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磯子区連合町内会長会 10月定例会 

日時 平成 27年 10月 16日（金）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９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前年に比べて減少しておりますが、依然として振り込め詐欺 

は多発しています。 

 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 磯子消防署 

（１）火災・救急状況について 
９月 29日現在の区内の火災件数は 17件で、前年に比べ 10件減少となっています。市 

内では、557件の火災が発生しており、前年同期で 180件の減少となっています。 

    救急出場件数は、９月 29日現在、区内 5,972件で、前年に比べ 26件の増加となってい 

ます。市内全体では、132,729件で、前年に比べ 3,143件の増加となっています。（消防 

局統計システム切り替え中のため、９月 29日現在の数字となっています。） 

 

 

（２）火災予防運動ポスターの掲出依頼について 
11月９日（月）から 11月 15（日）までの一週間、全国一斉に「秋の火災予防運動」が 

実施されますので、火災予防運動の広報ポスターの掲出をお願いします。 

全国統一標語は、「無防備な 心に火災が かくれんぼ」です。この機会に住宅用火災 

警報器の設置及び点検をいたしましょう。 
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市連の報告 
１ 年末年始のごみと資源物の収集日程 

年末年始のごみと資源物の収集日程について、チラシの班回覧をお願いします。 
（チラシの送付は 11月になります）。 

 
【年末年始のごみと資源物の収集日程について】 
１  12月 31日(木)から１月３日(日)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 

(1)「月・金曜日」が収集日の地域 
年末は 12月 28日（月）まで、年始は１月４日（月）から、通常の曜日どおり収 
集します。 

(2)「火・土曜日」が収集日の地域 
           年末は 12月 29日（火）まで、年始は１月５日（火）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 30日（水）まで、年始は１月４日（月）から通 
常の曜日どおり収集します。 

 

 

２ 第４次横浜市男女共同参画行動計画 素案パブリックコメント募集について  

現行の「第３次横浜市男女共同参画行動計画」が平成 28年３月 31日をもって計画期間が 

終了となることに伴い、計画の改訂を予定しています。 

このたび、「第４次横浜市男女共同参画行動計画」素案を策定しましたので、パブリック 

コメントを実施し、市民の皆様のご意見を募集します。 

 

≪パブリックコメント募集期間： 

平成 27年 10月 19日（月）～11月 20日（金）≫ 

 

 

３ マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取り扱いに 

ご注意ください！（情報提供） 
マイナンバー制度をかたる不審な電話を受け、現金を支払わされる被害が発生しています。 

不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意していただくとともに、不安を感じたら各 
警察署または相談窓口に御相談ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

区政等の報告 
１ 区政の動きと日程 

 
 
区連の議題 
１ 平成 28年磯子区新年賀詞交換会の受付の応援について 

  平成２８年の磯子区新年賀詞交換会を実施しますので、各地区別の受付について、応援者の 
推薦をお願いします。 

 
 （１）推薦方法：別紙「応援者名簿」をご提出ください。 
 （２）提出方法：１１月１７日（火）区連会１１月定例会にご持参ください。 （ＦＡＸ可） 
 （３）提出先：総務課庶務係 曽根、山県  電話：７５０－２３０８ 

 
【賀詞交換会概要（予定）】 

  ・日時：平成２８年１月６日（水）１２：００～１３：３０ 
  ・会場：磯子スポーツセンター 
  ・主催：磯子区新年賀詞交換会実行委員会 
  ・会費：３，０００円 
  ・申込期間：平成２７年１１月１６日（月）～１２月１５日（火） 
        （窓口（現金払い）もしくは郵便振込のどちらかで申込） 
 
 

 

２ チラシ等の回覧・ポスターの掲示依頼について 

 （１）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 

及び横浜市津波警報伝達システムの試験放送について（回覧依頼） 

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および津波警報伝達シ 

ステムの試験放送を行いますので、周知用資料の回覧をお願いします。 

 

【概要】 

○日時【全国一斉情報伝達訓練放送】平成 27年 11月 25日（水）午前 11時頃 

            【大津波警報の試験放送】（横浜市のみ） 

 （１回目）平成 27年 11月 25日（水）午前 11時 10分頃  

 （２回目）平成 27年 11月 25日（水）午前 11時 20分頃 

○放送場所 磯子区総合庁舎 他８か所（磯子区内） 
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（２）第 3回 ♪磯子音楽祭♪ ポスターについて（掲示依頼） 
磯子で活動している音楽グループや県内のゲスト団体が登場し、心温まるステージを 

