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保土ケ谷区連合町内会長連絡会  ４月定例会  
 

日 時 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  

 

Ⅰ『市連会報告』  
 
１ 平成 29 年度の燃やすごみ量実績（速報値）について        

       （資源循環局）…資料 市１  

【資料の送付はありません】  

 
平成 29 年度の燃やすごみ量は、平成 21 年度（基準年度）の同時期に比べ 6.3％

減少、昨年度の同時期に比べ 0.7％減少しました。この削減は、市民の皆様の取

組による成果です。ご協力ありがとうございました。 

平成 30 年度も、市民の皆様がごみ減量にご協力していただけるよう、分かりや

すい情報提供に努め、各区と連携して取組を進めていきます。 

 

  (参考)保土ケ谷区平成 29 年度の燃やすごみ量実績（速報値） 

  家庭系燃やすごみ量 

29 年度 31,068 トン 

21 年度比 ▲3,335 トン(▲9.7％) 

28 年度比 ▲393 トン(▲1.2％) 

 

【連絡先】 

資源循環局政策調整課 担当：毛受 

TEL：671-2502 FAX：671-1807 

 

２ 防災・減災推進研修のご案内について  

（総務局）…資料 市２  

【４月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  
 
  地域の自助・共助の力を向上させるため、「町の防災組織」で活動されている方々

向けに、研修会を開催します。  

【研修内容】  

○「横浜市の防災対策について知ろう」  

    市の防災施策や自助・共助について学びます。  

○「実践的な自主防災活動の事例から学ぼう」  

    町の防災組織の活動を紹介します。  

○「地域の特性を活かした行動目標を作ろう」  

参考資料  
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    発災後、経過時間ごとに、地域で何をすべきか議論します。  

    災害時に危険な場所、活用できる資源について議論します。  

 

【連絡先】 

総務局危機管理課 担当：花塚、茂木 

TEL：671-4351 ／ FAX：641-1677 

Email：so-gensai@city.yokohama.jp 

 

３ 平成 31 年度の自治会町内会館整備について  

（市民局）…資料 市３  

【４月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 
 平成 31 年度に自治会町内会館及び公園集会所の整備（新築・購入・増築・改修・

修繕（100 万円以上の整備））を予定し、補助金交付を希望する自治会町内会は、

「自治会町内会館等整備費補助申請予定申出書」のご提出をお願いします。 

申出書は、保土ケ谷区地域振興課地域活動係の窓口（区役所本館２階 24 番）で、

配付いたしますので、必要な場合はご来庁ください。 

 

（注意） 

  公園集会所の整備の場合は、事前に環境創造局公園緑地管理課及び土木事務所

と設置場所等を調整のうえ、申出書をご提出ください。 

 

【提出期限】平成 30 年６月 11 日（月）17 時まで（必着） 

 
【連絡先】 

保土ケ谷区地域振興課 担当：関、亀井 

TEL：334-6303 FAX：332-7409 

Email：ho-jichikai@city.yokohama.jp 

 
４ 自治会町内会のための講習会の開催について  

（市民局）…資料 市４  

【４月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 
市民局主催で自治会町内会のための講習会を開催します。（１）自治会町内会の

運営や加入促進に関する講演と自治会町内会の取組事例の発表をセットにした講

習会を市内３か所で行うほか、（２）神奈川新聞社から講師を招いての会報紙作成

講習会･展示会を開催します。 

 
【開催概要】 

（１）講演会・事例発表会 

    ○ 日時・会場 
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      第１回 平成 30 年６月 16 日（土）10:00～12:00（9:30 開場） 

緑区役所 ４階 ４AB 会議室 

      第２回 平成 30 年６月 23 日（土）10:00～12:00（9:30 開場） 

鶴見区役所 ６階 ８号会議室 

      第３回 平成 30 年７月７日（土）10:00～12:00（9:30 開場） 

          栄区役所 ４階 【新館】４階８・９号会議室 

○ 内容 

      ・講演（１～３回共通） 

「開かれた自治会町内会の運営について」 講師：水津 陽子氏 

      ・事例発表（各回１つ） 

       自治会町内会・連合自治会による活動事例発表 

  （２）会報紙作成講習会（同時開催：会報紙展示会） 

    ○ 日時・会場 

      平成 30 年７月 14 日（土）14:30～16：00（14:00 開場） 

      横浜情報文化センター ６階ホール 

○ 内容 

      「新聞記者が教える！会報紙の作り方」 講師：菱倉 昌二氏 

 

