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Ⅰ『市連会報告』  

 

１ 新型コロナワクチン接種事業について 

健康福祉局 資料 市１ 

   

新型コロナワクチン接種について、オミクロン株対応ワクチン接種の実施に向けて準

備を進めています。 

  

【オミクロン対応株ワクチン接種の概要】 

◇ 接種対象：２回目接種を受けた 12 歳以上の全ての市民 

  ◇ 接種時期：国から、当初 10 月半ばから開始としていた接種を９月に前倒して始

めるよう通知があり、本市においても速やかに接種が開始できるよ

う準備を進めています。（開始時期・接種間隔ともに未定） 

 ◇ 接種場所：個別接種：市内医療機関約 2,000 か所（予定） 

集団接種：市内９か所程度 

施設接種：市内高齢者施設等 

  

【送付物】 

 区分 備考 

自治会長１部  会長宛ての資料です。ご一読ください。 

 

【問合せ先】 

◇ ワクチン接種全般について 

横浜市新型コロナワクチン接種コールセンター  ℡０１２０－０４５－０７０ 

◇ 資料について 

健康福祉局 健康安全課 ワクチン接種調整等担当  ℡６７１－４８４１ 

 

 

保土ケ谷区連合町内会長連絡会 ９月定例会 

令和４年９月 16 日（金）午後２時から 

保土ケ谷区役所本館 地下会議室 

 
 

 

議題要約版  
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２ 横浜市中期計画（2022～2025）素案の公表とパブリックコメントの実施に

ついて 

政策局 資料 市２ 

   

本年５月に「新たな中期計画の基本的方向」を公表し、市民意見募集や市民アンケー

ト、有識者への意見聴取等も踏まえ策定した「横浜市中期計画 2022～2025」(素案 )を令

和４年８月 30 日（火）に公表しました。  
この素案について、パブリックコメントを行いますので、各自治会での周知をお願い

します。  
なお、素案の概要とパブリックコメントの実施については、広報よこはま特別号（冊

子の概要版）を作成し、９月 18 日（日）に新聞折込にて配付します。  
 
【概要】 

◇ 実施期間：令和４年９月 15 日（木）～10 月 14 日（金）  
◇ 意見提出方法：郵送、FAX、電子メールまたは電子申請システム  

 

【送付物】 

 区分 備考 

自治会長１部  会長宛ての資料です。ご一読ください。 

 

【問合せ先】 

政策局政策課 ℡６７１－２０１０
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３ 災害用備蓄食料の無償配布（有効活用）について 

総務局 資料 市３ 

   

  横浜市の備蓄食料を知っていただくことや家庭内での備蓄を進めていただく等、防災

意識の啓発や食品ロス削減の観点から、賞味期限内の備蓄食料を無償でお配りします。

申込多数の場合は、抽選とさせていただきます。  
 
 【概要】  

◇ お配りする備蓄食料：保存パン、水缶詰、おかゆ、クラッカー、ビスケット  
◇ 対象：保土ケ谷区内の法人・団体  
◇ 申込期間：令和４年 10 月３日（月）から 10 月 14 日（金）まで  
◇ 申込方法：電子申請システム又は往復はがき  
◇ 引渡時期：令和４年 11 月７日（月）から 11 月 11 日（金）まで ※  

         ※具体的な引渡し日は、10 月下旬を目途に、郵送でお知らせします。 
◇ 引渡場所：保土ケ谷区役所（区役所２階 20 番窓口総務課までお越しください。） 

 

【送付物】 

 区分 備考 

自治会長１部  会長宛ての資料です。ご一読ください。 

 

【問合せ先】 

総務局地域防災課 ℡６７１－２０１１
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４ 第 12 次一括法による地方自治法の一部改正について 

市民局 資料 市４ 

   

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律（令和４年法律第 44 号）」（第 12 次一括法）により地方自治法が一部改正と

