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保土ケ谷区連合町内会長連絡会  11 月定例会  
 

日 時 平成 30 年 11 月 19 日（月）      

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 横浜市「保健活動推進員」、「スポーツ推進委員」及び「明るい選挙推進協議会推進

員」の御推薦について  

    （健康福祉局・市民局・保土ケ谷区明るい選挙推進協議会事務局）…資料 市１  

【11 月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 
現在、活動している「保健活動推進員」、「スポーツ推進委員」及び「明るい選挙推

進協議会推進員」の任期が、平成 31 年３月 31 日をもって満了になります。そこで、

次期の委嘱をするため、各自治会町内会からの推薦をお願いします。 

つきましては、各自治会町内会長様あてに依頼文をお送りします。  

御不明な点等ございましたら、下記の各担当までお問い合わせください。 

 

○提出期限 平成 31 年２月 28 日（木） 

 

【連絡先】 

≪保健活動推進員≫ 

保土ケ谷区福祉保健課 担当：田川 

TEL：334-6344 FAX：333-6309 

Email：ho-fukuho@city.yokohama.jp 

≪スポーツ推進委員≫ 

保土ケ谷区地域振興課 担当：西戸 

TEL：334-6308 FAX：332-7409 

Email：ho-chiiki@city.yokohama.jp 

≪明るい選挙推進協議会推進員≫ 

保土ケ谷区明るい選挙推進協議会事務局（保土ケ谷区総務課） 担当：深澤 

TEL：334-6207 FAX：334-6390 

Email：ho-tksk@city.yokohama.jp 

 

２ 平成 31 年度  家庭防災員研修受講者の推薦のお願いについて  

（消防局）…資料 市２  

【推薦依頼：11 月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】 

【ちらし：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】 

 
  家庭防災員制度は、近年、「自助」とともに「共助」の重要性が高まっていること

などを踏まえ、「自助から始まり地域における防災活動の担い手としても活躍できる

参考資料  
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家庭防災員」を養成することを目的とした制度です。 

平成31年度は、次のとおり家庭防災員研修受講者の推薦を依頼します。 

自治会町内会の無理のない範囲で、ご推薦をお願いいたします。 

 

○提出期限 平成31年４月30日(火) 

○提出書類 家庭防災員研修受講者推薦書(第１号様式) 

 

【連絡先】 

 保土ケ谷消防署予防課 担当：辻 

TEL：334-6670 FAX：334-6699 

  

３ 平成 31・32 年度  横浜市環境事業推進委員の推薦について  

（資源循環局）…資料 市３  

【11 月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 
 ヨコハマ３Ｒ夢プランを進めていくうえで、重要な役割を担う環境事業推進委員の

任期（２年間）が終了することに伴い、平成 31 年度に新たに委嘱する環境事業推進委

員の推薦をお願いいたします。 

 

 ○提出期限 平成 31 年２月 28 日（木）必着 

 ○提出書類 平成 31・32 年度 横浜市環境事業推進委員推薦書(様式１) 

 
【連絡先】 

資源循環局 街の美化推進課 担当：山村 TEL: 671-3817 FAX: 663-8199 

Email: sj-machibika@city.yokohama.jp 

        保土ケ谷事務所 TEL: 742-3715 

 

４ 「横浜市自転車活用推進計画（素案）」に係る市民意見募集の実施について  

（道路局）…資料 市４  

【11 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、「横浜市自転車総合計画」をもとに、「横浜市自転車活用推進計画」の

策定を予定しています。 

計画の策定にあたり、幅広く市民の皆様のご意見を伺うため、市民意見募集を実施

します。 

 

【連絡先】 

道路局交通安全・自転車政策課 担当：渡部 

TEL: 671-3644 FAX: 663-6868 

Email: do-kotsujitensya@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（平成 30 年 10 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  

  【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】  

   
保土ケ谷警察署通信 第 157 号 「年末年始特別警戒」の回覧をお願いします。 

○犯罪の発生状況（平成 30 年 10 月末） 

 10月中  10月末 前年比 

振り込め詐欺 6 46 +5 

ひったくり  2 4 +1 

空 き 巣  2 21 -5 

自 動 車 盗 0 2 -16 

オートバイ盗 6 62 -26 

自 転 車 盗  20 110 +21 

自動販売機

ね ら い  
0 0 -3 

車上ねらい 7 49 ±0 

そ の 他 54 387 -96 

計  97 681 -119 

 ○10 月末現在  
  犯罪の発生件数は、引き続き減少傾向に

あります。  
 
○乗物の盗難が急増中  

オートバイや自転車の盗難が急増してい

ます。  
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。  
備付けの施錠設備のほかにチェーン錠な

