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保土ケ谷区連合町内会長連絡会  １０月定例会  
 

日時 平成 29 年 10 月 18 日（水） 

午後２時００分～ 

場所 区役所２０２会議室 

 

Ⅰ『市連会報告』  
 
１ 年末年始のごみと資源物の収集日程について 

（資源循環局）…資料 市１ 

【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】 

 

年末年始のごみと資源物の収集日程について、周知チラシの班回覧をお願い

します。 

チラシは、11 月下旬に各自治会町内会へ配送させていただきます。 

【内容】 

(1)  12月 31日(日)から１月３日(水)まで、収集をお休みさせていただきます。 

(2) 「燃やすごみ」について 

上記の期間を除いて、各地域の通常の収集日どおり収集します。 

(3) 「資源物」については、年末は 12 月 30 日（土）まで、年始は１月４日（木）

から通常の曜日どおり収集します。 

 
【連絡先】資源循環局 保土ケ谷事務所 

〒240-0025 保土ケ谷区狩場町３５５ 

TEL：742-3715 ／ FAX：742-4931 

E-MAIL：sj-hodogayaj@city.yokohama.jp 

 

２ 平成 29 年度第２四半期までの燃やすごみ量実績（速報値）について 

（資源循環局）…資料 市２ 

【資料の送付はありません】  
 

ヨコハマ３Ｒ夢プラン第２期推進計画の目標達成に向けて、燃やすごみ量の

平成 29 年度第２四半期(４～９月)までの進ちょく(速報値)を報告します。 

 (参考)保土ケ谷区の第２四半期(４～９月)までの家庭系燃やすごみ量削減状況 

29 年度 16,179 トン 

 21 年度比 ▲1,827 トン(▲10.1％) 

28 年度比 ▲110 トン(▲0.7％) 

参考資料  
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28 年度 16,289 トン 

 21 年度比 ▲1,713 トン(▲9.5％) 

 
【連絡先】資源循環局政策調整部政策調整課 

〒231-0013 中区住吉町 1-13 松村ビル５階 

TEL：671-2502 ／ FAX：641-1807 

E-MAIL：sj-seisaku@city.yokohama.jp 

 
３ ヨコハマ３Ｒ夢プラン第３期推進計画の策定について 

（資源循環局）…資料 市３ 

【資料の送付はありません】  
 

横浜市では、現在、進めているヨコハマ３Ｒ夢プラン第２期推進計画が、平

成 29 年度に終了することから、これに続く、第３期推進計画（平成 30～33 年

度）を平成 30 年度に策定する予定です。 

策定にあたっては、日頃、廃棄物行政にご協力いただいている自治会・町内

会の皆様との連携がますます重要になってくるため、皆様のご意見を踏まえ、

計画を策定していきたいと考えております。 

つきましては、10 月から来年３月にかけて、各区連会にご説明したうえで、

様々な機会を通じて、地域の皆様に情報提供し、ご意見をいただきたいと考え

ております。ご協力をよろしくお願いいたします。  
【連絡先】資源循環局政策調整部政策調整課 

〒231-0013 中区住吉町 1-13 松村ビル５階 

TEL：671-2502 ／ FAX：641-1807 

E-MAIL：sj-seisaku@city.yokohama.jp 

 

４ よこはま保健医療プラン 2018（素案）に関するパブリックコメントの実施に

ついて 

（医療局）…資料 市４ 

【10 月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】 

 

医療局では、平成 30 年度から平成 35 年度までの６年間を計画期間とする、

次期プラン「よこはま保健医療プラン 2018」の策定を進めています。 

今後、広く市民の方の意見を募るため、パブリックコメントを実施します。 

 

【期間】平成 29 年 10 月 26 日（木）～11 月 27 日（月） 

【内容】パブリックコメント用資料は、10 月 26 日（木）から、医療局ホーム

ページでダウンロードできるほか、市役所市民情報センター及び医療
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局医療政策課、並びに各区役所区政推進課広報相談係及び福祉保健課