なり、認可地縁団体に関する条項にも変更がありましたのでお知らせします。 

なお、認可地縁団体以外の団体については、取扱いに変更はありません。 

 

【認可地縁団体に関する変更点】 

１ 書面又は電磁的方法による決議の規定の創設 

２ 解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の

見直し 

３ 認可地縁団体同士の合併の規定の創設 

 

【送付物】 

 区分 備考 

自治会長１部  会長宛ての資料です。ご一読ください。 

 

【問合せ先】 

市民局地域活動推進課 ℡６７１－２３１７ 

 

 

５ 「自治会町内会のための講習会」の開催方法の変更について 

市民局 資料 市５ 

   

令和４年度の「自治会町内会のための講習会」については、集合形式での開催を予

定していましたが、新型コロナウィルス感染症の拡大傾向に歯止めがかからないこと

などから、開催方法を変更いたします。集合形式の代替として、より多くの自治会町

内会の皆様に講習会の内容を紹介するため、講習会の内容を収録し YouTube 配信しま

す。 

 

 

【送付物】 

 区分 備考 

自治会長１部  会長宛ての資料です。ご一読ください。 

 

【問合せ先】 

市民局地域活動推進課 ℡６７１－２３１７ 
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６ 第４期横浜市教育振興基本計画（素案）及びパブリックコメントの実施に

ついて 

教育委員会事務局 資料 市６ 

   

このたび、第４期横浜市教育振興基本計画の素案を策定し、素案について９月 30 日

～10 月 31 日まで、パブリックコメントを実施します。  

つきましては、４期計画の概要をお知らせしますので、ぜひご意見をお寄せください。 

 

【第４期横浜市教育振興基本計画とは】 

 ◇概  要：「第４期横浜市教育振興基本計画」は、2018 年に横浜の教育が目指すべき

姿を描いた「横浜教育ビジョン 2030」のアクションプランです。  

３つの視点「一人ひとりを大切に」「みんなの計画・みんなで実現」「EBPM の

推進」を土台に、８つの柱・21 の施策・指標・想定事業量で構成されてい

ます。  

◇計画期間：2022（令和４）年度～2025（令和７）年度 

 

【パブリックコメント実施期間】 

◇令和４年９月 30 日（金）～ 10 月 31 日（月） 

 

【御意見の提出方法】（詳しくは、添付の概要版を御参照ください） 

① 横浜市電子申請システム（インターネットからの御提出） 

② 電子メール 

③ 郵送 

④ FAX 

 

【策定スケジュール】 

◇パブリックコメント 2022（令和４）年９月 30 日～10 月 31 日 

◇計画策定 2022（令和４）年度中 

 

【送付物】 

 区分 備考 

自治会長１部  会長宛ての資料です。ご一読ください。 

 

【問合せ先】 

教育委員会事務局教育政策推進課 ℡６７１－３２４３ 

 



6 

Ⅱ『区連会議題』  

 
１ 保土ケ谷区内の治安状況について（令和４年８月） 

保土ケ谷警察署 資料 区１ 

 
１ 犯罪発生状況  

(1) 月別発生数           （単位：件） 

   

 (2) 罪種別発生数                         （単位：件） 

   
 (3) 特殊詐欺発生数＆被害額 

   
○ＡＴＭで還付金が戻ることはありません！ 

  ○留守番電話の常時設定を、お願いします。 

 

２ 交通事故発生状況 

 ○ ９月は、「秋の全国交通安全運動」が実施されます。 

   期間 ９月 21 日（水）～30 日（金）までの 10 日間 

   
 