どでダブルロックをするとより効果的で

す。  
 
○年末年始特別警戒の実施（12/1～1/3）  

区民の皆様が年末年始を平穏に迎えられ

るよう、振り込め詐欺対策、金融機関やコ

ンビニエンスストアに対する警戒活動、子

ども、女性及び高齢者の犯罪被害防止に向

けた啓発活動を強力に推進してまいりま

す。  

○交通事故発生状況（平成 30 年 10 月末） 

  10月中  10月末 前年比 

発生件数  55 496 ＋32 

死 者 数  0 5 ＋5 

負傷者数  60 585 ＋52 
 
○10 月末現在 

  人身交通事故の発生件数、負傷者数は

前年と比べ増加となっています。 

 

 ○二輪車事故が多発 

  二輪車事故が事故全体の４割を超えて

おり、その半数近くが交差点における事

故となっています。また、歩行者との事

故により二輪車が加害者になるケースも

目立っています。 

  交差点での右左折では、対向車や横断

中の歩行者に十分注意するとともに、「昼

間でもライトオン」、「死角に入らない」、

「目立つ服装にする」など、進んで安全

の確保に努めましょう。 

 

○飲酒運転根絶強化月間・年末の交通事 

故防止運動の実施 

  年末は、「飲酒運転根絶強化月間(12/1

～12/31)」、「年末の交通事故防止運動

(12/11～12/20)」が行われます。 

  悲惨な事故を引き起こす飲酒運転の根

絶と「交通事故に遭わない、遭わせない」

という意識を家庭、職場、地域等で高め、

スローガンである「無事故で年末 笑顔

で新年」を実現しましょう。 
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３ 保土ケ谷区内の火災・救急状況（平成 30 年 10 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 10 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

の 

火災※ 

焼損
面積 
（㎡） 

死者 
（人） 

負傷者 
（人） 

平成 30 年 29(577) 17 5 7 71 0 8 
平成 29 年 29(665) 12 4 13 92 1 0 
増△減 0 (△88) 5 1 △6 △21 △1 8 

  ※ その他の火災とは、雑草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 4 5 1 1 3 
平成 29 年 8 3 2 1 2 
増△減 △4 2 △1 0 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 5 川島原地区 0 
保土ケ谷中地区 1 中央東部地区 3 西谷地区 1 
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 29 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 9,247(169,460) 6,278 1,665 565 739 30.4 
平成 29年 8,885(160,473) 5,989 1,581 575 740 29.2 
増△減 362( 8,987) 289 84 △10 △1 1.2 

 
※ 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 10 月１日(月)   宮田町３丁目 建物火災(負傷者なし) 

   ２ 平成 30 年 10 月６日(土)  鎌谷町 その他の火災(負傷者なし) 

   ３ 平成 30 年 10 月 21 日(日)  天王町１丁目 建物火災(負傷者１名発生) 

４ 平成 30 年 11 月 21 日(日)  西谷町(負傷者１名発生) 
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【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 

 

４ 平成 30 年度 保土ケ谷区社会福祉協議会世帯賛助会費の募集について 

（区社会福祉協議会）…資料 区４  

【保土ケ谷区社会福祉協議会より 11 月下旬にお送りします】  

 
区社協世帯賛助会費の募集にあたり、各自治会町内会での募集、取りまとめ及び区

社協宛の送金等について、ご協力をお願いいたします。会費募集に関する依頼文及び

協力を呼びかけるチラシ等を 11 月末までに各自治会町内会宛に配送させていただき

ます。 

年度内に地区社協活動費として還元させていただき、次年度予算に組み込んでいた

だけるよう、平成 31 年２月末までにご送金いただきたくお願いいたします。 

なお、例年のことで恐縮ですが、当該会費は本会の趣旨に賛同していただき会費を

納入いただくものであり、任意の参加、任意の額でのご協力という点を本年もご周知

くださいますようお願い致します。 

 

【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 

Email: h@shakyohodogaya.jp 

 
５ 日本赤十字社会費募集協力事務費、共同募金広報紙「共同募金ほどがやだより」及

び区社協広報紙「社協ほどがや」配布手数料の送金について 

（区社会福祉協議会）…資料 区５  

【保土ケ谷区社会福祉協議会より 11 月下旬にお送りします】  

 
  ５月にご協力いただいた日赤会費にかかる募集協力事務費と 10 月に配布いただい

た広報紙２件分の配布手数料（「共同募金ほどがやだより」と「社協ほどがや」）につ

いて、11 月末に各自治会町内会の指定金融機関口座に振り込みをさせていただきます。 

  つきましては各自治会町内会会長宛てに当該手数料の内訳などを記載した通知文を

別途郵送いたします。内容をご確認いただき、会計担当の方への引継ぎと入金確認に

ついてご手配のほど、よろしくお願いいたします。 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区社会福祉協議会 担当：土田・高戸・井上 