【申込方法・申込締切】 

   平成 30 年５月 25 日（金）までに、申込書にご記入の上、保土ケ谷区地域振

興課へご提出ください。  

  

【連絡先】 

（講習会全般に関すること）  

市民局地域活動推進課 

TEL：671-2318 FAX：664-0734 

Email：sh-chiikikatsudo@city.yokohama.jp 

（講習会の申込みについて） 

保土ケ谷区地域振興課 担当：関、岸本 

TEL：334-6303 FAX：332-7409 

Email：ho-jichikai@city.yokohama.jp 
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５ 自治会町内会活動のための情報交流誌の送付について  

（市民局）…資料 市５  

【４月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 

自治会町内会相互や行政との情報共有・情報交流を進めていくことを目的とし

た情報交流誌を作成しました。各自治会町内会長あてに１部お送りしますので、

自治会町内会活動にご活用ください。 

なお、巻末の「情報共有アンケート」について、ご協力をお願いします。 

 
【連絡先】 

市民局地域活動推進課 

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  

  【４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 151 号 「振り込め詐欺対策機器のご紹介」の回覧をお

願いします。 

○犯罪の発生状況（平成 30 年３月末） 

 ３月中 
平成30年 

(1～3月) 

平成29年 

(1～3月) 
増減 

振り込め詐欺 4 9 13 -4 

ひったくり  0 1 1 0 

空 き 巣  0 4 8 -4 

自 動 車 盗 0 1 12 -11 

オートバイ盗 3 19 25 -6 

自 転 車 盗  9 20 28 -8 

自動販売機

ね ら い  
0 0 3 -3 

車上ねらい 1 9 21 -12 

そ の 他 46 134 165 -31 

計  63 197 276 -79 

 ○３月末現在  
  犯罪の認知件数は、前年と比較して減少

しています。引き続き、パトロールなどの

警戒活動を強化していきます。  
○振り込め詐欺  

最近多い手口は、電話で警察官、銀行員、

デパート社員などを名乗り「あなたのカー

ド情報が不正に使用されています。カード

を回収する必要があります。」などといった

後、銀行協会や警察官を名乗る犯人が自宅

を訪問し、キャッシュカードをだまし取り、

現金を引き出すというものです。  
警察官や銀行関係者がキャッシュカード

を回収に伺うことはありません。  
カードは絶対に他人に渡さない！  
暗証番号は絶対に他人に教えない！  

○交通事故発生状況（平成 30 年３月末） 

  3月中 
平成30年 

(1～3月) 

平成29年 

(1～3月) 
増減 

発 生 件 数  52 139 126 13 

死 者 数  0 2 0 2 

負 傷 者 数  64 164 145 19 
 
○３月末現在 

  高齢者が関係する交通事故 48 件と二

輪車の関係する交通事故 54 件が共に事

故全体の 30％を超えています。主要幹

線道路では環状２号、国道 16 号、国道

１号における発生がそれぞれ 20 件を超

えています。時間帯別では昼間帯が多

く発生しています。警察署では高齢者

や学校等への安全教室をはじめ、幹線

道路や通学路での対策を引き続き実施

していきます。 

 ○子どもを交通事故から守ろう 

小学生の歩行中の交通事故原因の

28％は飛び出しです。園児・児童が交通

事故に遭わないよう、日頃から家庭にお

いて交通安全について教えましょう。 

通学路を一緒に歩いて、危険な場所や

安全確認が必要な場所を見つけて、その

理由と安全な通行方法を子どもの目線

で、わかりやすい言葉で「止まる」「見

る」「待つ」を繰り返し教えましょう。 
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３ 保土ケ谷区内の火災・救急状況（平成 30 年３月 31 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 3 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 30 年 14(196) 7 3 4 2 0 2 
平成 29 年 9(231) 3 1 5 92 1 0 
増△減 5(△35) 4 2 △1 △90 △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

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 0 
増△減 0 1 1 1 1 

 ■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 2 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 1 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 14 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 2,977(52,350) 2,067 519 150 241 33.1 
平成 29年 2,717(49,256) 1,844 481 180 212 30.2 
増△減 260( 3,094) 223 38 △30 29 2.9 

※ 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 

   ３月  ２日（金） 上星川二丁目 建物火災(負傷者なし) 