【送付物】 なし         【問合せ先】保土ケ谷警察署 ℡３３５－０１１０

【スローガン】 

 安全は 心と時間の ゆとりから 

 高齢者 模範を示そう 交通マナー 

【実施重点】 

 (1)子どもと高齢者を始めとする歩行者の安全確保 

 (2)夕暮れ時と夜間の歩行者事故等の防止及び飲酒運転の

根絶 

(3)自転車の交通ルール遵守の徹底 

 (4)二輪車の交通事故防止 

保土ケ谷警察署からのお知らせ  
 
保土ケ谷橋交番は令和４年９月

20 日 (火 )に一時廃止となります。 
一時廃止期間中は岩間町交番に

勤務員を配置し、対応します。  
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２ 保土ケ谷区内の火災・救急状況（令和４年８月 31 日現在） 

保土ケ谷消防署 資料 区２ 

 

令和４年１月１日から令和４年８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。  
 ■火災事案（令和４年７月及び８月中） 

   １ 令和４年７月３日（日）  星川三丁目       建物火災（負傷者なし） 

   ２ 令和４年８月 11 日（木） 仏向町         建物火災（負傷者なし） 

   ３ 令和４年８月 13 日（土） 岡沢町         建物火災（負傷者なし） 

   ４ 令和４年８月 19 日（金） 釜台町         車両火災（負傷者なし） 

   ５ 令和４年８月 24 日（水） 岩井町         その他火災（負傷者なし） 

   ６ 令和４年８月 30 日（火） 星川三丁目       車両火災（負傷者なし） 

■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） 

令和４年 25(420) 14 5 6 64 0  2 
令和３年 27(489) 22 3 2 555 1 9 
増△減 △2(△69) △8 2 4 △491 △1 △7 

  ※ 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 電気機器 ストーブ 

令和４年 7 3 3 1 
令和３年 7 2 0 0 
増△減 0 1 3 1 

 ■地区別火災件数（令和４年７月及び８月中） 

保土ケ谷地区 0 岩間地区 5 仏向地区 0 
保土ケ谷南部地区 1 中央地区 0 川島原地区 0 
保土ケ谷中地区 1 中央東部地区 1 西谷地区 0 
保土ケ谷東部地区 2 和田・釜台地区 1 上新地区 0 
保土ケ谷西部地区 1 上星川地区 1 新桜ケ丘地区 5 
権太坂境木地区 1 常盤台地区 0 上菅田地区 3 
岩井町原地区 0 川島東部地区 1 その他、未加入 2 

                                                        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 

令和４年 9,046(163,237) 6,590 1,493 336 627 37.2 
令和３年 7,579(135,563) 5,221 1,340 386 632 31.2 
増△減 1,467(27,674) 1,369 153 △50 △5 6.0 

※ 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。 

【送付物】なし  

【問合せ先】保土ケ谷消防署総務・予防課 ℡３４２－０１１９
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３ 区社協広報紙「社協ほどがや（５０号）」の配布について 

区社会福祉協議会 資料 区３ 

 

  保土ケ谷区社会福祉協議会では社会福祉の理解を広め、”誰もが暮らしやすいまちづ

くり”をすすめていく事業の一環として、広報紙「社協ほどがや」を発行しております。 

  「社協ほどがや（第５０号）」を９月下旬に発行するため、各自治会町内会の各世帯へ

の配布をお願いいたします。 

 

【広報誌「社協ほどがや」について】 

◇ 体 裁 Ａ３版フルカラー１枚（両面２ページ） 二つ折り 

◇ 配布先 保土ケ谷区内全世帯、区内公共施設 

 

【送付物】 

９月下旬に、「広報よこはま」と同じ配送ルートでご指定の場所へお届けします。  

 

【問合せ先】 

保土ケ谷区社会福祉協議会 ℡３４１－９８７６ 

 

 

 

 

