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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 30 年 10 月 18 日（木）      

午後２時～          

場 所 保土ケ谷区役所本館２階２０２会議室  

Ⅰ『市連会報告』  
 
１ 住宅用火災警報器の抽選配付について  

       （消防局）…資料 市１  

【10 月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 
今年度消防局では、住宅防火対策の新たな試みとして、11 月９日から 11 月 15 日ま

でを住宅用火災警報器の点検強化キャンペーン期間とします。このキャンペーンの一

環として、高齢者世帯に住宅用火災警報器を抽選で配付いたします。応募対象世帯は、

(1)65 歳以上のひとり暮らし世帯 (2)75 歳以上のみの世帯です。 

申込みは、往復はがきに必要事項を記入の上、11 月１日（木）から 11 月 30 日（金）

までに、消防局予防課あてご応募ください。  

 

【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 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】  
 
  年末年始のごみと資源物の収集日程について、チラシの班回覧により、周知をお願

いします。 

【内容】 

(1) 12 月 30 日(日)から１月３日(木)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 

   ア「月･金曜日」が収集日の地域 

年末は 12 月 28 日（金）まで、年始は１月４日（金）から通常の曜日どおり収

集します。 

   イ「火･土曜日」が収集日の地域 

年末は 12 月 29 日（土）まで、年始は１月５日（土）から通常の曜日どおり収

集します。 

(3)「資源物」についても、年末は 12 月 29 日（土）まで、年始は１月４日（金）か

ら通常の曜日どおり収集します。 

 

参考資料  
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【連絡先】 

 資源循環局業務課 担当：村上 

TEL：671-3815 FAX：662-1225 

 Email: ka16-murakami@city.yokohama.jp 

 

３ 平成 30 年度上半期の燃やすごみ量実績（速報値）について  

（資源循環局）…資料 市３  

【資料の送付はありません】  

 
 平成 30 年度の上半期の燃やすごみ量は、275,240 トンとなり基準年度の平成 21 年

度に比べ、25,710 トン、率にして 8.5％の減少となりました。昨年度と比べると、6,610

トン、率にして 2.3％の減少となりました。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。また、引き続き分別へのご協力をお願いい

たします。 

 
【連絡先】 

資源循環局政策調整課 担当：亀若・毛受 

TEL: 671-2503 FAX: 641-1807 

 

４ 「ヨコハマ３Ｒ夢 (スリム )プラン推進計画（2018～2021）」の策定について  

（資源循環局）…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】  

 
 横浜市では、ヨコハマ３Ｒ夢プラン（2010～2025）に基づき、ごみのリデュース・

リユース・リサイクル（３Ｒ）や適正処理の取組を進めています。このたび、2018 年

度から 2021 年度までに取り組む具体的な施策を示した「ヨコハマ３Ｒ夢プラン推進計

画（2018～2021）」を策定しました。新しい計画のもと、取組を進めてまいりますので、

引き続きご協力をお願いいたします。 

 

【連絡先】 

資源循環局政策調整課 担当：亀若・毛受 

TEL: 671-2503 FAX: 641-1807 

 

５ 横浜市強靱化地域計画 (素案 )に対するパブリックコメントの実施について  

       （政策局）…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】  

 
「国土強靭化」の考え方のもと、国では、平成 25 年に「強くしなやかな国民生活の

実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」が制定され、平成 26 年に

は「国土強靱化基本計画」が策定されました。 

このような動きを踏まえ、本市においても、市域における国土強靱化を推進するた
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め、基本法第 13 条に基づき、国土強靱化に関する取組の方向性を示すものとして、「横

浜市強靱化地域計画（素案）」をとりまとめました。 

つきましては、計画（素案）について、パブリックコメントを実施し、市民の皆様

からご意見を募集します。 

 

○募集期間：平成 30 年 10 月 12 日(金)～11 月 26 日(月) 

○提出方法：リーフレットのハガキ、ＦＡＸ、電子メール、横浜市ＨＰ（投稿フォ

ーム）、持参 

 

【連絡先】 

政策局政策課 担当：岩ヶ谷・小林・寺岡・小西 

TEL：671-3126 FAX：663-4613 

Email: ss-resilience@city.yokohama.jp 

 

