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保土ケ谷区連合町内会長連絡会  ３月定例会  
 

日時 平成 30 年３月 19 日（月） 

午後２時００分～ 

場所 かるがも３階 多目的研修室 

 

Ⅰ『市連会報告』  
 
１ 初期消火器具等整備事業について 

（消防局）…資料 市１ 

【３月の地域振興課配送ルートで１部をお送りします】  

 
自治会町内会が初期消火器具を設置する際の費用の一部を補助する事業の申

請受付を開始します。 

○補助率及び補助予定数 

  補 助 率：設置費用の２／３（上限額 20 万円） 

  補助予定数：全市 100 基（平成 30 年度） 

○申請方法 

  消防署備え付けの申請書に記入の上、保土ケ谷消防署予防課へ提出 

○受付期間 

  平成 30 年４月２日（月）から平成 30 年８月 31 日（金） 

また、自治会町内会所有のスタンドパイプ式初期消火器具の協力店舗への設

置についても受付を開始します。依頼書を消防署へご提出ください。 

○依頼方法 

  消防署備え付けの依頼書に記入の上、保土ケ谷消防署予防課へ提出 

○受付期間 

  平成 30 年４月２日（月）から平成 30 年７月 31 日（火） 

 

【連絡先】 

保土ケ谷消防署予防課 担当：河原  

TEL: 334-6696 FAX: 334-6699  

Email: sh00-kawahara@city.yokohama.jp 

 

２ 日本赤十字社会費及び更生保護活動協力費への募金活動にかかる協力につい

て 

（健康福祉局）…資料 市２ 

【保土ケ谷区社会福祉協議会より４月下旬に配送します】 

 

参考資料  
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例年、日本赤十字運動月間の５月に実施している日本赤十字社会費及び更生

保護活動協力費の両募金活動について、各自治会町内会のご協力をお願いいた

します。  
なお、自治会町内会ごとのご協力いただきたい募金目安等の詳細については、

両団体の総会での議決を経てお知らせする予定です。合わせて、先月実施した

日赤会費募集用資材アンケートの回答に基づき、４月下旬に、区社会福祉協議

会から宛所に、資材を配送します。  
 

【連絡先】 

保土ケ谷区社会福祉協議会 担当：土田  

TEL:341－9876  FAX:334－5805 

 

３ ヨコハマ３Ｒ夢(すりむ)プラン次期推進計画の基本的考え方について 

（資源循環局）…資料 市３ 

【資料の送付はありません】  

 
横浜市は、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める一般廃棄

物処理基本計画として、ヨコハマ３Ｒ夢プラン（2010～2025）を策定し、４か

年ごとの推進計画により取組を進めてきました。 

現行の第２期推進計画は、計画期間が 2017 年度までであることから、2018

年度から 2021 年度を計画期間とする次期推進計画について策定を進めていま

す。 

このたび、次期推進計画の基本的考え方をまとめましたので、ご報告します。 

 
【連絡先】 

資源循環局政策調整課 担当：鈴木、梶原 

TEL:671-2503 FAX:641-1807 

 

４ 教職員の働き方改革について 

（教育委員会事務局）…資料 市４ 

【３月の地域振興課配送ルートで１部をお送りします】  

 
達成目標を明確にし、今後５か年を見据えた具体的な取組及び各工程表を示

した「横浜市立学校 教職員の働き方改革プラン」を策定します。 

学校と教育委員会事務局が両輪となり、家庭や地域等も含めたすべての学校

関係者と課題解決の重要性や目指すべき理念を共有しながら働き方改革に取り

組みます。 
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【連絡先】 

教育委員会事務局教育政策推進課 担当：古市、熊切、住吉 

TEL:671-3617 FAX:663-3118 

Email: ky-seisaku@city.yokohama.jp 

 