４ 令和４年度共同募金・年末たすけあい募金運動へのご協力について 

区社会福祉協議会 資料 区４ 
 

  例年 10 月１日より全国で展開される「赤い羽根共同募金」について、今年度もご協力

をお願いいたします。 

共同募金の関係書類や募金募集資材を９月中旬以降に、７月に確認させていただいた

ご指定配送先にお届けします。 

なお、各自治会町内会でお取りまとめいただいた募金は、12 月中旬を目安にお振込み

くださいますようお願いいたします。 
   

 【送付物】 

別途、９月中旬以降に区社会福祉協議会より送付します。 
 

【問合せ先】 

保土ケ谷区社会福祉協議会  ℡３４１－９８７６ 
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５ 令和４年度「区民のつどい」ポスター掲示と参加についてのお願い 

保土ケ谷区民会議 資料 区５ 

 

令和４年度「区民のつどい」を開催いたします。つきましては、自治会町内会掲示板

へのポスター掲出及び皆さまのご参加をお願いいたします。 

  

【開催概要】 

◇ 日時：令和４年 11 月 12 日(土)13 時～15 時 

◇ 会場：保土ケ谷公会堂 

  

【内容】 

① 第 24 期保土ケ谷区民会議の活動報告 

② 「地域のつどい」提言・要望書に関する報告 

③ 活動パネル展示 

④ ほどがや区の歌合唱団 

⑤ 横浜サウンドストリーム（口笛演奏） 

⑥ フードドライブ・廃食油回収  

⑦ 新鮮地場野菜「夕市」 

 

【送付物】 

 区分 備考 

掲示  「区民のつどい」ポスター 

     

【問合せ先】保土ケ谷区区政推進課 ℡３３４－６２２１ 
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６ 委託事業者による漏⽔調査についての御協⼒依頼 

水道局 資料 区６ 

   

水道局では、委託事業者による保土ケ谷区内全域の地下漏水調査を実施します。 

調査方法は道路上で調査を行い、漏水の疑いが確認された場合は、事前にお客様に立

ち入りの許可を得てから漏水音の確認をさせていただきます。 

また、御不在の場合は改めて訪問させていただきます。 

※調査は無料です 

※調査員は水道局が発行した証明証を携行しています。 

 

【調査期間】 

令和４年 10 月上旬から令和４年 12 月中旬までの平日 

午前８時 45 分から午後５時 15 分まで 

 

【送付物】 

 区分 備考 

自治会長１部  会長宛ての資料です。ご一読ください。 

 
【問合せ先】 

⽔道局配⽔課漏⽔管理係 ℡３３１－１８３８ 
 

 

  



11 

７ 「給水工事受付センター」の業務開始について 

水道局 資料 区７ 

   

横浜市水道局では、これまで方面別に横浜市内７か所の水道事務所で行っていた給

水装置工事※の申込受付窓口及び水道管の埋設状況調査・図面交付窓口を１箇所に集

約し、「給水工事受付センター」の業務を開始しますのでご報告いたします。 

  

【施設概要】 

◇ 所在地：   横浜市保土ケ谷区川辺町５番地１ 

◇ 業務開始日： 令和４年 10 月３日（月） 

◇ 窓口受付時間：平日の午前８時 45 分から午後５時まで  

◇ 施設利用者：水道工事事業者、不動産事業者、ガス、電気、電話等の他企業工

事事業者等  

◇ 施設利用者数：１日あたり 200 名程度来庁予定 

【給水工事受付センターの業務内容】 

(1) 給水装置工事の申込書・完了届の受付、審査 

(2) 水道工事関係事業者や不動産関係事業者等の水道管の埋設状況調査や図面交付

対応 

(3) 市民の皆さまの給水装置に関する相談対応 

（市民の皆さまの相談対応は、引き続きお住まいを所管する水道事務所でも受け

付けします。） 

【その他】 

これまで、市内７か所で受付していた業務が集約化されることに伴い、関係事業者

が多く来庁されることが予想されるため、給水工事受付センター周辺の交通整理のた

め警備員を配置します。 

 

【送付物】 

  なし 
 

【問合せ先】 
水道局給水維持課 ℡６７１－３０６９ 
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８ 令和４年一斉改選 民生委員・児童委員及び主任児童委員推薦状況につい 

