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保土ケ谷区連合町内会長連絡会  １月定例会  
 

日時 平成 30 年１月 18 日（木） 

午後３時００分～ 

場所 区役所２０２会議室 

 

 

Ⅰ『市連会報告』  
 
１ 横浜水缶の特典付き販売について 

（水道局）…資料 市１ 

【１月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】 

 
水道局では災害に備え、１人１日３リットル、最低３日分で９リットル以上

の飲料水備蓄をお願いしています。このたび水道局で販売している備蓄飲料水

「横浜水缶」について、特典付き販売を実施しますので、この機会にぜひ飲料

水の備蓄をお願いします。 

 

キャンペーン期間：平成 30 年１月９日（火）から３月 21 日（水）まで 

特 典 内 容 ：特典１ 期間中のご注文は配達料無料 

特典２ ３箱購入ごとに給水リュック１個プレゼント 

特典３ 10 箱購入ごとに横浜水缶１箱プレゼント 

 

ご注文・お問合せ先：お客さまサービスセンター 

電話 ８４７－６２６２  ＦＡＸ ８４８－４２８１  

 
【連絡先】 

水道局中村水道事務所 担当：事務係長 山本 正浩 

TEL:252-9001 FAX:241-2570 

Email: su-nakamurasuidou@city.yokohama.jp 

 

参考資料  
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２ 平成 29 年度第３四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 3 四半期(４～12 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 3四半期(４～12月)までの家庭系燃やすごみ量削減状況 

 

29 年度 24,047 トン 

 21 年度比 ▲2,333 トン(▲8.8％) 

28 年度比 ▲357 トン(▲1.5％) 

28 年度 24,404 トン 

 21 年度比 ▲2,142 トン(▲8.1％) 

 
【連絡先】 

資源循環局政策調整課 

TEL:671-2502 FAX:641-1807 

Email: sj-seisaku@city.yokohama.jp 

 

 

３ 「これからの緑の取組〔2019－2023〕」（素案）の市民意見募集について 

（環境創造局）…資料 市３ 

【資料の送付はありません】  

 
横浜市では、緑の減少に歯止めをかけ、「緑豊かなまち横浜」を次世代に継承

するため、財源の一部に「横浜みどり税」を活用した、「横浜みどりアップ計画」

に取り組んでいます。この計画は平成 30 年度末に計画期間を満了しますが、

緑の保全や創造は、長い時間をかけて継続的に取り組むことが必要です。 

そこで、本市では、これまでの取組の成果を踏まえ、平成 31 年度以降、重

点的に取り組む「これからの緑の取組［2019-2023］」（素案）を策定し、市民意

見募集を実施します。 

 

【概要】 

１ 市民意見募集の期間 

平成 30 年１月 15 日（月）から２月 16 日（金）まで 
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２ 市民意見募集の方法 

市民意見募集のパンフレットをご覧いただき、郵送、FAX、インターネット

でご提出いただけます。パンフレットは市内の鉄道や公共施設等、約６００

箇所のＰＲボックスに配架しています。 

 

【連絡先】 

環境創造局政策課 担当：福富 

TEL:671-4214 FAX:641-3490 

Email:ks-mimiplan@city.yokohama.jp 



4 

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】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○刑法犯の発生状況（平成 29 年 12 月末暫定） 

 12月中 
平成29年 

(1～12月) 

平成28年 

(1～12月) 
増減 

振り込め詐欺 8 50 41 +9 

ひったくり  1 4 6 -2 

空 き 巣  4 30 37 -7 

自 動 車 盗 1 19 18 +1 

オートバイ盗 2 98 92 +6 

自 転 車 盗  8 113 208 -95 
自動販売機
ね ら い  1 4 4 ±0 

車上ねらい 4 56 55 +1 

そ の 他 61 591 663 -72 

計  90 965 1124 -159 
  

《発生傾向》  
平成 29 年の刑法犯認知件数は、965 件（前

年比-159 件）で、統計上過去最低の認知件数

となりました。 

 

