伝えることを目的に区役所生活衛生課へ事前に届出をお願いしています。 

届出様式にて、行事開催の概ね２週間前までに済ませてください。 

 

【連絡先】保土ケ谷区役所生活衛生課 佐藤 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町２-９ 

TEL：334-6361 FAX：333-6309 

E-MAIL：ho-eisei@city.yokohama.jp 

 

９ 犬の飼い主へのお願い 

（生活衛生課）…資料 区９ 

【資料の送付はありません】  
 

  犬を飼う際には、法律や条例で遵守事項が定められております。 

飼い始め時には、福祉保健センター生活衛生課で登録を行い、鑑札を着用しま

す。１年に１回、狂犬病予防注射を接種し、注射済票を着用します。リード（綱、

鎖等）を使わずに散歩したり、排泄物を処理せずそのまま放置することのないよ

うにしてください。 

 

【連絡先】保土ケ谷区役所生活衛生課 岩月 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町２-９ 

TEL：334-6363 FAX：333-6309 

E-MAIL：ho-eisei@city.yokohama.jp 
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10 西区・保土ケ谷区人権啓発合同講演会の開催について 

（総務課）…資料 区 10 

【１１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28年12月８日（木）に保土ケ谷公会堂で西区・保土ケ谷区人権啓発合同講

演会を開催しますので、ぜひご参加ください。 

 

【連絡先】保土ケ谷区役所総務課 澤井、河本 

TEL：334-6373 ／ FAX：334-6390 

E-MAIL：ho-soumu@city.yokohama.jp 

 

11 「２０万区民の自助・共助による減災運動推進大会」の共催及び開催周知の御

協力について                   （総務課）…資料 区 11 

【１１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】  
 

  「２０万区民の自助・共助による減災運動推進大会」を開催します。保土ケ谷

区連合町内会連絡会が共催をいただいていることから、各自治会・町内会での案

内の回覧など、参加への働きかけをお願いします。（回覧用のリーフレットを配送

ルートにて配付します。） 

【概要】 

(1)日時 平成 29 年１月 21 日（土）10 時～12 時 30 分（開場：９時 30 分） 

(2)会場 保土ケ谷公会堂 

(3)プログラム 

●「がやっこ減災ポスター」表彰式 

●防災講演会（まちづくりコーディネーター 山路 清貴氏） 

●エコノミークラス症候群防止体操の紹介 

●自助・共助による減災運動の取組事例発表  

 

【連絡先】保土ケ谷区役所総務課 福井 

TEL：334-6204 ／ FAX：334-6390 

 

12 保土ケ谷区明るい選挙推進協議会 推進員推薦のお願い                       

（総務課）…資料 区 12 

 【１１月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  
 

保土ケ谷区明るい選挙推進協議会推進員の推薦をお願いいたします。 

任期  ：平成２９年４月１日～平成３１年３月３１日（２年間） 

役割  ：各種選挙時に区内駅頭などで行う街頭啓発で、区民に明るい選挙と 

投票参加の呼びかけを行っていただきます。 

推薦人数：原則１名、実情に応じて「推薦者無し」「２名以上推薦」も可能 

推薦方法：平成２８年１１月下旬に自治会・町内会会長あてに個別に書類が 
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送付されます。書類に必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒で 

送付してください。 

送付期限：平成２９年１月３１日（火） 

（推薦が間に合わない場合は下記連絡先へ問い合わせください） 

 

 【連絡先】保土ケ谷区役所総務課 中武 

TEL：334-6207 ／ FAX：334-6390 

E-MAIL：ho-tksk@city.yokohama.jp 

 

13 保土ケ谷区地域力通信第４号の発行について             

（地域振興課）…資料 区 13 

 【１１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】  
  

 地域活動の魅力向上や、新たな活動に取り組むきっかけづくりといった「地域

力」の向上のための参考事例として、地域団体の協働による保土ケ谷区の地域活

動について紹介します。今号では、「今井川清掃活動（保土ケ谷南部地区・保土ケ

谷中地区）」、「ふじっ子ホットプラス（新桜ケ丘地区）」について取り上げます。  
 

 【連絡先】保土ケ谷区役所地域振興課 蔦井 

TEL：334-6380 ／ FAX：332-7409 

E-Mail：ho-chiikiryoku@city.yokohama.jp 

 