６ 特定健康診査未受診者勧奨に伴うポスター掲出依頼について  

       （健康福祉局）…資料 市６  

【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】  

 
横浜市国民健康保険では、法令に基づき被保険者の「健康増進」、「健康寿命の延

伸」、「医療費の適正化」、「医療費の削減」を図るため、平成 20 年度から特定健康診

査を実施していますが、受診率は市全体で 20％台前半と低迷が続いています。 

つきましては、多くの市民の皆様に受診していただくため、各自治会町内会にお

いて、未受診者勧奨用のポスター掲出にご協力をお願いします。 

 
【連絡先】 

保土ケ谷区保険年金課 担当：武田・横山 

TEL：334-6335 FAX：334-6334 

Email：ho-hokennenkin@city.yokohama.jp 

 

７ 備蓄食料の有効活用（無償配布）について  

       （総務局）…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】  

 
家庭内備蓄等の自助・共助の取組を促進することを目的として、本市で備蓄して

いる食料の一部について、自治会町内会の皆様をはじめ、横浜市内の法人・団体を

対象に、申込みに基づき無償配布を行いますので、お知らせします。 

 
【連絡先】 

総務局危機管理課 担当：髙安 

TEL：671-2011 FAX：641-1677 

Email：so-kikikanri@city.yokohama.jp 
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８ 平成 30 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 30 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(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 14 日(木) 鶴見、神奈川、旭、港北、緑、青葉、都筑、栄、瀬谷 

２月 15 日(金) 西、中、南、港南、保土ケ谷、磯子、金沢、戸塚、泉 

13:45 開場、14:30 開会、16:15 閉会予定 

  

 (4) 出席確認及び御案内について 

   「出欠確認はがき」と「表彰式の御案内」を 12 月上旬に表彰対象者の皆様にご郵

送いたしますので、市民局までご返送いただくとともに、詳細についてご確認くだ

さいますようお願いいたします。 

 
【連絡先】 

市民局地域活動推進課 澤田、熊谷 

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（平成 30 年９月）  

（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  

  【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】  

   

○犯罪の発生状況（平成 30 年９月末） 

 ９月中  ９月末 前年比 

振り込め詐欺 7 40 +5 

ひったくり  1 2 ±0 

空 き 巣  2 19 -3 

自 動 車 盗 0 2 -15 

オートバイ盗 8 56 -22 

自 転 車 盗  9 90 +11 

自動販売機

ね ら い  
0 0 -3 

車上ねらい 9 42 ±0 

そ の 他 25 333 -108 

計  61 584 -135 

 ○９月末現在  
  犯罪の認知件数は、先月に引き続き減少

傾向にあります。  
 
○盗難の被害にあわないために  
・オートバイや自転車を駐輪する際は、自

宅敷地内であっても必ず鍵を掛けましょ

う。  
・自動車に積んでいた作業用の電動工具な

どを窃取される事件が連続発生していま

す。車内に貴重品を置かないよう心掛け

ましょう。  
 
○還付金詐欺が増加  

神奈川県内で「還付金詐欺」が増加傾向  
にあります。（９月中 42 件）  

詐欺にあわないように、普段から留守番

電話を設定しておいてください。  
ＡＴＭで携帯電話を使用している高齢者

を見かけたら、声掛けや警察への通報をお

願いします。  

○交通事故発生状況（平成 30 年９月末） 

  ９月中  ９月末 前年比 

発生件数  49 441 ＋22 

死 者 数  1 5 ＋5 

負傷者数  53 525 ＋41 
 
○秋の全国交通安全運動 

  ９月 21 日から 30 日までの 10 日間、秋

の全国交通安全運動を実施しました。期

間中、保土ケ谷区内では 13 件の人身交

通事故が発生し、その中に踏切内におけ

る列車と歩行者の接触による死亡事故

１件が含まれています。 

  事故の内容別では幹線道路での追突事

故が全体の約 50％を占めており、時間帯

では朝方と夕方で約 60％を占めていま

す。 

 

