磯子区連合町内会長会９月定例会
日時

平成 27 年９月 17 日（木）10：00

会場

区総合庁舎７階

７０１号会議室

○ 会長あいさつ
○ 区長あいさつ

警察・消防の議題
１ 磯子警察署
（１）平成 27 年８月末の犯罪発生状況について
磯子区内の犯罪発生状況は減少していますが、依然として振り込め詐欺が発生してい
ます。
また、自転車盗の被害が増加していますので、短時間の駐輪でも必ず鍵を掛けるように
お願いします。

（２）防犯かながわ 149 号について（回覧依頼）
防犯かながわ 149 号を作成しましたので、回覧のご協力をお願いします。

２ 磯子消防署
（１）火災・救急状況について
８月 31 日現在の区内の火災件数は 16 件で、前年に比べ７件減少となっています。市内
では、517 件の火災が発生しており、前年同期で 145 件の減少となっています。
救急出場件数は、８月 31 日現在、区内 5,375 件で、前年に比べ 35 件増加しております。
市内全体では、118,983 件で、前年に比べ 2,718 件の増加となっています。

（２）磯子区防災フェスタの開催について
10月31日（土）９時40分から13時まで洋光台南公園にて、消防署と区役所による磯子区
防災フェスタを開催します（申込不要。少雨決行・荒天中止）。少雨の場合、防災体験
コーナーは洋光台第４小学校体育館にて規模を縮小して実施します。
当日、ヘリコプター離着陸訓練時に騒音や突風が発生し、近隣の皆様に御迷惑をおかけ
しますが御協力の程、お願い致します。

（３）磯子女性消火隊の発足について
９月１日（火）岡村地区に磯子女性消火隊が発足し、地域にお住まいの有志の女性６名
が三澤会長から任命状を授与されました。
地震火災の重点対策地域の消火力向上のため、軽可搬式消防ポンプの取扱訓練を本年６
月から重ねていました。
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市連の報告
１

横浜市防災計画の修正に関する市民意見募集の実施について
横浜市防災計画「風水害等対策編」について、必要な修正を進めています。
そこで、計画の修正にあたり、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
施しますのでお知らせします。
（１）意見募集期間：10 月５日（月）～10 月 31 日（土）
（２）その他：パンフレットは区役所、市民情報センター等で配布し、本市ホームページで
も公開します。また、広報よこはま 10 月号でお知らせするほか、記者発表
も行う予定です。
（３）問合せ先：総務局危機対処計画課 電話：671-4096 FAX：641-1677

２

危機管理アンケートの実施について
６月下旬から７月中旬に調査した危機管理アンケートの結果速報について報告します。
【調査結果速報概要】
◇大地震が近く起きるのではないかという不安を感じている方が 90.2%。
大地震が発生して心配なことは、「電気、水道、ガスの供給停止」が 62.0%。
◇家庭での防災対策（自助）として、
「古い耐震基準の建物で耐震化」している方は 12.4%、
「家具を固定している」方は 53.9%、
「感震ブレーカーを知っている」方は 36.7%、うち「感震ブレーカーを設置している」方
は 31.7%。「食料・飲料水を３日分以上備蓄している」方は 38.8%。
◇地域での取組み（共助）として、
「自治会・町内会の防災訓練」に参加している方が 38.5%。
日頃の近所付き合いがある方は 90.3%。

３

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）について（回覧依頼）
マイナンバー制度についてのお知らせ資料を作成いたしましたので、自治会・町内会での
回覧に御協力をお願いいたします。
【内容】
・平成 27 年 10 月から 11 月下旬を目途に住民票の住所にマイナンバーをお知らせする「通
知カード」が送付されます。
・平成 28 年１月から社会保障・税・災害分野の手続きでマイナンバーの利用が開始される
ほか、希望者には「個人番号カード」が交付されます。
・マイナンバー制度の導入等を機に、個人番号カードを利用して、コンビニで証明書が受
け取れる「コンビニ交付サービス」の導入を検討しています。
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４

横浜マラソン 2016 の概要について

平成 27 年 7 月に開催された横浜マラソン組織委員会において「横浜マラソン 2016」の開
催概要が決定いたしました。また、平成 27 年 9 月１日（火）からランナー募集を開始しまし
たので、ご報告します。
【事業概要】
（１）開催趣旨：スポーツ振興や健康増進に寄与し、経済波及効果やシティセールス効果の
期待できる、「する、観る、支える」すべての人が楽しめる大会を目指します。
（２）開催日：平成 28 年 3 月 13 日(日)
（３）メイン会場：パシフィコ横浜
（４）種目：①フルマラソン(42.195 ㎞)、②10 ㎞、③10 ㎞（車いす）、④2 ㎞（車いす）

５

平成 27 年度自治会町内会長永年在職者表彰について（情報提供）
昨年度と同様に、市長主催による表彰式を開催しますので、情報提供させていただきます。
（１）表彰対象の皆さま：在職 10 年以上（５年ごと）の皆さま
（２）会場：市長公舎（予定）
（３）実施時期：２月下旬～３月上旬の２日間
（４）その他：当日は、各区から会場へ送迎を予定しています
※また、区長主催による感謝会についても、例年どおり開催します。感謝会では、自治
会町内会長の皆さまをご招待しまして、在職５年の皆さまを表彰させていただきます。
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区政等の報告
１