でご覧いただけます。 

【連絡先】医療局医療政策課よこはま保健医療プラン パブリックコメント担当 

〒231-0017 中区港町 1-1 

TEL：671-2993 ／ FAX：664-3851 

E-MAIL：ir-policy@city.yokohama.jp 

 
５ 「横浜市公共建築物の再編整備の方針（素案）」の市民意見募集について 

（財政局）…資料 市５ 

【10 月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】 

 
学校等の建替えの機会を捉えた公共建築物の多目的化・複合化等の再編整備

を進めるため、基本的な考え方や取組の方向性をとりまとめた「横浜市公共建

築物の再編整備の方針」の策定を進めています。  
策定にあたって幅広く市民の皆様のご意見を伺うため、方針（素案）につい

て市民意見募集を実施します。  
 
【閲覧場所】財政局公共施設・事業調整課窓口、各区役所広報相談係窓口、  

市民情報センター  
【ウェブ公開】横浜市ウェブサイトでご覧いただけます。  
【募集期間】平成 29 年 10 月 24 日（火）～11 月 27 日（月） 

（郵送の場合は当日消印有効）  
【連絡先】財政局公共施設・事業調整課 須那 

〒231-0017 中区港町 1-1 

TEL：671-3845 ／ FAX：651-7599 

E-MAIL：za-hozen@city.yokohama.jp 

 

６ 第７期 横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（よこはま地域包括

ケア計画）素案に関する市民意見の募集について 

（健康福祉局）…資料 市６ 

【資料の送付はありません】  
 

第７期 横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定にあたり、市民

の方から広く御意見・要望等を伺うため、パブリックコメントを実施するとと

もに区民説明会を開催します。区民説明会では第７期計画と併せて、横浜型地

域包括ケアシステム構築に向けた区行動指針案の説明を行います。お時間等ご

ざいましたらお越し頂きますようよろしくお願いします。 
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○区民説明会の日時・場所 

平成 29 年 11 月 17 日（金）13 時～14 時 

保土ケ谷区役所本館 401 会議室  
 

【連絡先】保土ケ谷区役所高齢・障害支援課 矢作 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町 2-9 

TEL：334-6328 ／ FAX：331-6550 

 
７ 協働事業の提案支援モデル事業の実施について 

（市民局）…資料 市７ 

【10 月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  
 

■協働事業の提案支援モデル事業について 

事業期間を３年度として、次の３段階のステップを実施いたします。 

・ステップ１ 提案アイディアの募集（平成 29 年度） 

・ステップ２ プランづくりへの支援（助成）（平成 30 年度） 

・ステップ３ 事業実施への支援（助成）（平成 31 年度） 

■提案アイディアの募集について 

地域課題の解決を図るための横浜市との事業の提案アイディア（助成金

交付団体）を市民の皆様（自治会町内会、市民活動団体、企業等）から

募集します。 

※詳細につきましては、チラシをご参照ください。 

 

【連絡先】市民局市民活動支援課 

TEL：227-7915 ／ FAX：223-2032 

 

８ 平成 29 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８ 

【資料の送付はありません】  
 

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 29 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 
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(2) 会場 

   市長公舎(西区老松町２) 

 

(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。 

２月８日(木) 神奈川区、西区、中区、磯子区、金沢区、緑区、青葉区、

都筑区、瀬谷区 

２月９日(金) 鶴見区、南区、港南区、保土ケ谷区 、旭区、港北区、戸塚

区、栄区、泉区 

13:45 開場、14:30 開会、16:15 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  『区連会議題』  
 
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  

○刑法犯の発生状況（平成 29 年９月末） 

 ９月中 
平成29年 

(1～9月) 

平成28年 

(1～9月) 
増減 

振り込め詐欺 4 35 31 +4 

ひったくり  0 2 6 -4 

空 き 巣  3 22 20 +2 

自 動 車 盗 0 17 13 +4 

オートバイ盗 10 78 65 +13 

自 転 車 盗  4 79 145 -66 
自動販売機
ね ら い  0 3 2 +1 

車上ねらい 2 42 40 +2 

そ の 他 42 441 485 -44 

計  65 719 807 -88 

 《発生傾向と対策》  
 ○刑法犯発生件数について  

刑法犯発生状況の中で、特に振り込め詐欺、

オートバイ盗が増加傾向にあり、オートバイ盗

は総数の約 11％を占めております。また、自

転車盗は前年比マイナスですが、オートバイ盗

と同様に総数の約 11％を占めています。 

オートバイ盗の被害防止のためには、キーを

抜き、ハンドルロックを掛け、更にＵ字ロック

やワイヤー錠でダブルロックをするようにし

てください。 

また、自転車を駐輪する場合には、短時間で

あっても鍵を掛け、更にはワイヤー錠でダブル

ロックをするようにしてください。 

 
○振り込め詐欺について 

９月末の振り込め詐欺の被害件数は 35 件、

前年比プラス４件、被害総額は約 4,300 万円で

依然として高い水準で推移しています。 

 一度犯人たちからの電話に出てしまうと、冷

静に判断することは、とても難しく、被害にあ

ってしまうことが多いことから、普段から留守

番電話に設定することと相手の音声を録音す

る録音機器を設置するようにしてください。 

 
 