《要注意》 

○振り込め詐欺について 

12 月末の振り込め詐欺の被害件数は 50 件

（+9 件）でした。被害総額は約 8,400 万円（前

年比-1,000 万円）と高い水準で推移しました。

昨年から多発してきた手口は次のとおりです。 

警察官、デパートや家電量販店の従業員を名

乗り「貴方のカードで買い物をしていった人が

います。これから、キャッシュカードを回収に

行きます。」等と電話をした上で、警察官や銀

行協会等の職員を騙った犯人が、被害者宅でキ

ャッシュカードを預かり、暗証番号を聞き出

し、お金を引き出すものです。 

警察官等がキャッシュカードを預かったり、

暗証番号を聞き出すことは絶対にありません。 

一度、犯人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ので、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 12 月末暫定） 

  12月中 
平成29年 
(1～12月) 

平成28年 

(1～12月) 
増減 

発 生 件 数  64 574 567 +7 

死 者 数  1 1 3 -2 

負 傷 者 数  71 660 659 +1 
 
《発生傾向と対策》 

人身交通事故は昨年１年間で発生件数が

574 件（前年比+7 件）、負傷者数は 660 人（前

年比+1 人）となりました。交通死亡事故は

12 月 13 日に国道１号線で乗用車と原付バ

イクによる事故が発生し、１件という結果

となりました。一方で、平成 28 年 11 月 26

日から 382 日間という長期にわたり交通死

亡事故を抑止することができました。 

 

昨年１年間の区内の事故の傾向を見ます

と、発生場所にあっては主要三路線（１号、

16 号、環２号）が約 46%、種別にあっては

二輪車関連が約 43%を占める結果となって

います。 

 

二輪車の致命的な弱点は、車体が小さい

ために四輪の自動車から見落とされやすい

ことです。二輪車の運転手が思っているほ

ど見られていません。車の後方や渋滞車両

の脇は対向車等からの死角になることを十

分理解して、自ら進んで安全を確保しまし

ょう。 
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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  

【１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 148 号「平成 29 年刑法犯の発生状況」の回覧をお

願いします。  

 



6 

３ 平成 29 年中の火災・救急状況 

（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 年中（平成 29 年１月１日から 12 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 
火災※ 

焼損
面積 
（㎡） 

死者 
（人） 

負傷者 
（人） 

平成 29 年 41(854) 21 5 15 158 1 3 
平成 28 年 37(754) 23 5 9 239 2 8 
増△減 4(100) △2 0 6 △81 △1 △5 

  ※ 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 11 7 2 2 1 
平成 28 年 10 4 6 2 1 
増△減 1 3 △4 0 0 

 ■地区別火災件数 

保土ケ谷地区 2 岩間地区 2 仏向地区 1 
保土ケ谷南部地区 0 中央地区 2 川島原地区 0 
保土ケ谷中地区 1 中央東部地区 2 西谷地区 1 
保土ケ谷東部地区 1 和田地区 0 上新地区 1 
保土ケ谷西部地区 1 上星川地区 1 新桜ケ丘地区 2 
権太坂境木地区 1 常盤台地区 2 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 17 

                                                        計 41 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 10,644(193,428) 7,182 1,900 702 860 29.2 
平成 28 年 10,144(187,491) 6,974 1,693 700 777 27.7 
増△減 500(  5,937) 208 207 2 83 1.5 

 
※ 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 

   11 月 13 日（月） 岡沢町    建物火災(負傷者なし) 

   11 月 15 日（水） 狩場町   建物火災(負傷者なし)  

   11 月 15 日 (水)  西谷町   その他火災(負傷者なし) 

   11 月 20 日 (月)  環状２号線外回り(今井町) 車両火災(負傷者なし) 



7 

   12 月 2 日 (土)  上菅田町  建物火災(負傷者 3 名) 

   12 月 2 日 (土)  ＪＲ保土ケ谷駅(岩井町) その他火災(負傷者なし) 

12 月 10 日 (日)  峰岡町三丁目 建物火災(負傷者なし) 

12 月 14 日 (木)  新井町 建物火災(負傷者なし) 

12 月 14 日 (木)  神戸町 建物火災(負傷者なし) 

12 月 15 日 (金)  鎌谷町 建物火災(負傷者なし) 