区政の動きと日程

区連の議題
１

防犯灯設置事業（磯子区独自実施分）の申請について
区独自事業としての「ＬＥＤ防犯灯設置事業」について申請期間を設けます。基準を満た
した防犯灯設置費の一部を補助します。詳細や申請書等は単位配布資料をご覧ください。
（１）
（２）

締切：１１月３０日（月）地域振興課必着
補助率、補助限度額（１灯あたり）
４／５かつ電柱利用灯３万円、鋼管ポール灯８万円が上限です。（千円未満切捨て）
（３）市民局事業との相違点
・防犯灯設置に関する業者選定や東電、ＮＴＴへの申請、土木事務所への手続き等はす
べて自治会町内会等で行う必要があります。
・設置後の電気代や維持管理にかかる経費等は自治会町内会が支払います。（「防犯灯
維持管理補助金」の対象にはなります。）
（４）問合せ先：地域振興課 足立・小林 電話 ７５０－２３９２

２ チラシ等の回覧・ポスターの掲示依頼について
（１）神奈川県石油コンビナート等防災アセスメント調査結果に係る
住民説明会について（回覧依頼）
神奈川県では、地震等による石油コンビナートへの被害状況等を推定するために平成
25～26 年度に実施した防災アセスメント調査について、コンビナートに隣接する地域を
対象に、説明会を実施します。
ア
イ
ウ
エ

日時：平成 27 年 11 月 12 日（木） 午後７時～（２時間程度を予定）
場所：磯子地区センター第１・２会議室
説明会対象：石油コンビナートに隣接する自治会
説明会内容
○防災アセスメント調査結果等の説明について
（資料とスライドを用いて、県から防災アセスメント調査結果や具体的な取組み事
例を紹介）
○質疑応答
オ 申込み方法：ファクシミリ、郵送又はホームページより申込み
カ 申込み期限：平成 27 年 11 月４日（水）
キ 問い合わせ先：〒231-8588 横浜市中区日本大通 1
神奈川県安全防災局安全防災部工業保安課
コンビナートグループ 担当 田澤
電話 045-210-3479
ＦＡＸ 045-210-8830
電子ﾒｰﾙ tazawa.s88@pref.kanagawa.jp
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（２）「大都市制度フォーラム in 磯子」の開催について（回覧依頼）
横浜市が実現を目指す新たな大都市制度「特別自治市」の必要性や横浜市の未来に向
けた施策等を、分かりやすくご説明する「大都市制度フォーラム in 磯子」を平成 27 年
11 月 28 日（土）に開催します。
多くの区民の皆さまにご参加いただきたく、チラシの班回覧をお願いいたします。
また、地区連合単位での取りまとめ申込みを実施しますので、自治会・町内会の皆さ
まには、ぜひご参加いただきますようご協力をよろしくお願いいたします。
ア
イ
ウ
エ

オ

日時：平成 27 年 11 月 28 日（土）13 時 30 分～16 時（13 時開場）
＊開場から開演の間、杉劇リコーダーずによる演奏を行います。
場所：磯子公会堂
定員：600 人（先着申込順）
内容：開会挨拶（磯子区連合町内会長会 髙田 誠会長）
基調講演（林 文子市長）
活動報告（洋光台連合自治町内会 三上 勇夫会長）
座談会（斉藤 由貴氏、柏崎 誠副市長、小林 正幸区長）
取りまとめでの申込み（地区連合単位）
11 月 13 日（金）までに別紙の「大都市制度フォーラム出席一覧表」を
ご記入のうえ、区政推進課までＦＡＸ等でご連絡ください。

（３）生活にお困りの方への相談会について（掲示依頼）
主に経済的にお困りの方や、生活にご心配のある方を対象に、お金のやりくりや、生
活の立て直しに向けた相談会を実施します。
ご本人、ご家族、また身近にご心配な方がいらっしゃる地域の皆様、どなたからでも
区役所の職員が個別にご相談をお受けします。
場

所

日

時

屏風ヶ浦ケアプラザ

10 月 29 日（木）

14 時～16 時

新杉田ケアプラザ

11 月 10 日（火）

13 時～16 時

根岸ケアプラザ

11 月 25 日（火）

15 時～17 時

洋光台ケアプラザ

12 月 4 日（金）

14 時～16 時

磯子ケアプラザ

12 月 7 日（月）

13 時～16 時

滝頭ケアプラザ

12 月 8 日（火）

15 時～17 時

※はじめにサービス内容の説明を行い、その後、個別相談を実施します。
※地域にかかわりなく、どの会場でもご参加いただけます。（予約不要・相談無料）
○掲示期間：12 月８日（火）までの掲示をお願いします。
○連絡先：生活支援課

