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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 31 年１月 18 日（金）      

午後３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、 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。７年間保存できる備蓄飲料水「横浜水缶」の特典付き販

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 

１月９日（水）から３月 21 日（木）まで 

○特典 

 ア 期間中のご注文は配達料無料 

 イ ３箱購入ごとに給水リュック１個プレゼント 

 ウ 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 

水道局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：山本 

TEL: 252-9001 FAX: 241-2570 

Email: su-nakamurasuidou@city.yokohama.jp 

 

２ 「横浜市中期４か年計画 2018～2021」の策定について  

（政策局）…資料 市２  

【資料の送付はありません】 

 
  平成30年10月４日、市会第３回定例会にて「横浜市中期４か年計画2018～2021」が

議決され、計画が確定しました。 

計画の策定にあたっては、市民意見募集やパブリックコメントの周知にご協力を賜

り、おかげさまで、多くの市民の皆さまから貴重な御意見をいただくことができまし

た。 

計画の冊子については市民情報センター及び各区役所で閲覧に供しているほか、市

民情報センターで販売(１冊700円）しています。概要版は、市民情報センター及び各

参考資料  
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区役所で配布（無料）しています。なお、冊子及び概要版は、横浜市ホームページに

も掲載しています。 

 

【連絡先】 

 政策局政策課 担当：安達・政木 

TEL：671-2197 FAX：663-4613 

Email:ss-newplan@city.yokohama.jp 

  

３ 「横浜みどりアップ計画[2019-2023]」の概要版リーフレットの自治会・町内会での

回覧について  

（環境創造局・財政局）…資料 市３  

【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】  

 
 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。 

２期目にあたる現行計画は、平成 30 年度末に計画期間を満了しますが、この度、10

月の市会において、横浜みどり税条例の一部改正が議決されたのに合わせ、３期目の

計画である「横浜みどりアップ計画[2019-2023]」を策定しました。 

つきましては、計画の概要版リーフレットの自治会町内会での回覧をお願いいたし

ます。 

 
【連絡先】 

環境創造局政策課 担当：北野 

TEL: 671-4214 FAX: 641-3490 

Email: ks-mimiplan@city.yokohama.jp 

 

４ 平成 31 年４月７日執行   統一地方選挙に関するお願いについて  

（選挙管理委員会事務室）…資料 市４  

【啓発チラシ：選挙管理委員会事務室（総務課）より２月末にお送りします】 

【啓発ポスター：選挙管理委員会事務室（総務課）より２月末にお送りします】 

 
 平成 31 年４月７日執行の統一地方選挙（市議会議員選挙･県議会議員選挙･県知事選

挙）に関し、選挙管理委員会事務室からの各種依頼事項の対応について、よろしくお

願いします。 

 

 ○当日投票所の投票管理者の推薦  

 ○期日前投票所（区役所・イコットハウス）の投票立会人の推薦  

 ○選挙啓発チラシの回覧及び選挙啓発ポスターの掲出  

  （２月末に各自治会町内会長様あてに郵送する予定です。）  
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 ○選挙公報の配布  

  （２月に各自治会町内会長様あて配布部数･配布先等の照会をいたします。） 

 

【連絡先】 

選挙管理委員会事務室（総務課統計選挙係） 担当：吉川 

TEL: 334-6207 FAX: 334-6390 

Email: ho-tksk@city.yokohama.jp 

 

５ 横浜市認知症高齢者等見守りシール事業について  

（健康福祉局）…資料 市５  

【１月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 
 行方不明になった認知症の高齢者等ができるだけ早く自宅に戻れるよう、ご本人の

個人情報を保護しながら身元を特定できる「見守りシール事業」を開始します。 

対象者は要件を満たす認知症高齢者等で、警察や区役所等連携する「認知症高齢者

等ＳＯＳネットワーク」と連動し対応していきます。 

 
【連絡先】 

保土ケ谷区高齢・障害支援課 担当：関根 

TEL: 334-6328 FAX: 331-6550 

Email: ho-koreisyogai@city.yokohama.jp 

 

６ 横浜市民の危機管理アンケート調査結果について  

（総務局）…資料 市６  

【１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、今後の事業の見直しなどに活用するため、市民の皆さまの日頃からの

「自助」・「共助」の意識や取組状況を把握する「横浜市民の危機管理アンケート調査」

を実施しました。 

このたび、調査結果をとりまとめましたので、ご報告いたします。 

 
【連絡先】 

総務局危機管理課 担当：茂木 

TEL: 671-4351 FAX: 641-1677 

Email: ma00-motegi@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 12 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  

  【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 158 号 「振り込め詐欺にご注意」の回覧をお願いします。 