  て 

福祉保健課 資料 区８ 

   

民生委員・児童委員及び主任児童委員の一斉改選に係る９月５日現在の区内の推薦状

況及び８月末現在の市全体の推薦状況をご報告します。 

 

 
 

【送付物】 

  なし 
 

【問合せ先】 

保土ケ谷区福祉保健課 ℡３３４－６３１１ 

 

 

 

令和４年９月 5 日現在民生委員・児童委員、主任児童委員推薦状況  
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９ 「災害時のケガは、緊急度・重症度に応じた医療機関へ」について 

福祉保健課 資料 区９ 

 

横浜市では、災害時のケガについて、必要な方が必要な医療を受けられるように緊急

度・重症度に応じた医療機関を受診するよう啓発しています。 

  広く区民への周知を行うために、自治会町内会掲示板へのポスター掲示について御協

力をお願いします。 

 

【ポスターについて】 

◇ 掲示期間：令和４年 10 月１日（土）～10 月 31 日（月） 

 ◇ 仕  様：Ａ４サイズ カラー印刷 １枚 

 

【参考】 

１ ポスター記載の「のぼり旗」について 

横浜市では、震度６弱以上の大規模な地震が発生した際に、診療や開局が可能な

医療機関や薬局は「診療中」「開局中」と記載されたのぼり旗を掲出し、対応するこ

ととしています。 

保土ケ谷区の医師会・歯科医師会・薬剤師会の協力のもと、10 月 24 日（月）～26

日（水）にのぼり旗掲出訓練を実施予定です。 

 

 ２ 災害拠点病院・災害時救急病院について 

◇  災害拠点病院（近隣区） 

       市民病院  ℡３１６－４５８０ 

    

◇  災害時緊急病院（保土ケ谷区） 

        聖隷横浜病院 ℡７１５－３１１１ 

横浜保土ケ谷中央病院 ℡３３１－１２５１ 

育生会横浜病院 ℡７１２－９９２１ 

港北病院 ℡３８１－０１８０ 

常盤台病院 ℡３４１－７７００ 

イムス横浜狩場脳神経外科病院 ℡７２１－３１３１ 

 

【送付物】 

 区分 備考 

掲示  災害時のケガに関する啓発ポスター 

     

【問合せ先】保土ケ谷区福祉保健課 ℡３３４－６３４３ 
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10  ICT の活用に関する講座について 

区政推進課 資料 区 10 

 

    新しい生活様式を踏まえた地域における活動や交流が継続できるよう、ウェブ会議な

どのアプリの利用方法やスマートフォンの利用方法など、ICT の活用に関する知識・技

術を身に着けるための講座を開催します。 

 

【講座内容】 

 日時  会場  申込期間  

初めてのスマホ講座① 

（スマホ持参必須） 

10 月 12日（水） 
10 月 13日（木） 

ほどがや地区センター 
９月 15 日（木） 

～９月 30 日（金） 

初めてのスマホ講座② 

（スマホ持参必須） 

11 月９日（水） 
11 月 16日（水） 

西谷地区センター 
10 月 17 日（月） 

～10 月 31 日（月） 

LINE の使い方講座 

（スマホ持参必須） 

12 月７日（水） 
12 月８日（木） 

ほどがや市民活動センター 

アワーズ 

11 月 15 日（火） 

～11 月 30 日（水） 

Zoom の使い方講座 12 月 15日（木） 
ほどがや市民活動センター 

アワーズ 

11 月 15 日（火） 

～12 月８日（木） 

  ※２日間開催される講座は、両日受講必須となります。 

※「初めてのスマホ講座①」と「初めてのスマホ講座②」は同内容の講座となります。 

 

【対象】 

保土ケ谷区民 

 

【定員】 

   各回 10 名（先着順） 

 

【申し込み】 

   メール、FAX、郵送、持参のいずれかの方法で提出 

 