   ３月１６日（金） 天王町２丁目 建物火災(負傷者なし) 
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４ 家庭防災員自主活動補助金申請について 

（保土ケ谷消防署）…資料 区４  

【４月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 
平成 16 年度から、家庭防災員が自主的に実施する防火・防災を支援するため、

家庭防災員自主活動補助金を交付しておりますが、平成 30 年度につきましても昨

年同様に実施することとなりましたのでお知らせします。 

○自主活動補助金の申請者 

  自治会町内会の家庭防災員 

○自主活動補助金申請書提出期限 

 平成 30 年６月 15 日（金） 

○申請書類の提出先 

  保土ケ谷消防署予防課又は消防出張所 

 

【連絡先】 

保土ケ谷消防署予防課 担当：辻 

TEL：334-6670 FAX：334-6699 

 
５ 平成 30 年度家庭防災員研修日程について 

（保土ケ谷消防署）…資料 区５  

【４月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 
  平成 30 年度家庭防災員研修日程をお知らせします。家庭防災員の方へは、別途

ご案内を郵送いたします。  

 

【連絡先】 

保土ケ谷消防署予防課 担当：辻 

TEL：334-6670 FAX：334-6699 

 
６ 700MHz 携帯基地局からの電波によるテレビ受信障害と対策について         

（700MHz 利用推進協会 委託会社 ㈱協和エクシオ）…資料 区６ 

【事前対策範囲：㈱協和エクシオより各戸チラシ投函及び訪問のうえ説明】  

【周知チラシ配布範囲：㈱協和エクシオより各戸に配送します】  
 

一般社団法人 700MHz 利用推進協会では、テレビの地デジ移行で空いた電波帯

（700MHz 帯）を携帯電話等で利用するための移行促進を行っています。 

700MHz 帯は、地デジ放送の電波帯に近接しているため、アンテナの向き等の条

件によっては、テレビの受信障害が発生する可能性があります。 

そのため、推進協会では、受信障害対策等に取り組んでおり、委託会社の㈱協

和エクシオより、想定される影響の程度に応じて、ご案内が行われます。 

○事前対策範囲･･･案内チラシ投函後、対策員が直接訪問のうえ説明 
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○案内チラシ配布範囲･･･案内チラシを各戸に配送  

  案内を行うことにより、信用性への不安を感じる方もいらっしゃることが予想

されます。本件についてご承知おきいただくとともに、対策員を装った詐欺等へ

の注意も必要になるため、自治会町内会での情報共有についてご協力をお願いい

たします。  

  なお、700MHz 帯の整備完了までは、概ね２年を予定しております。  

＜留意点＞  

・訪問する対策員は、対策員証を携帯し、黄色の腕章を付けています。 

・受信対策に係る費用は全て推進協会が負担します。費用の請求や物品の販売

はありません。 

 

【連絡先】 

（自治会町内会からのお問い合わせ先） 

㈱協和エクシオ南関東技術センター700MHz 受信対策室 

担当：駒井 

TEL：0120-970-621 

Email：n.komai@en4.exeo.co.jp 

 

（各ご家庭からのお問い合わせ先） 

  700MHz テレビ受信障害対策コールセンター 

  TEL：0120-700-012 

 

７ 平成 29 年度区社協世帯賛助会費ご協力へのお礼及び実施額の報告について 

（区社会福祉協議会）…資料 区７ 

【資料の送付はありません】  

 

平成 29 年度区社協世帯賛助会費の募集にあたり、多大なご協力をいただき、誠

にありがとうございました。 

つきましては、平成 29 年度賛助会費実績額を報告します。お寄せいただいた賛

助会費の６０％を各地区社協に還元させていただきました。 

○平成 29 年度賛助会費実績額（平成 30 年３月 19 日現在）13,036,985 円 

 ※前年度最終実績額 13,365,581 円 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区社会福祉協議会 担当：菊地 

TEL：341-9876 FAX：334-5805 

 

８ 「地域のつどい」ポスター掲示のお願いについて 

（保土ケ谷区民会議）…資料 区８ 

【４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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  平成 30 年度「地域のつどい」を６月 13 日～30 日、地区連合町内会の皆様との