 ○追突事故の防止 

  追突事故の原因は、わき見運転のほか、

注意力低下による漫然運転や周囲の環境

に気を奪われた結果、自分の前にいる車

をよく見ていなかったことが挙げられま

す。 

  運転は左右や後方の確認はもとより、

前方の安全確認も基本です。ハンドルを

握ったら警戒心や注意力を常に持って交

通事故を防ぎましょう。 



6 

保土ケ谷警察署通信 第 156 号 「ちょっと待って自転車・オートバイにカギを掛け

ました？」の回覧をお願いします。 

 

３ 平成 30 年度  ほどがや安全・安心教室の開催について 

（保土ケ谷警察署・地域振興課）…資料 区３ 

【10 月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 

保土ケ谷区役所と保土ケ谷警察署が連携して、ほどがや安全・安心教室を開催し、地

域の皆さまが日々の暮らしの中で、交通事故や犯罪にあわないようにするためのポイン

トの説明や情報提供を行います。 

警察官が自治会町内会館等へお伺いして、交通安全や最近の犯罪の発生状況（振り込

め詐欺など）についてお話しします。所要時間は 1 時間程度です。 

ぜひ、お気軽に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：関・山尾 

TEL:334-6302 FAX: 332-7409   

Email: ho-chiiki@city.yokohama.jp 

 

４ 保土ケ谷区内の火災・救急状況（平成 30 年９月 30 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 30 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

の 

火災※ 

焼損
面積 
（㎡） 

死者 
（人） 

負傷者 
（人） 

平成 30 年 25(517) 14 5 6 71 0 6 
平成 29 年 26(614) 10 4 12 92 1 0 
増△減 △1 (△97) 4 1 △6 △21 △1 6 

  ※ その他の火災とは、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 3 5 1 1 1 
平成 29 年 7 3 1 0 2 
増△減 △4 2 0 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 4 
保土ケ谷南部地区 1 中央地区 3 川島原地区 0 
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保土ケ谷中地区 1 中央東部地区 2 西谷地区 0 
保土ケ谷東部地区 1 和田・釜台地

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 1 川島東部地区 1 その他、未加盟 7 

                                                        計 25 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 8,341(152,969) 5,666 1,499 504 672 30.6 
平成 29年 8,059(144,404) 5,483 1,401 509 666 29.5 
増△減 282( 8,565) 183 98 △5 6 1.1 

 
※ 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 

   １ 平成 30 年９月 11 日(火)   仏向町 建物火災(負傷者なし) 

 

【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 

 
５ 平成 31 年保土ケ谷区消防出初式の開催について 

（保土ケ谷消防署）…資料 区５  

【資料の送付はありません】  

 
  平成 31 年１月５日（土）午前 10 時 00 分から午前 11 時 30 分まで、保土ケ谷公会堂

及び川辺公園で、「平成 31 年保土ケ谷区消防出初式」を開催します。 

消防出初式では、消防業務に深くご理解ご協力いただいた方々への感謝状等の授与

や西谷のお囃子、保土ケ谷小学校特別音楽クラブの演奏、消防車両展示等を開催し、

最後には川辺公園で、消防署員及び消防団員による一斉放水を行います。皆様のご来

場を心よりお待ちしております。 

 

【連絡先】 

 保土ケ谷消防署庶務課 担当：藤馬 

 TEL: 334-6696 FAX: 334-6699 

Email: ka00-touma@city.yokohama.jp 

 
６ 行政への提言・要望への回答書について                   

（保土ケ谷区民会議）…資料 区６ 

【資料の送付はありません】  
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平成 30 年度「地域のつどい」の提言・要望に対する行政からの回答を 10 月 15 日に

区長からいただきました。後日、提言・要望に対する回答書を各自治会町内会に送付

させていただきます。  

 

【連絡先】 

保土ケ谷区区政推進課 担当：春原 

TEL: 334-6221 FAX: 333-7945 

Email: sa01-sunohara@city.yokohama.jp 

 

７ 平成 30 年度「区民のつどい」ポスター掲示依頼について 

（保土ケ谷区民会議）…資料 区７ 

【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】  

 
  平成 30 年度の「区民のつどい」を 12 月８日（土）保土ケ谷公会堂にて開催の予定

です。 

つきましては、各自治会町内会掲示板へのポスター掲示をお願いいたします。 

 

【連絡先】 

 保土ケ谷区区政推進課 担当：春原 

 TEL: 334-6221 FAX: 333-7945 

Email: sa01-sunohara@city.yokohama.jp 

 