【その他】 

詳細は、別添のチラシをご参照ください。  
   

【送付物】 

区分 備考 

自治会長１部  会長宛ての資料です。ご一読ください。 

     

【問合せ先】 

保土ケ谷区区政推進課 ℡３３４－６２２８ 
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11 第１回ほどがや地産地消料理コンテストの周知について 

区政推進課 資料 区 11 

   

  保土ケ谷区は、横浜駅に近い利便性を有しながらも、農地が点在しており、自然を感

じながら新鮮で栄養価の高い野菜や果物を得ることができるという魅力があります。  
今年度は、より一層地産地消や食育を推進するため、区制 95 周年記念事業として「ほ

どがや地産地消料理コンテスト」を開催し、区制 100 周年に向けた機運醸成を図ります。  
つきましては、レシピ募集期間中、自治会町内会掲示板へのちらしの掲示及び周知に

ついて御協力くださいますようお願い申し上げます。  
 

【開催概要】 

  ◇ 設定されたテーマ・条件に沿ったレシピを募集し、書類審査にて選考された５組

による料理コンテストを実施します。  
◇ 募集期間：令和４年 10 月１日（土）から 11 月 18 日（金）まで  

  ◇ 応募方法：応募フォームまたは応募用紙に必要事項を記入のうえ、WEB・郵送・

窓口持参のいずれかの方法で応募いただけます。  
         応募用紙はホームページからダウンロードいただけるほか、区役所等

公共施設や鉄道駅等に配架しています。 

 

【送付物】 

区分 備考 

掲示  第１回ほどがや地産地消料理コンテスト 

 

【問合せ先】 

保土ケ谷区区政推進課 ℡３３４－６３８０ 
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12 「星天フェア 2022」開催について 

区政推進課 資料 なし 

   

  昨年度に続き、星川駅と天王町駅周辺の魅力づくりを推進するためのイベントを開催

します。  
 

タイトル：星天フェア 2022 PLAY!!HOSHITEN!! 

 
１ PLAY!! ブース 

 遊びながら星天にふれる、参加・体験型のワークショップやイベントです。  
    予約不要で当日その場でご参加いただけます。  

２ 星天マルシェ  

    星川・天王町駅で活動する団体、地域のお店が出店します。  
    団体の活動や商品等を通じて、星川・天王町の「商い」「働き方」「学び」「遊ぶ・

創る」を体験できる特別な１日です。  
 

【イベント詳細】 

◇ 日時：10 月９日（日） 11:00 ～  15:00 
  ◇ 場所：天王町駅前広場、天王町駅前公園  

 ◇ 主催：保土ケ谷区区政推進課、㈱相鉄アーバンクリエイツ  
 
  ※  荒天及び新型コロナウイルス感染症の状況によっては中止となる場合がございま

す。  
 ※  ブース紹介や体験イベントなどの詳細は、区ウェブページにてお知らせします。 

 

【送付物】 

 なし 

 

【問合せ先】 

保土ケ谷区区政推進課 ℡３３４－６２２７ 
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12-2 用途地域等の見直し都市計画素案（案）について 

建築局 資料 区 12-2 

   

用途地域等の見直し都市計画市素案（案）について、建築局から９月 15 日に記者発表

がされました。 

  保土ケ谷区では、一部地域（住宅内の大きな道路沿い）が「第一種低層住居専用地域」

から「第二種低層住居専用地域」に見直されるほか、「特別用途地区」の指定、「工業系

用途地域」から「住居系用途地域への見直し」が行われる案となっています。 

  今回、市素案（案）の縦覧、市民意見募集及び説明会を行い、市民の皆様の御意見を

伺ったうえで、都市計画手続きに移行するとのことです。  
  

【今後のスケジュール】 

◇ リーフレットの配布 

   配布期間：令和４年９月 15 日（木）～11 月 30 日（水） 

  区役所広報相談係、公共施設や鉄道駅の PR ボックス、市民情報センターなどで 

配架される他、見直し候補エリアについては順次戸別配布される予定です。 

 