５ 地域防犯カメラ設置補助制度実施のお知らせ 

（市民局）…資料 市５ 

【３月の地域振興課配送ルートで１部をお送りします】  

 
  平成 28 年度から開始した、自治会町内会が防犯カメラを設置する際に費用の

一部を補助する「地域防犯カメラ設置補助制度」について、平成 30 年度も実施

します。制度の概要は「地域防犯カメラ設置補助制度実施のお知らせ（依頼）」

をご確認ください。 

（１）申請の手引及び申請書配付場所 

   区役所地域振興課、市民局ホームページ 

（２）提出期限 

   平成 30 年６月 29 日（金）必着 

（３）提出先 

   区役所地域振興課 

設置場所により関係機関との調整などにお時間がかかる場合もありますので、

ご相談等はお早めにお願いします。 

 

【連絡先】 

市民局地域防犯支援課 担当：山口、三國、澤藤 

TEL:671-3705 FAX:664-0734 

Email: sh-chiikibohan@city.yokohama.jp 

 

 

６ 平成 30 年度ＬＥＤ防犯灯整備事業について 

（市民局）…資料 市６ 

【３月の地域振興課配送ルートで１部をお送りします】  

 
平成 30 年度は、電柱へのＬＥＤ防犯灯及び鋼管ポールＬＥＤ防犯灯の新設工

事を行います。設置を希望する自治会町内会は、区役所地域振興課にて申請書

をお受け取りのうえご提出ください。 

（１）申請書配付場所及び提出先 

   区役所地域振興課 
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（２）提出期限 

   平成 30 年５月 31 日（木）必着 

 

【連絡先】 

市民局地域防犯支援課 担当：矢吹、韮沢、塚本、井上 

TEL:671-3709 FAX:664-0734 

Email: sh-chiikibohan@city.yokohama.jp 

 

７ 「平成 30 年度横浜市市民活動保険」の周知及びリーフレットの配布について 

（市民局）…資料 市７ 

【３月の地域振興課配送ルートで１部をお送りします】  

 
「横浜市市民活動保険」は、より住みやすい地域の実現のため、ボランティ

ア活動をする方が安心して活動を行えるように、市があらかじめ保険会社と保

険契約を締結して運営しています。平成 30 年度もこれまでと同様に、継続して

実施します。 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区総務課 担当：奥村 

TEL:334-6373 FAX:334-6390 

Email: ho-somu@city.yokohama.jp 

 
８ 横浜みなと博物館内「柳原良平アートミュージアム」の開館について 

（港湾局）…資料 市８ 

【３月の地域振興課配送ルートで１部をお送りします】  

 
平成 30 年３月 27 日に「柳原良平アートミュージアム」が横浜みなと博物館

内（西区みなとみらい２－１－１）にオープンします。多くの皆様に、ぜひ、

ご覧をいただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

【連絡先】 

港湾局賑わい振興課 担当：岩﨑 

TEL: 671-2888  FAX:651-7996 

Email: yu08-iwasaki@city.yokohama.jp  
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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  

【３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 150 号「おおだこポリスの４つおやくそく」の回覧を

お願いします。  

 

○刑法犯の発生状況（平成 30 年２月） 

 ２月中 
平成30年 

(１～２月) 
平成29年 

(１～２月) 増減 

振り込め詐欺 3 5 8 -3 

ひったくり  0 1 1 ±0 

空 き 巣  2 4 6 -2 

自 動 車 盗 1 1 10 -9 

オートバイ盗 6 16 12 +4 

自 転 車 盗  4 11 19 -8 
自動販売機
ね ら い  0 0 3 -3 

車上ねらい 4 8 7 +1 

そ の 他 40 88 106 -18 

計  60 134 172 -38 
  

 

《要注意》 

「カードを預かります」「暗証番号教えて」

は詐欺です。絶対にキャッシュカードを渡して

はいけません。 

 

○振り込め詐欺について 

昨年から多発している騙りの手口は、警察

官、銀行、デパート従業員を騙って、キャッシ

ュカードを回収、現金化するものです。先日新

たな手口として、銀行員に扮した犯人が、巧妙

に偽装したキャッシュカードを被害者に交付、

古いキャッシュカードを回収して、現金を引き

出すものが発生しました。絶対にキャッシュカ

ードを渡さないでください。 

○交通事故発生状況 
（平成 30 年２月） 

  ２月中 
平成30年 
(１～２月) 