８ 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（情報提供） 

（福祉保健課）…資料 区８ 

【10 月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 
  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、今年

度の振り返りを実施していただくよう、各地区社協会長あてに依頼しました。 

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

しくお願いします。 

 

【連絡先】 

 保土ケ谷区福祉保健課 担当：野澤・森田・平田 

 TEL: 334-6341 FAX: 333-6309 

Email: ho-hukuho@city.yokohama.jp 

 

９ 平成 31 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事務局）…資料 区９ 

【10 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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  平成 31 年１月５日（土）に恒例の賀詞交換会を「ほどがや地区センター」で開催し

ます。 

11 月中旬～下旬に、自治会町内会の皆さまにご案内を郵送いたしますので、お申込

みをお願いいたします。 

   

【連絡先】 

保土ケ谷区総務課 担当：遠藤・石崎 

TEL: 334-6203 FAX: 334-6390  

Email: ho-somu@city.yokohama.jp 

 

10 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 10 

【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】  

 
  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、皆さま是非ご

参加ください。 

○日 時：平成 30 年 12 月 13 日（木）15：00～16：45（14：30 開場） 

○会 場：保土ケ谷公会堂 

○テーマ：大人の知らない子どもの素顔 ネット・スマホの世界 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区総務課 担当：遠藤・畑下 

TEL: 334-6373 FAX: 334-6390  

Email: ho-somu@city.yokohama.jp 

 

11 アバガル・カルテット来日記念講座の開催について 

（地域振興課）…資料 区 11 

【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】  

 
  保土ケ谷区とブルガリア共和国の首都ソフィア市は、平成 20 年からパートナー都市

協定を締結しています。この度、交流事業として、平成 30 年 11 月 15 日（木）にブル

ガリアの女性コーラスグループをお招きし、アバガル・カルテット来日記念講座を開

催します。 

つきましては、各自治会町内会掲示板へのポスター掲示をお願いいたします。 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区地域振興課 担当：田村 

TEL: 334-6305 FAX: 332-7409 

Email: ho-chiiki@city.yokohama.jp 
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12 平成 30 年度 自治会町内会長感謝会の開催について 

（地域振興課）…資料 区 12 

【10 月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】 

 
「平成 30 年度自治会町内会長感謝会」を下記のとおり開催いたします。開催の時

間、出欠の確認は後日改めて各会長宛てに案内をお送りいたします。また、表彰の受

賞者につきましては、11 月初旬頃に、名簿の記載の誤りや漏れ等がないかの確認を別

途依頼いたします。 

 

○日程 平成 31 年３月１日（金） 午後３時から（予定） 

※ご来場いただく時間、出欠の確認は後日改めて各会長宛てに案内をお送りします。 

○会場 モンテファーレ（保土ケ谷区天王町２－45－55） 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区地域振興課 関、岸本、亀井 

TEL：334-6303 FAX：332-7409 

Email:ho-jichikai@city.yokohama.jp 

 

13 回覧依頼・掲示依頼・資料提供                 …資料 区 13 

 

【回覧依頼（岩間地区、中央地区のみ）】 

・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などについて （総務局） 

 

【回覧依頼】 

・生活安全ニュース「青パト ほどがや」第 30 号       （保土ケ谷防犯協会） 

・保土ケ谷区地域力通信第 10 号                 （区政推進課） 

・「スポーツかるがも」第 51 号         （区スポーツ推進委員連絡協議会） 

・第 27 回かるがもファミリーマラソン大会参加者募集チラシ    （地域振興課） 

 

【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） 

・防火ポスター                      （保土ケ谷消防署） 

 ・障害福祉のお仕事フェア in ほどがや     （ほどがや地域活動ホームゆめ） 

 ・ほどがやこどもニコニコフェスタ（ほどがやこどもニコニコフェスタ運営委員会） 

【資料提供】 

・保土ケ谷区の高齢者の消費者被害の状況について          （経済局） 
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Ⅲ  『その他』  

 

 

 

 
Ⅳ  『次回定例会』  

11 月定例会 

  ◎開催日 平成 30 年 11 月 19 日（月） 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！！！  

 保土ケ谷区の自治会町内会に関する情報や、区連会定例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 
 

検 索 