○犯罪の発生状況（平成 30 年 12 月末） 

 12月中  12月末 前年比 

振り込め詐欺 2 49 -1 

ひったくり  0 4 ±0 

空 き 巣  3 33 +3 

自 動 車 盗 0 2 -17 

オートバイ盗 3 67 -31 

自 転 車 盗  2 125 +12 

自動販売機

ね ら い  
0 0 -4 

車上ねらい 4 57 +1 

そ の 他 41 467 -124 

計  55 804 -161 

 ○平成 30 年中  
犯罪の発生件数は、前年と比べてマイナ

ス 161 件と減少しています。 

 年間を通じて自転車の盗難が多発してい

ることから、駐輪する際は、自宅敷地内で

あっても必ず施錠をするように心掛けまし

ょう。 

 
○振り込め詐欺対策  

平成 30 年中、保土ケ谷区内で 49 件、約

１億 3000 万円の被害がありました。 

引き続き、被害防止対策を進めてまいり

ます。 

○交通事故発生状況（平成 30 年 12 月末） 

  12月中  12月末 前年比 

発生件数  51 587 ＋13 

死 者 数  0 5 ＋4 

負傷者数  62 660 ＋33 
 
○平成 30 年中 

  人身交通事故の発生件数及び負傷者数

は前年と比べ増加となりました。 

  また、交通死亡事故は５件発生してい

ますが、うち３件は他の車が介在しない

単独事故で、この他には踏切内での事故

が含まれています。 

  二輪車事故にあっては事故全体の約４

割を占めていますが、関係団体や行政機

関の皆様と連携した活動により、前年比

マイナス 12 件となっています。 

  しかしながら、高齢者、子ども、自転

車が関係する事故が増加傾向にあるこ

とから、引き続き交通事故防止対策を推

進してまいります。 

 

 ○ドライバーの皆様へ 

  昨年１月後半には、雪の影響による事

故が発生しています。この時期は降雪や

降雨後の気温低下による路面凍結が懸念

されます。運転をされる際は、道路状況

をよく確認した上で、いつも以上に速度

を落とすなど、安全運転を心掛ける必要

があります。 

  また雪に備えてチェーンの準備も忘れ

ずにお願いします。 
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３ 平成 30 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 30 年中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 34(701) 18 6 10 71 0 8 
平成 29 年 41(854) 21 5 15 158 1 3 
増△減 △7(△153) △3 1 △5 △87 △1 5 

  ※ 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 
電気器具 

放火（疑い
を含む） 

 
たばこ 

 
排気管 こんろ 

平成 30 年 6 5 5 3 3 
平成 29 年 2 12 7 3 2 
増△減 4 △7 △2 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 6 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 3 

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 1 
岩井町原地区 1 川島東部地区 1 その他、未加盟 9 

                                                        計 34 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 11,208(203,768) 7,605 2,008 684 911 30.7 
平成 29 年 10,641(193,412) 7,177 1,902 701 861 29.2 
増△減 567( 10,356) 428 106 △17 50 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（平成 30 年 11 月～12 月中） 

   １ 平成 30 年 11 月 22 日(木)  横浜新道上り 0.6 ㎞ 車両火災(負傷者なし) 

   ２ 平成 30 年 12 月 5 日(水)  横浜横須賀道路下り 1.4 ㎞ その他の火災 

(負傷者なし) 

   ３ 平成 30 年 12 月 9 日(日)  天王町１丁目 建物火災(負傷者なし)  

   ４ 平成 30 年 12 月 10 日(月)  新井町 その他の火災(負傷者なし) 

５ 平成 30 年 12 月 31 日(月)  上菅田町 その他の火災(負傷者なし) 
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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 地域包括ケアシステム保土ケ谷区行動指針に基づく戸別訪問の試行結果について 

（保土ケ谷消防署）…資料 区４  

【資料の送付はありません】  

 
地域包括ケアシステム保土ケ谷区行動指針の推進にあたり、消防署として重点取組

分野のうち、「介護予防」と「生活支援の充実」の分野において、多職種の方々と連携

しながら、今後の全区展開を見据え、高齢者世帯を中心に戸別訪問を試行的に実施し

ました。 

 

【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 ～土砂災害に備えていただくために～ 

土砂災害防止法に基づく基礎調査結果の公表と説明会の開催について 

（神奈川県横浜川崎治水事務所）…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回覧をお願いします】  

 
  神奈川県では、土砂災害防止法に基づく土砂災害“特別”警戒区域（通称：レッド

ゾーン）の指定に向けた調査を進めており、この度、保土ケ谷区の調査結果を平成 31

年１月末に公表する予定です。 

  また、調査結果に関する説明会を開催しますのでお知らせします。 

   

  ○開催日時 

平成 31 年２月 23 日（土） 

   北部の方 10 時～11 時 30 分 

   南部の方 14 時～15 時 30 分 

  ○開催会場 

   峯小学校 体育館 

 

【連絡先】 

横浜川崎治水事務所急傾斜地第一課 担当：若狭 

TEL: 411-2520 FAX: 411-2602 

Email: hamasui.1945.kyukei-1@pref.kanagawa.jp 



7 

 
６ 相模鉄道本線（星川駅～天王町駅）連続立体交差事業 

及び周辺道路整備事業について 

（道路局）…資料 区６ 

【資料の送付はありません】  

 
今年度、全線高架化が完成した相模鉄道本線（星川駅～天王町駅）連続立体交差事

業について、平成 30 年 11 月 17 日に行いました式典と 11 月 24 日に実施しました上り

線高架化切替工事の報告をいたします。 

また、本事業の全線高架化後の工事を下記の通り進めてまいります。 

○旧踏切部の工事（平成 31 年 3 月頃まで） 

○周辺道路及び星川駅前交通広場の整備（平成 33 年度頃まで） 

 