14 平成 28 年度自治会町内会長感謝会開催の通知及び永年在職者表彰対象者の確認

依頼について                           （地域振興課）…資料 区 14 

【１１月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  
 

「平成 28 年度自治会町内会長感謝会」を下記のとおり開催いたします。皆様の

ご出席をお願いいたします。 

 

◎日時 平成 29 年３月 13 日（月）※時間は調整中です。別途ご案内いたします。 

◎会場 モンテファーレ（保土ケ谷区天王町２－45－55） 

 

また、各地区において永年在職者表彰対象者の確認（記載の誤りや漏れ等）を

お願いします。確認結果は、訂正追加の有無に関わらず 12 月 16 日（金）までに

保土ケ谷区役所地域振興課地域活動係（電話：334-6303）までご連絡ください。 

 

【連絡先】保土ケ谷区役所地域振興課 松永 

TEL：334-6303 ／ FAX：332-7409 
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15 「第３回ほどがや防犯川柳コンクール」の作品募集について 

（地域振興課）…資料 区 15 

【１１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】  
 

  保土ケ谷区では区内の各種関連団体と行政が一体となって犯罪に強い安心なま

ちづくりを進めています。  
  その一環として、区民の皆様の防犯意識の向上を目的とした「ほどがや防犯川

柳コンクール」を今年度も開催いたします。小中学生の部と一般の部の２部門ご

とに、犯罪や犯罪の被害の防止を具体的に呼び掛ける川柳を募集します。また、

優秀作品は顕彰のうえ、広く区民に周知するとともに今後の啓発活動に活用して

いきます。  
つきましては、作品募集のチラシを配布いたしますので、各町内会で班回覧に

よる周知をお願いいたします。  
 

【連絡先】保土ケ谷区役所地域振興課 山本、冨田 

TEL：334-6303 ／ FAX：332-7409 

E-MAIL：ho-chiiki@city.yokohama.jp 

 

16 消費者被害等の注意喚起ちらし「月次相談リポート」の１月以降の掲示板への

掲示について                                      （経済局）…資料 区 16 

【１１月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  
 横浜市消費生活総合センター発行の、最近の消費者被害等の事例等をわかりや

すくお伝えするちらし（「月次相談リポート」）について、7 月及び 9 月に自治会・

町内会の掲示板に掲示をしていただきました。  
つきましては引き続き、平成 29 年 1 月より毎月可能な範囲で、自治会・町内

会の掲示板に掲示して頂けるよう、事前にご協力を依頼します。  
 （11 月は参考までに自治会町内会長あてに１部お送りいたします）  
 

１ お届けするちらし  
「月次相談リポート」Ａ４判１ページ（別添実物見本参照）  

２ お届けする方法  
定例配送ルートにより、各自治会・町内会あてにお届けします。  

 

【連絡先】経済局消費経済課 野上・鈴木（勇） 

TEL：671‐2568 ／ FAX：664‐9533 

E-MAIL：ke-syohikeizai@city.yokohama.jp 

 

17 回覧依頼 生活安全ニュース「青パトほどがや」第 26 号 （保土ケ谷区防犯協会） 

  掲示依頼 保土ケ谷区・ブルガリア交流事業ピアノコンサート  （地域振興課） 

資料提供 保護司会報「すみれ 第 46 号」       （保土ケ谷保護司会） 

…資料 区 17 
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生活安全ニュース「青パトほどがや」第 26 号 

【１１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・ブルガリア交流事業ピアノコンサート  

【１１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】  
保護司会報「すみれ 第 46 号」  

【１１月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】 
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Ⅲ  『その他』  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅳ  『次回定例会』  
  １月定例会 

  ◎開催日 平成 28 年１月 18 日（水） 午後３時００分～ 

  ◎場 所 区役所２階 ２０２会議室 

  ◎１２月は休会です。  
 
 
 
 
 
★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長連絡会 
 
◆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 