○交通事故発生状況（平成 29 年９月末） 

  9月中 
平成29年 

(1～9月) 

平成28年 

(1～9月) 
増減 

発 生 件 数  53 419 414 +5 

死 者 数  0 0 2 -2 

負 傷 者 数  70 484 479 +5 
 
《発生傾向と対策》 

人身交通事故は９月末現在で発生件数が

419 件、前年比プラス５件、負傷者数は 484

人、前年比プラス５人で発生件数及び負傷

者数共に若干の増加となっております。現

在まで交通死亡事故の発生はありません。 

９月 21 日から 30 日までの間、秋の全国

交通安全運動が実施されました。期間中の

発生件数は８件（前年比―６件）負傷者数

９人（前年比―９人）で死者は０件という

結果でした。 

区内の小中学校等の周辺道路では通学児

童生徒を守るため交通規制が行われている

場所もあり、警察署でも交通指導取締りや

街角アドバイスを実施しております。通学

児童生徒を交通事故から守るために交通ル

ールを守り、区内から通学児童生徒の交通

事故を１件でも減らすためにご協力をお願

いします。 
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【10 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 146 号「還付金詐欺に注意！」の回覧をお願いしま

す。  
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３ 保土ケ谷区内の火災・救急状況（平成 29 年９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 29 年１月１日から９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 
火災※ 

焼損
面積 
（㎡） 

死者 
（人） 

負傷者 
（人） 

平成 29 年 26(614) 10 4 12 92 1 0 
平成 28 年 27(528) 20 3 4 193 2 7 
増△減 △1(  86) △10 1 8 △101 △1 △7 

  ※ 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 
（疑いを含

む） 

たばこ 
コンロ 

(食用油過熱

引火含む) 
電気機器 灯火 

平成 29 年 7 3 1 2 1 
平成 28 年 4 4 4 2 1 
増△減 3 △1 △3 0 0 

 ■地区別火災件数 

保土ケ谷地区 1 岩間地区 0 仏向地区 1 
保土ケ谷南部地区 0 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 0 和田地区 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 1 
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 3 その他、未加盟 14 

                                                        計 26 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 29年 8,063(144,415) 5,488 1,398 510 667 29.5 
平成 28年 7,501(138,022) 5,183 1,244 498 576 27.4 
増△減 562( 6,393) 305 154 12 91 2.1 

 
※ 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 

   ９月 13 日（水） 今井町       その他火災（負傷者なし) 

   ９月 29 日（金） 新桜ケ丘一丁目  その他火災(負傷者なし) 
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４ 平成 30 年保土ケ谷区消防出初式・防災フェアについて 

（保土ケ谷消防署）…資料 区４ 

【資料の送付はありません】 

 

【平成 30 年保土ケ谷区消防出初式・防災フェアについて】 

平成 30 年保土ケ谷区消防出初式・防災フェアを次のとおり開催しますので、

ご案内いたします。（例年と開催場所が異なりますのでご注意願います。） 

 

・実施日時 平成 30 年１月５日（金）午前 10 時～午前 11 時 30 分（式典等） 

同     午前 10時～午後 12時 00分（防災フェア） 

・実施場所 保土ケ谷小学校体育館及び校庭（式典及び放水演技）神戸町 129-4 

保土ケ谷消防署新庁舎建設予定地（防災フェア）  神戸町 140-5 

・主 催  保土ケ谷区消防出初式実行委員会 

保土ケ谷消防署 

保土ケ谷消防団 

 

【連絡先】保土ケ谷消防署庶務課 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町 2-9 

TEL:334-6696／FAX:334-6699 

E-MAIL：sh00-kuwahara@city.yokohama.jp 

 

５ 秋の火災予防運動ポスターの掲出について 

（保土ケ谷消防署）…資料 区５ 

【10 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】 

 

火災予防思想の一層の普及を図るとともに、火災及び火災による死傷者の発

生や財産の損失を防ぐことを目的に「秋の火災予防運動」が 11 月９日（木）か

ら 11 月 15 日（水）まで、全国一斉に行われますので、各自治会・町内会掲示

板への火災予防運動用ポスターの掲出をご依頼させていただくものです。 

ポスターにつきましては、防火標語入りのＡ４サイズとなっております。 

 