平成29年 

(１～２月) 
増減 

発 生 件 数  49 87 81 +6 

死 者 数  0 2 0 +2 

負 傷 者 数  55 99 93 +6 
 
《発生傾向と対策》 

○高齢者関係事故の増加 

２月末現在、高齢者が関係する事故が 32

件（事故全体の約 37％）発生し、前年を上

回る状況となっています。発生場所は国道

16 号線と環状２号線上で多発しています。 

高齢者に関係する事故の内容として、車

の運転中は交差点における右折や出会い

頭、歩行中は道路横断時に発生しています。 

 

○ドライバー及び歩行者の皆様へ 

横断歩行者を見落とさない。特に交差点

右左折する場合は首を左右に振って、しっ

かり確認する。 

速度を落とす。止まる。速度を落とせば

周りがよく見えます。また、一時停止場所

や見通しの悪い場所は確実に止まって確認

する。 

歩行者の方は少し遠回りでも横断歩道を

利用する。また、横断歩道を渡る際も、車

が近づいていないか左右の安全を確認し、

危険を感じたら無理をしない。 



6 

３ 保土ケ谷区内の火災・救急状況（平成 30 年 2 月 28 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 30 年１月１日から 2 月 28 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 30 年 12(138) 5 3 4 2 0 2 
平成 29 年 7(163) 1 1 5 0 0 0 
増△減 5(△25) 4 2 △1 2 0 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

を含む） 
たばこ 

コンロ 

(食用油過熱

引火含む) 
火遊び 電気機器 

平成 30 年 1 4 1 1 1 
平成 29 年 1 3 0 0 1 
増△減 0 1 1 1 0 

 ■地区別火災件数 

保土ケ谷地区 0 岩間地区 1 仏向地区 1 
保土ケ谷南部地区 1 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 1 和田地区 0 上新地区 2 
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 0 
岩井町原地区 0 川島東部地区 1 その他、未加盟 4 

                                                        計 12 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 30年 2,027(35,952) 1,411 355 98 163 34.4 
平成 29年 1,819(33,364) 1,231 320 121 147 30.8 
増△減 208( 2,588) 180 35 △23 16 3.6 

 
※ 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 

   ２月  ６日（火） 峰岡町一丁目 建物火災(負傷者なし) 

   ２月１２日（月） 上星川二丁目 その他火災(負傷者なし)  

   ２月１５日 (木) 上星川三丁目 車両火災(負傷者なし) 
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   ２月１９日 (月) 月見台     その他火災(負傷者なし) 

２月２３日 (金) 新井町      建物火災(負傷者なし) 

 

４ 救急の実態（平成 29 年）速報値について 

（保土ケ谷消防署）…資料 区４ 

【３月の地域振興課配送ルートで１部をお送りします】 

 

平成 29 年の救急の実態（速報値）に関する各種データについて報告します。 

（１）横浜市の救急出場件数と事故種別の推移（過去５年間） 

（２）保土ケ谷区の救急出場件数と事故種別の推移（過去５年間） 

（３）横浜市の救急出場件数に対する割合等（平成 29 年中） 

（４）搬送人員の傷病程度（平成 29 年中） 

（５）搬送・不搬送人員の割合（平成 29 年中） 

 

【連絡先】 

保土ケ谷消防署警防課 担当：判治 

TEL：334-6696 FAX：334-6699 

Email: no00-hanji@city.yokohama.jp 

 

５ ①保土ケ谷区民会議ニュース「やまびこ 第 73 号」の回覧依頼について 

②平成 30 年度「地域のつどい」開催打ち合せについて 

（保土ケ谷区民会議）…資料 区５ 

①【３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】 

②【資料の送付はありません】 

 