【連絡先】 

道路局事業推進課 担当：堀田 

TEL: 671-2792 FAX: 651-6527 

Email: do-tetsudou@city.yokohama.jp 

 

７ 保土ケ谷区洪水ハザードマップの配付について 

（総務局）…資料 区７ 

【２月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 
  平成 27 年の水防法改正に伴い帷子川水系の浸水想定区域の一部が改訂されました。 

そのため、新たに改訂した保土ケ谷区洪水ハザードマップを、帷子川水系の川沿い

の洪水浸水想定区域にある全世帯及び全事業所に配付します。 

また、合わせて、資料を２月の地域振興課配送ルートで自治会町内会にお送りしま

す。 

 

【連絡先】 

 総務局情報技術課 担当：平田 

 TEL: 671-4141 FAX: 641-1677 

Email: so-johogijutsu@city.yokohama.jp 

 

８ 「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８ 

【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 年度 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協力をお願いいたします。 

 

○日時 平成 31 年２月 16 日(土) 13 時 30 分から 15 時 00 分まで 
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○場所 保土ケ谷公会堂 

○内容 第一部：地域の方による取組事例発表 

          地域と要援護者施設との災害時の連携(川島第四町内会) 

      第二部：講演 「災害時のペット対策について考えましょう」 

          講師：平井 潤子 氏(特定非営利活動法人 アナイス 代表) 

細水  明 氏(保土ケ谷区獣医師会 会長) 

 

【連絡先】 

 保土ケ谷区総務課 担当：三瓶・海野 

 TEL: 334-6204 FAX: 334-6390 

Email: ho-saigai@city.yokohama.jp 

 

９ 平成 31 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 

（ほどがや花の街推進連絡会事務局）…資料 区９ 

【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、平成 31 年度の被表彰候補者について、該当する個人・団体の推薦を

お願いします。 

   

【連絡先】 

保土ケ谷区地域振興課 担当：柴田・井上 

TEL: 334-6304 FAX: 332-7409 

Email: ho-shigen@city.yokohama.jp 

 

10 自治会町内会イベント用ポスター･チラシ作成講習会の開催について 

（地域振興課）…資料 区 10 

【１月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 
  保土ケ谷区主催で、自治会町内会イベント用ポスター･チラシ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 28 日（木）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。 

＜開催概要＞ 

○日時・会場 

平成 31 年３月 23 日（土）10:30～12:00（受付 10：00～） 

ほどがや地区センター 中会議室 

○内容 

講習会『デザイン専門学校講師が教える！ポスター･チラシの作り方』 
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デザインの基礎をふまえ、魅力的なポスター･チラシ作成のコツをご教授いただき

ます。 

○講師 

   宅間 智久氏（学校法人石川学園 横浜デザイン学院） 

 

【連絡先】 

保土ケ谷区地域振興課 担当：関、亀井、岸本 

TEL: 334-6303 FAX: 332-7409 

Email: ho-jichikai@city.yokohama.jp 

 

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

 

【回覧依頼】 

・保土ケ谷区移動情報センター広報紙「いこう ya ほどが ya 通信」第３号 

（区社会福祉協議会） 

・「スポーツかるがも」第 52 号 

（区スポーツ推進委員連絡協議会） 

・ほどがやスポーツ祭り                    （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」１月号   （経済局） 

・保土ケ谷歴史まちあるき 2019～オープンヘリテイジ～      （区政推進課） 

 ・平成 31 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 

 （地域振興課・区政推進課） 

 ・防犯ポスター                         （地域振興課） 

 

【資料提供】 

・「更女だより」第 21 号                  （区更生保護女性会） 

 
12 自治会町内会未加入世帯に対する加入案内ツールの配布について 

（区連会事務局）…資料 区 12 

【１月の地域振興課配送ルートで１部お送りします】  

 
  自治会町内会未加入世帯に対する加入案内チラシを作成いたしました。また、本チ

ラシを通じて自治会町内会に加入していただいた方にお渡しいただくよう、特典の簡

易防災セットも準備いたします。 

  チラシ、簡易防災セットは区役所地域振興課窓口にてお配りします。ぜひ自治会町

内会への加入促進にご活用、ご協力いただきますよう、お願い申し上げます。 

   

  ※簡易防災セットは３月初旬の納品を予定しております。また、予算の都合上、ご

用意できる数に限りがございます。大変申し訳ありませんが、窓口での配布個数
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は、１自治会あたり 10 個を上限とさせていただきます。 

（加入者多数につき追加で必要となった場合は、改めてご相談ください。） 

 

【連絡先】 

区連会事務局（地域振興課地域活動係） 担当：関、亀井、岸本 

TEL: 334-6303 FAX: 332-7409 

Email: ho-jichikai@city.yokohama.jp 

 

Ⅲ  『その他』  

 

 

 

 
Ⅳ  『次回定例会』  

２月定例会 

  ◎開催日 平成 31 年２月 18 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 