【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:334-6696／FAX:334-6699 

E-MAIL：ak10-satou@city.yokohama.jp 

 

６ 行政への提言・要望への回答書、地域で検討する事項のまとめについて 

（保土ケ谷区民会議）…資料 区６ 
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【区政推進課より各自治会町内会長あてに郵送します】 

 

「平成 29 年度地域のつどい」の提言・要望（C 分類）に対する回答を 10 月

16 日に菅井区長からいただきました。また、地域で検討する事項（A 分類）の

まとめが終了しましたので、提言・要望に対する回答書及び A 分類のまとめを

各自治会町内会に送付させていただきます。 

 

【連絡先】保土ケ谷区役所区政推進課 春原 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町２-９ 

TEL：334-6223 ／ FAX：333-7945 

E-MAIL：sa01-sunohara@city.yokohama.jp 

 

７ 「支えあい活動立ち上げのい・ろ・は」の発行について 

（保土ケ谷区社会福祉協議会）…区７ 

【資料の送付はありません】 

 

保土ケ谷区社会福祉協議会では、「生活支援のボランティア活動」と「居場

所づくり」の取組を立ち上げる際の検討のポイントを整理した冊子を発行しま

した。 

地域で活動の立ち上げを検討される際の参考資料としてご活用ください。 

 

【連絡先】保土ケ谷区社会福祉協議会 稲田 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町 5-11 

TEL：341-9876 ／ FAX：334-5805 

E-MAIL：h@shakyohodogaya.jp 

 

８ 横浜市津波警報伝達システム等の試験放送などについて（お知らせ） 

（総務局情報技術課）…資料 区８ 

【総務局より岩間地区及び中央地区の自治会町内会のみ郵送しますので 

回覧をお願いします】 

 

市民の方に津波警報伝達システム等について知っていただくため、屋外スピ

ーカーによる試験放送などを行います。 

○ 日時 

【全国一斉情報伝達訓練放送】平成 29 年 11 月 14 日（火）午前 11 時頃 

【試験放送】（横浜市のみ）平成 29 年 11 月 14 日（火）午前 11 時 10 分頃 

○ 場所 津波警報伝達システム等（天王橋付近、帷子小学校） 

〇 その他の情報伝達手段 
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防災情報Ｅメール、Yahoo!防災速報、横浜市危機管理室ツイッター、 

横浜市危機管理室ホームページ 及び tvk データ放送 

 

【連絡先】総務局情報技術課 平田、石井 

〒231-0017 中区港町 1-1 

TEL：671-4141 ／ FAX：641-1677 

E-MAIL：so-johogijutsu@city.yokohama.jp 

 

９ 「横浜にぎわい寄席 12 月興行 保土ケ谷区民優待デー」の周知について 

（文化観光局文化振興課（横浜にぎわい座））…資料 区９ 

【10 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】 

 

保土ケ谷区の区制 90 周年を記念し、横浜にぎわい座で毎月実施する「横浜

にぎわい寄席」の 12 月興行において、区民優待デーとして当日券を特別価格

で販売しますので、各自治会町内会への周知（班回覧）を依頼します。 

１ 日時：平成 29 年 12 月１日（金）～12 月７日（木） 

（各日 午後２時～午後４時 30 分（午後１時 30 分開場）） 

２ 優待内容：当日券を次の価格で販売 

  一般／シニア：2,800 円／2,700 円 → 2,000 円 

  （その他、学生料金、こども料金等の設定あり） 

３ 対象者：保土ケ谷区在住、在勤、在学の方 

 

【連絡先】横浜にぎわい座 菅原、高柳 

〒231-0064 中区野毛町 3-110-1 

TEL：231-2515 ／ FAX：231-4545 

 

10 保土ケ谷ほっとなまちづくり地区別計画振り返りの実施について 

（福祉保健課）…資料 区 10 

【10 月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】 

 
保土ケ谷ほっとなまちづくり（地域福祉保健計画）の地区別計画の推進状況

について、平成 30 年２月末日までに、今年度の振り返りを実施していただく

よう、各地区社会福祉協議会会長あてに依頼しました。 

ほっとなまちづくり地区別計画の推進について、自治会町内会の皆様の御理

解・御協力を引き続きよろしくお願いいたします。 

 

【連絡先】保土ケ谷区役所福祉保健課事業企画担当 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町２-９ 
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TEL：334-6343 ／ FAX：333—6309 