12 月 16 日 (土)  峰岡町二丁目 建物火災(負傷者なし) 

12 月 19 日 (火)  狩場町 建物火災(負傷者なし) 

 

 

４ 保土ケ谷税務署からのお知らせ 

（保土ケ谷税務署）…資料 区４ 

【１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 年分の確定申告に関してご案内する「保土ケ谷税務署からのお知ら

せ」の回覧をお願いします。 

 

(1) 所得税・個人消費税・贈与税の申告書作成 

会場：日石横浜ホール（中区桜木町） 

日時：平成 30 年２月 13 日（火）から３月 15 日（木）まで 

※土、日を除く。ただし、２月 18 日（日）と２月 25 日（日）は開場 

受付：午前８時３０分から午後４時まで、提出は午後５時まで 

 

(2) 注意事項 

・平成 28 年分以降、所得税等の申告書には、税務署へ提出する都度、個人

番号（マイナンバー）の記載と、本人確認書類の提示又は写しの添付が

必要です。 

・平成 29 年分の確定申告から、医療費控除は領収書の提出の代わりに「医

療費控除の明細書」の添付が必要となりました。 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区税務課 担当： 中沢 

TEL:334-6244  FAX:332-7489  

Email:sa02-nakazawa@city.yokohama.jp     
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５ 映画「みんなの学校」上映の周知について 

（保土ケ谷区社会福祉協議会）…資料 区５ 

【１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】 

 

誰もが住みよいまち「ほどがや」を目指して、保土ケ谷区地域自立支援協議

会では「すべての子どもに居場所がある学校を作る」という、大阪の大空小学

校の取組みを記録した映画「みんなの学校」を上映します。地域のみなさまへ

の周知にご協力をお願いいたします。 

 

【イベント概要】  

（１）日時 平成 30 年３月３日（土）13：30～15：30（開場 12：30） 

（２）場所 保土ケ谷公会堂 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区社会福祉協議会 担当：山本 

TEL:341-9876  FAX:334-5805 

 

６ 「大都市制度フォーラム in 保土ケ谷区」の開催について 

（政策局大都市制度推進課、保土ケ谷区区政推進課）…資料 区６ 

【１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】 

【１月の地域振興課配送ルートで説明資料・申込書を送付します】 

 

横浜市では、新たな大都市制度「特別自治市」の実現に向けて取り組んでお

り、その取組内容や実現による効果などをお知らせする「大都市制度フォーラ

ム in 保土ケ谷区」を開催します。  

つきましては、各単位町内会から２名以上の御参加をお願いいたします。  

 
【イベント概要】  

（１）日時 平成 30 年３月 10 日（土）13：30～16：00（開場 13：00） 

（２）場所 保土ケ谷公会堂 

（３）定員 580 人（参加費無料・先着申込順） 

（４）内容 市長による講演、パネルディスカッション 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区区政推進課 担当：竹内、長谷川 

TEL:334-6227  FAX:333-7945  

Email:ho-kikaku@city.yokohama.jp 
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７ 区制 90 周年記念保土ケ谷ほっとなまちづくり講演会について 

（福祉保健課）…区７ 

【１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 30 年３月７日（水）に公会堂でほっとなまちづくり講演会を開催します。 

フリーアナウンサーとして活躍されている堀尾正明氏をお呼びして、より多く

の区民の皆様が地域参画に興味を持っていただけるような講演を行っていただ

きます。 

日頃より地域でご活躍いただいている町内会の皆様におかれましても、お誘

いあわせの上、ぜひご来場ください。 

なお、当日は先着順での入場となっております。 

今後、地区社協会長の皆様にもチラシによるご案内を行う予定です。 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区福祉保健課 担当：森田 

TEL:334-6343  FAX:333-6309   

Email: ho-hot@city.yokohama.jp 

 

８ 保土ケ谷区の災害医療体制と平成 29 年度災害時医療のぼり旗掲出訓練の実

施について 

（福祉保健課）…資料 区８ 

【資料の送付はありません】 

 