TEL:341-9876 FAX:334-5805 

Email: h@shakyohodogaya.jp 
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６ 平成 30 年度「地域のつどい」で出された地域で検討する事項の送付について      

（保土ケ谷区民会議）…資料 区６ 

【11 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「地域のつどい」で出された、地域で検討する事項をとりまとめました

ので、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: 334-6223 FAX: 333-7945 

Email: sa01-sunohara@city.yokohama.jp 

 

７ 「平成 30 年度区民のつどい」参加についてのお願い 

（保土ケ谷区民会議）…資料 区７ 

【11 月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 
  平成 30 年度の「区民のつどい」を 12 月８日（土）午後１時～３時 30 分 保土ケ谷

公会堂にて開催いたします。 

つきましては、各自治会町内会から３名程度のご出席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: 334-6223 FAX: 333-7945 

Email: sa01-sunohara@city.yokohama.jp 

 

８ 保土ケ谷消防署移転新築工事の開始について 

（消防局）…資料 区８ 

【資料の送付はありません】  

 
  現在、保土ケ谷区川辺町２－９に所在する保土ケ谷消防署を保土ケ谷区神戸町 140

－５（市有地）に移転整備するため、工事を開始します。 

【工事期間】                   

平成 30 年 11 月 21 日から平成 32 年１月末(予定) 

※移転整備後、現保土ケ谷消防署は解体し、その跡地に消防本部庁舎を整備します。 

【運用開始時期】 

平成 32 年２月中を予定しています。 

【関係者】                   

・工事発注課：横浜市消防局 施設課 

・工事担当課：横浜市建築局 施設整備課 

 

【連絡先】 
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 消防局施設課 担当：神原・梅野 

 TEL: 334-6405 FAX: 334-6510 

Email: sy-shisetsu@city.yokohama.jp 

 

９ 保土ケ谷ほっとなまちづくり事例集について 

（福祉保健課）…資料 区９ 

【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】  

 
  平成 28 年度から実施している第３期保土ケ谷ほっとなまちづくり（地域福祉保健計

画）について、中間年度にあたり、事例集を作成しました。 

各自治会町内会において、回覧にご協力くださいますようお願いいたします。 

   

【連絡先】 

保土ケ谷区福祉保健課 担当：森田・山中 

TEL: 334-6343 FAX: 333－6309 

Email: ho-hukuho@city.yokohama.jp 

 

10 地域行事での食品衛生マニュアルの発行について 

（生活衛生課）…資料 区 10 

【11 月の地域振興課配送ルートで３部お送りします】  

 
  地域行事での食品提供につきまして、食中毒予防の観点から「地域行事での食品衛

生マニュアル」を作成、発行しました。食中毒予防のポイントやよくある質問とその

回答をまとめた内容となっています。 

各自治会へ３部配布しますので、行事、模擬店に携わるより多くの関係者の方にご

一読いただき、活用いただきますようお願いします。 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区生活衛生課 担当：佐藤 

TEL: 334-6361 FAX: 333-6309 

Email: ho-eisei@city.yokohama.jp 

 

11 回覧依頼・掲示依頼・資料提供                 …資料 区 11 

 

【回覧依頼】 

・保土ケ谷税務署からのお知らせ              （保土ケ谷税務署） 

・保土ケ谷区さわやかスポーツフェスティバル 

（保土ケ谷区さわやかスポーツ普及委員会） 

・神奈川県警「県民のまもり」第 307 号           （保土ケ谷警察署） 

・年末年始のごみと資源物の収集日程              （資源循環局） 

・「第５回ほどがや防犯川柳コンクール」作品募集チラシ      （地域振興課） 
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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」11 月号   （経済局） 

・平成 31 年 保土ケ谷区消防出初式ポスター         （保土ケ谷消防署） 

 ・ほっとなまちづくりフォーラム～第 36 回保土ケ谷区社会福祉大会～ 

（福祉保健課・区社会福祉協議会） 

 ・ほどがや DancePerformance 出演者募集ポスター         （地域振興課） 

 

【資料提供】 

・「保護司会報 すみれ」第 50 号              （保土ケ谷保護司会） 

・横浜市営貸切バスのご案内                     （交通局） 

・平成 30 年度 飲酒運転根絶強化月間横浜市実施要綱          （道路局） 

・平成 30 年度 年末の交通事故防止運動横浜市実施要綱         （道路局） 

 

Ⅲ  『その他』  

 

 

 

 
Ⅳ  『次回定例会』  

１月定例会 

  ◎開催日 平成 31 年１月 18 日（金） 午後３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 