E-MAIL：ho-hukuho@city.yokohama.jp 

 

11 平成 30 年保土ケ谷区賀詞交換会の開催について  
（保土ケ谷区賀詞交換会実行委員会）…資料 区 10 

【10 月の地域振興課配送ルートで参考までに１部お送りします。 

なお、11 月中～下旬に各自治会町内会長あてに郵送します】 

 
平成 30 年保土ケ谷区賀詞交換会を、１月５日(金)に、ほどがや地区センタ

ーで開催します。 

11 月中～下旬に、各自治会・町内会長など関係各位にご案内をお送りします

ので、ご多用の頃とは思いますが、ご参加をよろしくお願いします。 

 

【連絡先】保土ケ谷区役所総務課 小泉 

TEL：334-6203／FAX：334-6390 

E-MAIL ju01-koizumi@city.yokohama.jp 

 

12 地域づくりプロジェクト「ほどがや楽考(がっこう)」について 

（区政推進課）…資料 区 12 

【資料の送付はありません】  
 

保土ケ谷区地域づくり大学校事業として、協働による地域づくりを目指し、

次代の地域活動を担う区民と区職員が一緒に、身近な地域課題の解決方法など

を学ぶ場として、地域づくりプロジェクト「ほどがや楽考」を開講しています。

来年１月まで計６回開催します。 

参加者は、地区連合町内会推薦、公募による参加 20 名と区職員（地区担当リ

ーダー）８名、計 28 名となっています。 

第１講では自己紹介で、応募動機、あなたにとってとっておきの区内の場所

とその理由を発表しました。 

第２講では区内で活動している４団体の活動報告の発表をもとにグループワ

ーキング・質疑応答を行いました。  
 

【連絡先】保土ケ谷区役所区政推進課 大石 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町２-９ 

TEL：334-6380 ／ FAX：333-7945 

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

 

13 保土ケ谷区まちづくり計画改定素案の公表と意見募集について 
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（区政推進課）…資料 区 13 

【10 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 年後を見据えた区の将来像と、それを実現する

ためのまちづくりの方針を示した、横浜市都市計画マスタープラン・保土ケ谷

区プラン「保土ケ谷区まちづくり計画」を平成 30 年度の改定を目指し、作業を

進めています。 

この度、改定素案を 11 月 10 日（金）に公表し、市民意見募集を行います。

あわせて、素案内容についての説明会を開催します。 

改定素案の公表に先立ち、概要版を作成しましたので、班回覧していただき、

「保土ケ谷区まちづくり計画」の周知にご協力お願いいたします。 

 

【連絡先】保土ケ谷区役所区政推進課 吉池、土方 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町２－９ 

TEL：334-6227 ／ FAX：333-7945 

E-MAIL：ho-machirule@city.yokohama.jp 

 

14 保土ケ谷区制９０周年記念誌の送付について 

（区政推進課）…資料 区 14 

【10 月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】 

 
この度、保土ケ谷区制９０周年を迎えるにあたり、記念誌を発刊いたしまし

た。内容は、保土ケ谷区のまちの変遷や各地区連合町内会での取組等を写真で

紹介した構成となっております。 

つきましては、各自治会町内会に 1 冊お送りいたしますので、ご覧いただき

ますよう、お願いいたします。 

 

【連絡先】保土ケ谷区役所区政推進課 山本 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町２-９ 

TEL：334-6220 ／ FAX：333-7945 

E-MAIL：mi00-yamamoto@city.yokohama.jp 
 

15 平成 29 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 15 

【10 月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】 

 
「平成 29 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。 
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◎日時 平成 30 年３月１日（木）※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 11 月 17 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 山本、岸本 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町２-９ 

TEL：334-6303 ／ FAX：332-7409 

E-MAIL：ho-chiiki@city.yokohama.jp 
 

16 回覧依頼 「保土ケ谷区制 90 周年記念第 26 回かるがもファミリーマラソン

大会」チラシ    （保土ケ谷区スポーツ推進委員連絡協議会） 

      

生活安全ニュース「青パト ほどがや」第 28 号 

（保土ケ谷防犯協会） 

【10 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】 

 

 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」10 月号 

（経済局） 

【10 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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Ⅲ  『その他』  
 
 
 
 
Ⅳ  『次回定例会』  

11 月定例会 

◎開催日 平成 29 年 11 月 17 日（金） 午後２時００分～ 

◎場 所 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 