◇ 縦覧（閲覧）について 

  縦覧（閲覧）期間：令和４年 10 月 12 日（水）～11 月 30 日（水）（土・日・祝日

を除く） 

  午前８時 45 分から午後５時 15 分まで 

  （区役所での閲覧については、午前８時 45 分から午後５時まで） 

 ◇ 縦覧（閲覧）場所 

   各区の市素案（案）：区役所区政推進課 

   市全域の市素案（案）：建築局都市計画課 

   ※都市計画課ホームページでも市素案（案）を閲覧できます。 

 ◇ 意見書について 

   募集期間：令和４年 10 月 12 日（水）～11 月 30 日（水） 

 ◇ 市素案（案）説明会（保土ケ谷区） 

   令和４年 10 月 25 日（火）午後７時開始（会場：保土ケ谷公会堂） 

 

【送付物】 

区分 備考 

自治会長１部  会長宛ての資料です。ご一読ください。 

 

【問合せ先】 

建築局都市計画課 ℡６７１－２６５８ 
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13 区制 95 周年 綱引き大会について 

地域振興課 資料 区 13 

   

  保土ケ谷区地域振興課では、スポーツ推進委員と連携し区制 100 周年に向けた機運醸

成事業として、区民まつりの開催に合わせ、地区対抗の綱引き大会の実施を検討してい

ます。地区内外の交流を深め、地域の一体感や区民のスポーツへの関心を高めることを

目的としています。  
  

【開催概要】 

◇ 日時：令和４年 10 月 29 日（土） 午前 11 時～12 時（予定）  
◇ 会場：保土ケ谷公園ラグビー場  

  
【基本ルール】 

➀チーム編成 20 名（女性５名以上含む。中学生以上を参加可能とする。）  
➁競技時間  15 秒  
➂勝敗決定  ３本勝負２本先取  
④競技用具  履物は一般的な運動靴とする（スパイクなどの刃等がついていないも

の）  
ケガ防止のため、手袋着用とする。  

 

 【申込】 

  参加チームの募集を行います。各地区のスポーツ推進委員と調整のうえ、出場へのお

声がけやチーム編成にご協力をお願いします。  
  ◇ 連絡先：保土ケ谷区地域振興課  
  ◇ 期 限：10 月７日（金） 

 

【送付物】 

 なし 

 

【問合せ先】 

保土ケ谷区地域振興課 ℡３３４－６３０８ 
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14 その他の回覧依頼・掲示依頼・各自治会１部                 

資料 区 14 

【掲示依頼】 

◇ 「調停手続相談会」ポスター             （保土ケ谷民事調停協会） 

◇ 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） 

◇ 「ほどがやこどもニコニコフェスタ」ポスター       （こども家庭支援課） 

◇ 「令和４年度ほどがや区民まつり」ポスター 別添あり      （地域振興課） 

◇ 「第 22 回ほどがや生涯学習フォーラム」チラシ          （地域振興課） 

 

【自治会長１部】※会長宛ての資料です。ご一読ください。 

 ◇ 令和４年度「首都圏放置自転車・バイククリーンキャンペーン」横浜市実施要綱         

（道路局） 

◇ ほどがや衛生通信～食中毒を予防しよう～            （生活衛生課） 

 

 

 

 
Ⅲ  『その他』  

 
 
 
 
Ⅳ  『次回定例会』  ※ 地 区 連 長 様 へ の ご 案 内  

 

10 月定例会 

   ◇ 開催日 令和４年 10 月 18 日（火） 午後２時００分～ 

   ◇ 場 所 保土ケ谷区役所本館地下 地下会議室 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催中止・変更となる場合がございます。 

 

 

★保土ケ谷区連合町内会長連絡会のホームページ  
 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長連絡会 
 

検 索 