東・中島

電話

750-2408
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２

事務連絡
（１）区役所
ア 「磯子区カレンダー（平成 28 年）「磯子の四季」
の購入手続きのご案内
磯子区の魅力を多くの人に感じていただくため、「第 2 回 大好き磯子！フォトコ
ンテスト」の受賞作品を題材にした磯子区カレンダーを作りました。自治会町内会で
購入希望がございましたら、お届けしますのでお申込みください。
【磯子区カレンダー（平成 28 年）「磯子の四季」】
（ア）仕様：Ａ４（使用時Ａ３）・壁掛け型・28 ページ
（イ）販売価格：２００円
（ウ）申込方法：購入申込書をご記入のうえ、郵送又は FAX で申し込み
（エ）申込期限：平成 27 年 11 月 27 日（金）
（オ）その他：申し込みは 10 冊以上より承ります。
区役所売店で 9 月 27 日（日）から販売を開始します。
（カ）問合せ先：磯子区区政推進課企画調整係
き な い

喜内・大久保

電話

７５０－２３３１

イ 「第 39 回磯子まつり」の開催について
今年の磯子まつりについて、盛大に開催しますので、皆さまお誘いあわせのうえ、
ご来場ください。

（ア）日時：平成 27 年９月 27 日（日）１０：００～１６：００
（パレード実施時間

１０：３０～１２：００（予定））

（イ）場所：磯子区総合庁舎、磯子土木事務所、磯子アベニュー、
磯子センター・磯子ケアプラザ
（ウ）問合せ先；地域振興課地域振興係 電話 ７５０－２３９２
※９月 26 日（土）18～21 時、乳がん検診の受診をすすめるため、乳がんの啓発運動
のシンボルカラーであるピンクで、磯子区役所外壁をライトアップするとともに、
メッセージ投影を投影します。

ウ ひとり暮らし高齢者「地域で見守り」推進事業
に係る対象者への通知発送について
磯子区では平成 24 年度から、75 歳以上のひとり暮らし高齢者に対して、主に民生委
員が訪問して状況を把握し、必要な支援につなげていく事業を行っています。今年度も
対象者に対して、訪問の意向確認を実施します。
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（２）磯子区民駅伝大会実行委員会事務局
「第７回磯子区民駅伝大会参加チーム募集について」（掲示依頼）
第７回目となる「磯子区名物」の駅伝大会を今年も開催します。昨年に引き続き優勝
チームには「日産スタジアム駅伝」へご招待します。また、優秀成績者には「横浜マラ
ソンチャレンジ枠」を贈呈します。
ア 日時：平成 27 年 11 月 29 日（日）
イ 場所：株式会社ＩＨＩ構内
ウ 内容：クラス別駅伝大会（１チーム４人+補欠１人）
エ 申込方法：区内公共施設で配付している申込書にて磯子スポーツセンターへ
オ 申込期限：平成 27 年 10 月 31 日（土）
カ 問 合 せ：磯子スポーツセンター
Tel：771-8118 Fax：771-8120
キ 必要事項：走者全員が磯子区在住・在勤・在学者（小学３年生以上）

（３）区社会福祉協議会
ア 区社協広報紙「福祉いそご」第６５号について（依頼）
「福祉いそご」第６５号の全戸配布につきまして、ご協力くださいますようお願い
いたします。
○配付時期

イ

９月

「みんな集まれ！ふくしの広場」のチラシについて（掲示依頼）

今年度も「みんな集まれ！ふくしの広場」チラシの掲示につきまして、ご協力くだ
さいますようお願いいたします。
○開催日時
10 月 25 日（日）１０:００～１５：００
○会場 磯子センター
○掲示期間
９月１８日(木)から 10 月 25 日(日)まで

ウ

「いそご更生保護だより」第５７号について（回覧依頼）
「いそご更生保護だより」の回覧につきまして、ご協力をお願いいたします。

エ

共同募金運動へのご協力について
今年度も共同募金運動が展開され、戸別募金に関わる資材を送らせていただきますの
で、ご協力をお願いいたします。
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オ

平成２８年度に向けた共同募金
（戸別募金）用資材に関するアンケートについて
来年度の募金資材に反映させていただくために、アンケートにつきましてご協力を
お願いいたします。
○回答締め切り

平成２７年１１月末までにお願いいたします。

（４）その他
ア

資料配布

（ア）汐見台自治会連合会だより 第 319、320 号
（イ）スイッチＯＮ磯子Ⅱまめ通信 94 号

各自治会町内会に配布

（ウ）地球にやさしい暮らかたのススメ

各自治会町内会に配布

（エ）秋の全国交通安全運動横浜市実施要綱

各自治会町内会に配布

（オ）無料調停相談会

閉

各自治会町内会に掲示板数

会

次回開催日：平成 27 年 10 月 16 日（金）

10：00

区連会ホームページ更新情報
以下の自治会町内会で、活動情報・会報誌の更新を行っています。
是非、ご覧ください。（
原町町内会

磯子区 町内会

岡村西部第一自治会

磯子山手町内会

大崎団地自治会

洋光台北団地一街区自治会
岡村地区連合町内会

で検索！ ）

岡村中部自治会

磯子浜東町内会

上中里団地地区自治会

洋光台四丁目自治会

洋光台連合自治町内会
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洋光台六街区自治会