横浜市では、東日本大震災を教訓とし、災害医療の体制を見直しました。平

成 25 年度より、震度６弱以上の大規模な災害が発生すると、診療可能な医療機

関は「診療中」、薬局は「開局中」の、のぼり旗を掲出し、対応することとして

います。 

区民の方々に、災害医療についての理解を深めることで、防災意識を高めて

もらうため、平成 30 年３月５日に震度６強の地震が発生したと想定し、７日ま

での３日間、災害時医療のぼり旗掲出訓練を実施することで、災害協力機関・

薬局が、災害発生時に横浜市の医療体制に予定されている動きが実行できるか

の確認を行います。あわせて、災害協力医療機関・薬局に災害医療体制のポス

ターを掲示いたします。 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区福祉保健課 担当：野澤・平田 

TEL:334－6343  FAX:333－6309  

Email:ho-fukuho@city.yokohama.jp   
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９ 西区・保土ケ谷区合同人権啓発講演会の開催について 

（総務課）…資料 区９ 

【１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】 

 

西区・保土ケ谷区合同人権啓発講演会を次のとおり開催しますので、皆さま

是非奮ってご参加ください。 

 

【講演会概要】 

（１）日 時：平成 30 年３月８日（木）15：00～16：30（開場 14：30） 

（２）会 場：西公会堂 

（３）テーマ：スマホ時代の子どもたちのために～最新事例から考える～ 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区総務課 担当：遠藤・畑下 

TEL:334-6204 FAX:334-6390 Email:ho-somu@city.yokohama.jp 

 

10 保土ケ谷区制 90 周年記念「20 万区民の自助・共助による減災運動推進大会」

の開催周知の御協力について 

（総務課）…資料 区 10 

【１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】 

【１月の地域振興課配送ルートで案内状をお送りします】 

 

「20 万区民の自助・共助による減災運動推進大会」を次の日程で開催します。

ポスターの掲示及び当日の防災担当者等の参加についてご配意をお願いいたし

ます。 

 

【大会概要】 

（１）日時：平成 30 年２月 24 日(土) 13：30～15：00 

（２）場所：保土ケ谷公会堂 

（３）内容：第一部 講演「家族と地域を守るために～被災地取材から見た

自助・共助～」 

鎌田 靖 氏(ジャーナリスト/元 NHK 解説副委員長) 

第二部 地域の方による取組事例発表 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区総務課 担当：坂詰、小泉 

TEL:334‐6203   FAX:334‐6390 

Email:ho-saigai@city.yokohama.jp 
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11 平成 30 年度「保土ケ谷区花と街の美化推進功労者（団体）」被表彰候補者の

推薦について 

（地域振興課）…資料 区 11 

【資料の送付はありません】 

 

ほどがや花の街推進連絡会では「ほどがや花憲章」の精神を生かし、街の美

化等の推進に功労のあった個人・団体への表彰を、平成 13 年度より行っていま

す。 

つきましては、該当者がいらっしゃいましたら地区連合町内会ごとにご推薦

をお願いします。 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区地域振興課 担当：畑、井上 

TEL:334-6304  FAX:332-7409 

Email:ho-shigen@city.yokohama.jp  

 
12 「保土ケ谷公会堂 講堂リニューアルオープン内覧会」の開催について 

（地域振興課）…資料 区 12 

【資料の送付はありません】 

 
保土ケ谷公会堂講堂のリニューアルオープンに伴い、２月 14 日（水）10 時

から、内覧会を実施します。 

御招待者は、連合町内会あたり３名様までです。  

事前申込みは不要です。当日、直接会場にお越しください。  

 

【連絡先】 

保土ケ谷区地域振興課 担当：樺嶋 

TEL:334-6305 FAX:332-7409 

Email:ta00-kabashima@city.yokohama.jp 

 

13 保土ケ谷区自治会町内会向け会報紙作成講習会の開催について 

（地域振興課）…資料 区 14 

【１月の地域振興課配送ルートで１部をお送りします】  

 

保土ケ谷区主催で、区内自治会町内会向けの会報紙作成講習会を開催します。 

受講をご希望の場合は、申込書に必要事項をご記入のうえ、２月 16 日（金）

までに地域振興課までＦＡＸ・郵送・Ｅメールでご提出ください。 
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【開催概要】 