お贈りする“磯子音楽祭”を今年も開催します。つきましては、掲示板へのチラシの掲 

出を依頼します。 

 

ア 日 時：平成 27年 12月 13日（日） 13:30開場 14:00開演 16:30終演予定 

イ 会 場：磯子公会堂  

ウ 入場料：500円 ※全席指定  4歳以上有料、4歳未満・膝上は無料 

エ お問合せ・チケット取扱い 

磯子区民文化センター 杉田劇場 電話：771-1212 

横浜市磯子区杉田 1-1-1 らびすた新杉田 4階 

     オ 掲出期間：平成 27年 12月 13日（日）まで 

 

 

（３）「磯子区安全・安心まちづくりポスターコンクール」 

最優秀作品ポスターについて（掲示依頼）  

10月 10日の「安全で安心なまち磯子区のつどい」にて表彰された、区内中学生を対 

象とした「磯子区安全・安心まちづくりポスターコンクール」の最優秀作品ポスターに 

ついて、自治会町内会の掲示板への掲出をお願いします。 

     

    ア 掲出期間：掲出期間は設けていませんので、可能な限り掲出をお願いします。 

イ 問合せ先：地域振興課施設利用推進担当 鈴木（祐）・上段 750-2393 

 

 

（４）「第４回ＩＳＯＧＯダンスまつり」参加者募集チラシの掲示について 

（掲示依頼） 

    第４回 ISOGOダンスまつりの参加者募集チラシについて、掲示板へのチラシの掲出の 

ご協力をお願いします。 

 

   【第４回 ISOGOダンスまつり概要】 

       ア 開 催 日：平成 28年３月 12日（土） 

イ 開催場所：磯子区役所屋外駐車場特設ステージ・磯子公会堂 

ウ 掲出期間：平成 27年 11月 30日（月）まで 

エ 問合せ先：地域振興課活動支援係 伊藤・三上 750-2396 
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２ 事務連絡 

 （１）区役所 

   ア いそごポケット（磯子区統計白書 2015）の発行について 

総務課統計選挙係で毎年発行している、いそごポケット（磯子区統計白書 2015）が 

完成しましたので、自治会・町内会へ送付いたします。 

 また、磯子区役所１階広報相談係・６階統計選挙係の窓口で配布します。 

 

 

    イ 平成 27年度コスモスミーティング実施報告について 

今年度のコスモスミーティングは、6月から７月にかけて、各地区でテーマを「まち 
づくり」と「地域福祉保健計画」から選択して開催していただきました。 
意見交換の中で紹介のあった、様々な課題等に対する工夫や取組事例の主なものや各 

地区から寄せられた主な要望に対する回答について、ご報告いたします。（資料は地区 
連定例会にて配付します。） 
また、各地区でいただいたご要望に対する回答については、地区ごとに 10 月の定例 

会でご説明いたします。 
 

 

（２）区社会福祉協議会 

ア 講演会のお知らせ 
      11月 30日（月）午後 2時から磯子公会堂において「食の自立は生活の自立食品ロ 

ス削減とフードバンクの活用」という講演会を行います。 

同時に「フードドライブ」という取組みも行いますのでご協力をお願いします。 

 

（３）その他 

    ア 資料配布 

（ア）汐見台自治会連合会だより 第 321号 

（イ）スイッチＯＮ磯子Ⅱまめ通信 95号          各自治会町内会に配布 

（ウ）商店街朝市（11月３日）          各自治会町内会に掲示版数配布 

     （エ）得トク生活フェスタ（11月３日）          各自治会町内会に配布 

（オ）違法駐車及び自転車・バイククリーンキャンペーン横浜市実施要綱 

各自治会町内会に配布 

 
閉 会 

次回開催日：平成 27 年 11 月 17 日（火） 10：00 
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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。（  磯子区 町内会  で検索！ ） 

原町町内会       岡村中部自治会   

上中里団地地区自治会  汐見台第一団地自治会 

 

根岸地区連合町内会   洋光台連合自治町内会 

 

区連会ホームページ更新情報 （9 月 17 日～10 月 13 日） 