共催にて開催予定です。各自治会町内会掲示板にてポスターの掲出をお願いいた

します。  

  ○６月 13 日(水)18 時 30 分～ ＠くぬぎ台コミュニティハウス 

   ＜川島東部・仏向・川島原＞ 

  ○６月 16 日(土)14 時 00 分～ ＠区役所本館４階 401 会議室 

   ＜保土ケ谷東部・岩間＞ 

  ○６月 23 日(土)18 時 00 分～ ＠西谷地区センター 

   ＜西谷・上新・上星川・上菅田＞ 

  ○６月 26 日(火)18 時 30 分～ ＠ほどがや防犯センター 

   ＜保土ケ谷西部・権太坂境木・新桜ケ丘＞ 

  ○６月 29 日(金)18 時 30 分～ ＠イコットハウス 

   ＜保土ケ谷・保土ケ谷南部・保土ケ谷中・岩井町原＞ 

  ○６月 30 日(土)14 時 00 分～ ＠区役所本館 4 階 401 会議室 

    ＜中央・中央東部・常盤台・和田･釜台＞ 

 

【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 

 

９ 民生委員・児童委員協力員の試行実施に際しての推薦書のご確認について 

（福祉保健課）…資料 区９ 

【４月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

   

 ２月区連会定例会にて、ご説明いたしましたとおり、民生委員・児童委員協力

員制度を本年７月から試行実施します。 

自治会町内会長の皆様におかれましては、協力員の配置を希望する民生委員・

児童委員が取りまとめた協力員推薦書類のご確認と、推薦者としての書類へのご

署名にご協力いただきますようお願いいたします。 

  ○推薦期限 委嘱希望月の前々月末日まで  

      （例）７月１日委嘱希望⇒５月 31 日までに推薦 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区福祉保健課 担当：小川 

TEL：334-6313 FAX：333-6309 

Email：ho-fukuho@city.yokohama.jp 

 

10 横浜国立大学「清陵祭」へのブース出展について 

（福祉保健課）…資料 区 10 

【４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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横浜国立大学清陵祭にて、区役所と保健活動推進員・食生活等改善推進員の協

働で、健康啓発ブースを出展します。各自治会町内会掲示板にてポスターの掲出

をお願いいたします。  

○日時 平成 30 年５月 20 日(日) 受付 9：30～15：00 

○会場 横浜国立大学 清陵祭 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区福祉保健課 担当：杉 

TEL：334-6345 FAX：333-6309 

Email：ho-kenkou@city.yokohama.jp 

 

11 国が実施する全国瞬時警報システム（J アラート）の全国一斉情報伝達訓練に

ついて 

                  （総務局）…資料 区 11 

【資料の送付はありません】 

 
総務省消防庁が災害時等に備え、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を用い

て、訓練情報の受信及びスピーカー等の起動を確認する目的で、全国一斉情報伝

達訓練放送を行います。 

あわせて、本市がその他の情報伝達手段による防災情報の試験配信を行います。 

○ 日時 【訓練放送】 平成 30 年度に４回行う予定です。 

平成 30 年５月 16 日（水）／８月 29 日（水）／11 月 21 日（水）／ 

平成 31 年２月 20 日（水）午前 11 時頃 

【試験配信】 訓練放送当日の午前 10 時 45 分頃 

○ 放送場所  天王橋付近 及び 帷子小学校（保土ケ谷区内） 

○ その他の情報伝達手段 

  防災情報Ｅメール、横浜市危機管理室ツイッター 及び 横浜市危機管理室

ホームページ 

 

【連絡先】 

総務局情報技術課 担当：有賀、石井 

TEL：671-4141 FAX：641-1677 

Email：so-johogijutsu@city.yokohama.jp 

 

12 災害情報等の電話通知テストの実施について 

（総務課）…資料 区 12 

【４月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】 

 

  災害情報等を電話の自動音声ガイダンスにて伝達する「保土ケ谷区緊急時情報

システム」について、自治会町内会長様あて３月末に文書にてご案内をさせてい
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ただいたところですが、この度、登録された皆様に実際の音声及び応答方法につ

いて体験していただくことを目的として、５月17日（木）14時頃に電話通知テス

トを実施いたします。 

  つきましては、電話通知テスト及びアンケートのご提出について、ご協力いた

だきますようお願いいたします。 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区総務課 担当：石崎 

  TEL：334-6204 FAX：334-6390 

Email：ho-saigai@city.yokohama.jp 

 