（１）日時・会場 

   平成 30 年２月 25 日（日）10：30～12：00（受付 10：00～） 

保土ケ谷公会堂 １号会議室 

（２）内容 

   ア 講習会「新聞記者が教える！会報紙の作り方」 

     区内自治会町内会の会報紙を教材に、魅力的な会報紙作成のコツを

ご教授いただきます。 

   イ 会報紙展示会 

      ご出展いただいた会報紙を講師のコメントとともに会場内に展示し

ます。 

（３）講師 

   菱倉 昌二氏（神奈川新聞社 編集局 編集委員） 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区地域振興課 担当：山本、岸本 

TEL:334-6303  FAX:332-7409 

Email:ho-jichikai@city.yokohama.jp 

 

14 平成 29 年度自治会町内会長感謝会の開催日変更について  

（地域振興課）…資料 区 13 

【資料の送付はありません】 

 

「平成 29 年度自治会町内会長感謝会」の開催日について、本市の事情により、

変更させていただきます。 

急遽の変更により、ご迷惑をおかけしてしまいますこと、深くお詫び申し上

げます。 

 

＜開催概要＞ 

１ 日 時  平成 30 年３月２日（金） 13 時 30 分から 

２ 会 場  モンテファーレ（横浜市保土ケ谷区天王町 2-45-55） 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区地域振興課 担当：山本、岸本 

TEL:334-6303  FAX:332-7409 

Email:ho-jichikai@city.yokohama.jp 
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15 保土ケ谷区制９０周年記念自治会町内会感謝状の贈呈に係る代表自治会町内

会の推薦について  

（保土ケ谷区制９０周年記念事業実行委員会事務局）…資料 区 13 

【資料の送付はありません】 

 
保土ケ谷区制９０周年記念事業実施にあたり、多大なる御支援をいただいて

いる全自治会町内会の皆さまへ、感謝状を贈呈したいと考えております。 

つきましては、３月２日（金）の自治会町内会長感謝会にて感謝状贈呈式を

開催いたしますので、各地区連合町内会から代表自治会町内会（１団体）の推

薦をお願いします。 

推薦書にて、２月 19 日（月）までに、代表となる自治会町内会及び会長の氏

名を御連絡ください。 

 

【連絡先】保土ケ谷区役所総務課 小磯・遠藤 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町２-９ 

TEL：334-6204 ／ FAX：334-6390 

Email:ho-somu@city.yokohama.jp 

 

16 「保土ケ谷区制９０周年記念 倍賞千恵子コンサート」チケットの販売終了

に伴う告知ポスターの撤去について 

（保土ケ谷区制９０周年記念事業実行委員会イベント実施部会）…資料 区 16 

【１月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】 

 
「保土ケ谷区制９０周年記念 倍賞千恵子コンサート」のチケットは、９０

周年記念席（指定席）・一般席（自由席）ともに全席完売いたしました。 

そのため、掲示板への掲出をお願いしておりましたコンサート告知ポスター

につきましては、随時、撤去していただきますようお願いいたします。 

 

【連絡先】保土ケ谷区制９０周年記念事業実行委員会イベント実施部会 

（事務局 保土ケ谷区役所地域振興課） 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町 2-9 

TEL：334-6302 ／ FAX：332-7409 
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17 回覧依頼・掲示依頼・資料提供 

【回覧依頼】 

・市民公開講座 進化する肺がん治療         （横浜市立市民病院） 

 

【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」１月号 （経済局） 

・区制 90 周年 食育講演会（福祉保健課） 

・保土ケ谷歴史まちあるき 2018～オープンヘリテイジ～    （区政推進課） 

・ほどがやスポーツ祭りポスター              （地域振興課） 

・平成 30 年度 募集案内 保土ケ谷区補助金申請の受付を開始します 

（区政推進課・地域振興課） 

 

【資料提供】 

・更女だより 第 20 号            （保土ケ谷区更生保護女性会） 
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Ⅲ  『その他』  
 

 

 

 

 

Ⅳ  『次回定例会』  
２月定例会 

◎開催日 平成 30 年２月 19 日（月） 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⻑連絡会 
 
◆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 