区民の皆様向け区民会議機関誌、区民会議ニュース「やまびこ」第 73 号を３

月 15 日付で発行しましたので、回覧をお願いいたします。 

また、１年に１度、地区連合町内会との共催で開催しております「地域のつ

どい」を平成 30 年度も開催させていただく予定です。各地区連合町内会長の皆

様におかれましては、３月下旬から４月初旬に、日程・会場・テーマ等につい

て、打合せの時間をいただきたく存じます。近日中に担当者から連絡させてい

ただきます。 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区区政推進課 担当：春原 

TEL: 334-6223 FAX:333-7945 

Email: sa01-sunohara@city.yokohama.jp 
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６ 横浜型地域包括ケアシステム構築に向けた保土ケ谷区行動指針について 

（高齢・障害支援課）…資料 区６ 

【３月の地域振興課配送ルートで１部をお送りします】 

 

団塊の世代が 75 歳を迎える 2025 年に向け、 横浜型地域包括ケアシステム構

築に向けた保土ケ谷区行動指針の検討をして参りました。地域の皆様をはじめ、

医療・福祉関係者、事業者、地域住民などを含めた関係者、関係団体と意見交

換し、内容に反映させた行動指針が３月に策定されましたのでご報告いたしま

す。 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区高齢・障害支援課 担当：保下 

TEL: 334-6327 FAX: 331-6550 

Email: ho-koreisyogai@city.yokohama.jp 

 

７ 平成 29 年度 保土ケ谷区健康づくり月間事業について（報告） 

（福祉保健課）…資料 区７ 

【３月の地域振興課配送ルートで１部をお送りします】 

 

「健康づくり月間事業」実行委員会を構成する９団体（区医師会ほか）が、

生涯にわたる区民の健康づくりを目標に、平成 29 年９月から 11 月にかけて、

健康相談や体験コーナー等の事業を行いました。 

自治会町内会でチラシの班回覧のご協力いただいたことにより、多くの方へ

事業周知を図ることができました。 

実行委員会では、今後も引き続き、健康づくりのための啓発に取り組みます。 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区福祉保健課 担当：新井 

TEL:334-6345 FAX:333-6309  

Email: yo04-arai@city.yokohama.jp 

 

８ 保土ケ谷区制９０周年記念のぼり旗等の撤去について 

（区制９０周年記念事業実行委員会広報・啓発等部会事務局）…資料 区８ 

【３月の地域振興課配送ルートで１部をお送りします】 

 

３月末をもって、区制９０周年記念事業がすべて終了となります。昨年度か

ら、各自治会町内会において掲出していただいておりました、区制９０周年記

念のぼり旗やポスター等につきましては、３月末までに適宜撤去していただき
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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広報・啓発等部会事務局 

（保土ケ谷区区政推進課） 担当：春原 

TEL:334-6223 FAX:333-7945 

 

９ 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９ 

【資料の送付はありません】 

 

昨年８月から開催しました第１期「ほどがや楽考」が終了しました。 

参加された第１期修了生に対し、平成 30 年度第２期への参加案内や、その運

営協力を、区から行っております。また、参加者同窓会の開催等を通じ、地域

活動の推進状況確認や、地域情報の提供を行います。 

地域の皆様におかれましても、「ほどがや楽考」参加者への、日ごろの声かけ、

地域活動への参加依頼などのフォローをお願いいたします。 

なお、修了生のうち了承いただいた方について、お名前、修了式で発表いた

だきました内容（「明日からの私」）を、地区担当を通じて各地区連合町内会長

の皆様にお伝えいたします。 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区区政推進課 担当：大石 

TEL:334-6380 FAX: 333-7945  

Email: ho-chiikiryoku@city.yokohama.jp 

 

10 保土ケ谷区広報動画「ほどがやカノン」最終話の配信について 

（区政推進課）…資料 区 10 

【３月の地域振興課配送ルートで１部をお送りします】 

 

昨年３月からｙｏｕｔｕｂｅで配信中の保土ケ谷区広報動画「ほどがやカノ

ン」の、第７話から 終話である第９話までの配信を、３月 15 日から行ってい

ます。 

事故でピアニストの夢を絶たれた音大生・川島里奈と、彼女を見守る峯沢み

ずきの物語を、保土ケ谷の魅力スポットなどを背景に描いています。 終話で

は、意外な結末やバンドの演奏シーンなど楽しめますので、ぜひご覧ください。 

【連絡先】 

保土ケ谷区区政推進課 担当：山口 

TEL:334-6221 FAX:333-7945 

Email:ic00-yamaguchi@city.yokohama.jp 
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11 平成 30 年度 自治会町内会現況届等の提出について 