13 平成 30 年度保土ケ谷区防災講習会講師派遣事業の実施について 

（総務課）…資料 区 13 

 【４月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 

昨年度に引き続き、保土ケ谷区では、自治会町内会が開催する防災講習会に講

師を派遣する事業を実施いたします。 

  家庭、地域における防災意識向上のため、ぜひご活用ください。 

  詳細はリーフレットをご覧ください。 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区総務課 担当：三瓶、小泉 

  TEL：334－6203 FAX：334－6390 

Email:ho-saigai@city.yokohama.jp 

 

14 広報よこはま ほどがや区版５月号における増ページについて 

（区政推進課）…資料 区 14 

【４月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】 

 

 広報よこはま ほどがや区版５月号について､４ページ分の増ページを行うこ

ととなりました（通常月  全 16 ページが５月号は 20 ページとなります）。  

増ページ部分には､がん検診や乳幼児健康診査の日程をはじめとした、年間の保

健だより (保存版 )の掲載を予定しています。  

 一部当たりの配布量が増加することにより、配布ご担当者様には大変ご負担を

おかけすることになりますが、各世帯への配布につきまして、ご理解とご協力を

賜りますようお願い申し上げます。  

 
【連絡先】 

保土ケ谷区区政推進課 担当：天野 

TEL：334-6221 FAX：333-7945 

Email：ma04-amano@city.yokohama.jp 
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15 地域づくりプロジェクト「ほどがや楽考(がっこう)」の受講生の推薦について  

（区政推進課）…資料 区 15 

【チラシ及び申込書：４月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

【チラシ：４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】  

 

地域づくりプロジェクト「ほどがや楽考(がっこう)」は、地区連合町内会から

の推薦者、区民、区職員（地区担当者）が、まち歩きや施設見学、地域で活動し

ている方々の経験談、グループディスカッションを通して、人や地域とつながる

コミュニケーションの方法や地域活動の糸口を共に考え学ぶことを目的に開催し

ています。 

昨年度に引き続き、「ほどがや楽考(がっこう)」を開催します。 

各地区から受講者の推薦をお願いいたします。 

 

【推薦要項】 

 ○推薦要件 各地区１名か２名で原則全回出席できる方 

 ○締切   平成 30 年５月 25 日（金） 

 ○推薦方法 チラシの申込書をＦＡＸ等でご提出ください。 

【開催概要】 

○日程：平成 30 年６月 16 日から 12 月まで６回開催（８月を除く） 

○時間：9：30～12：30 

フィールドワークでは、時間延長及び交通費・昼食代が発生する場合があ

ります。 

○場所：ほどがや市民活動センターアワーズほか 

 

【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 

 

16 回覧依頼・掲示依頼・資料提供 

…資料 区 16 

【回覧依頼】 

・「保土ケ谷区 体協レポート」第 25 号            （区体育協会） 

【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」４月号 （経済局） 

・「ほどがや花フェスタ２０１８」ポスター          （地域振興課） 

【資料提供】 

・2018 年 統計で知るほどがや へそ               （総務課） 
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17 自治会町内会研修会の開催について 

（区連会事務局）…資料 区 17 

【４月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 
  保土ケ谷区連合町内会長連絡会では、円滑な自治会町内会運営を支援するため、

保土ケ谷区役所と共催で、新たに自治会町内会の会長・副会長等の役員に就任さ

れた方のうち、参加を希望される方を対象にした研修会を開催します。 

 

 日時  会場  定員  

第１回  

平成 30 年６月９日（土） 

午前 10 時 00 分～ 

午前 12 時 00 分 

区役所４階 

４０１会議室 
60 人 

第２回  

平成 30 年６月 11 日（月） 

午前 10 時 00 分 

～午前 12 持 00 分 

区役所４階 

４０１会議室 
60 人 

                    ※第１回と第２回の内容は同じです。 

○申込み  

４月の地域振興課配送ルートで各自治会町内会長宛に通知文及び出欠確認票を

お送りしますので、ご記入のうえ、５月 25 日（金）までに、事務局までＦＡＸ・

郵送等でご提出ください。  

 

【連絡先】 

保土ケ谷区地域振興課 担当：関、岸本 

TEL：334-6302 FAX：332-7409 

Email：ho-jichikai@city.yokohama.jp
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Ⅲ  『その他』  

 

 

 

 
Ⅳ  『次回定例会』  

５月定例会 

  ◎開催日 平成 30 年５月 18 日（金） 午後２時００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 