（地域振興課）…資料 区 11 

【３月末頃に総務課・地域振興課の連名で各自治会町内会長あてに郵送します】 

 

平成 30 年４月１日現在の自治会町内会の現況把握のため、次の書類の提出を

お願いします。  

提出書類  提出期限  提出先  

自 治 会 町 内 会 現 況 届  平成 30 年５月１日（火） 地域振興課  

地域活動係  

℡334-6302 口 座 振 替 依 頼 書  平成 30 年６月 29 日（金） 

 
提出方法：窓口（区役所本館２階 24 番窓口）に直接お持ちいただくか、郵

送又はＥメール（口座振替依頼書は押印が必要なため、Ｅメール

は不可）でご提出ください。  

 

【連絡先】 

保土ケ谷区地域振興課 担当：岸本 

TEL：334-6302 FAX：332-7409 

Email: ho-jichikai@city.yokohama.jp 
 

12 平成 30 年度 地域活動推進費補助金及び地域防犯灯維持管理費補助金につい 

  て 

（地域振興課）…資料 区 12 

【３月末頃に総務課・地域振興課の連名で各自治会町内会長あてに郵送します】  

 

地域活動推進費及び地域防犯灯維持管理費補助金について、平成 29 年度分の

報告及び平成 30 年度分の申請に必要な書類を、３月末頃に、各自治会町内会長

あてに郵送いたします。手引きを同封しますので、内容をご確認のうえ、６月

29 日（金）までに、区役所地域振興課にご提出ください。記入等についてご不

明な点は、お問い合わせください。 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区地域振興課 担当：岸本 

TEL：334-6303 FAX：332-7409 

Email: ho-jichikai@city.yokohama.jp 
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13 平成 30年度 町の防災組織活動費補助金の交付申請及び平成 29年度の実績報

告について  

（総務課）…資料 区 13 

【３月末頃に総務課・地域振興課の連名で各自治会町内会長あてに郵送します】 

 

昨年度に引き続き、平成 30 年度についても「町の防災組織活動費補助金」事

業を行います。各自治会町内会長におかれましては、必要書類を受付期間内に

区役所総務課までご提出ください。 

なお、必要書類や手引きは３月末頃に各自治会町内会長あてに郵送します。 

 

【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 

 

14 平成 30 年度 保土ケ谷区連合町内会長連絡会定例会の開催日について  

（地域振興課）…資料 区 14 

【資料の送付はありません】 

 

平成 30 年度につきましても、原則として毎月 18 日（８月及び 12 月は休会）

に定例会を開催します。18 日が土曜日の場合は前日に繰り上げて、日曜日の場

合は翌日繰り下げます。 

場所は、３月をのぞき、区役所２階２０２会議室で行います。３月のみ、か

るがも３階多目的研修室で行います。 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区地域振興課 担当：岸本 

TEL：334-6302 FAX：332-7409 

Email: ho-jichikai@city.yokohama.jp 
 

15 回覧依頼・掲示依頼・資料提供 

 

【回覧依頼】 

・「防犯かながわ」第 154 号           （神奈川県防犯協会連合会） 

・スポーツ推進委員制度 60 周年記念誌（スポーツかるがも 第 49 号） 

（区スポーツ推進委員連絡協議会） 

・「保土ケ谷区 体協レポート」第 24 号           （区体育協会） 

・保土ケ谷区青少年指導員だより「ほどがやの風」第 48 号 

（区青少年指導員協議会） 
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【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」３月号 （経済局） 

【資料提供】 

・保健活動推進員だより 第 41 号              （福祉保健課） 
・平成 30 年度「横浜市交通安全運動実施計画」          （地域振興課） 

 
Ⅲ  『その他』  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ  『次回定例会』  
４月定例会 

◎開催日 平成 30 年４月 18 日（水） 午前９時３０分～ 

◎場 所 保土ケ谷区役所本館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 


