磯子区連合町内会長会 11 月定例会
日時

平成 27 年 11 月 17 日（火）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 10 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
は発生しています。
県内でも、10 月中は今年初めて１か月間で「100 件」を超える被害が発生し、増加傾向
にあります。

（２）平成 28 年磯子警察署武道始式の開催について
平成 28 年の磯子警察署武道始式について、下記の予定で計画をしています。
正式に決定しましたら、後日ご案内します。
ア
イ

日時：平成 28 年１月 26 日（火）午後１時 30 分～午後５時
場所：磯子警察署４階 道場

２ 磯子消防署
（１）火災・救急状況について
11 月 9 日現在の区内の火災件数は 20 件で、前年に比べ 10 件の減少となっています。
市内では、636 件の火災が発生しており、前年同期で 177 件の減少となっています。
救急出場件数は、11 月 9 日現在、区内 6,829 件で、前年に比べ 38 件増加しております。
市内全体では、151,982 件で、前年に比べ 3,518 件の増加となっています。

（２）消防出初式ポスターの掲示について（掲示依頼）
来年 1 月９日（土）、杉田臨海緑地予定地において新春恒例の磯子区消防出初式を開催
いたします。
つきましては、ポスターを作製しましたので、各自治会町内会の掲示板に掲出をお願い
いたします。
ア
イ
ウ

日時：平成 28 年 1 月９日（土）10 時から 11 時 30 分まで
場所：杉田臨海緑地予定地（杉田五丁目 31 番地）
※雨天時は、磯子公会堂にて式典のみ実施します。
内容：（第一部）式典
（第二部）消防総合演技、一斉放水 （第二部終了後）消防車両の展示等
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（３）年末年始消防特別警備の実施について
年末年始は、火災・救急件数が年間の平均よりも増加する傾向があり、また生活が慌た
だしくなり集客施設等での混雑が予想され、通常と異なる災害が発生するおそれがありま
す。
そこで、消防署、消防団により、区内の巡回警戒、広報等を 12 月 20 日(日) から 1 月
４日（月）まで実施いたします。

市連の報告
１

地域子育て支援拠点における利用者支援事業の開始について
平成 28 年 1 月 26 日より、地域子育て支援拠点いそピヨで「利用者支援事業」が始まりま
す。専任スタッフ「横浜子育てパートナー」が配置され、子育て相談やご家庭にあった情報
提供を行い、必要な関係機関との連携を図ります。

２

横浜市青少年指導員委嘱替えに係る
推薦について（依頼）

現在、委嘱している青少年指導員の任期が平成 28 年３月 31 日をもって満了となるため、
新たに青少年指導員の推薦をお願いします。
（１）任期：２年（平成 28 年４月１日から平成 30 年３月 31 日まで）
（２）推薦人数：地区連合町内会ごとに定めます。ただし、地域の実情に応じて柔軟に対応し
ます。
（３）提出期限：平成 28 年２月５日（金）
（４）提出先：地域振興課活動支援係 担当 伊藤・宮下
電話 750-2393

３

防災倉庫の設置に関する各種制度の変更について
防災倉庫の設置にかかる自治会等の負担を軽減し、地域の防災活動を支援するため、防災
倉庫の設置に関する各種制度について、平成 28 年１月以降、次のように変更します。

【概要】
（１）防災倉庫に関する建築基準法上の取扱い
条件を満たした防災倉庫については、建築確認申請を不要と取扱うこととします。
（２）公園における防災倉庫の設置基準
特例として 1000 世帯以上で構成される自治会・町内会については、一部基準を変更
します。
（３）防災倉庫設置アドバイザー（建築士）の派遣
防災倉庫を安全に設置する方法などについて、不安や疑問がある場合、必要に応じて
アドバイザーを派遣します。
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４

横浜市民の危機管理アンケート調査結果について
６月下旬から７月中旬に調査した「横浜市民の危機管理アンケート調査」について報告しま
す。

【調査結果速報概要】
・大地震について不安を感じていると答えた人が多い反面、自分の命は自分で守るための対
策の認知度や取組状況が低いなど、意識と対策のギャップが見られました。
・ハザードマップの認知度や避難行動についての認識が低いという結果になりました。
・風水害時に避難するきっかけとして、自主的に判断して避難すると答えた人は少なく、行
政からの働きかけがあってから避難しようと考える人が多いことがわかりました。
調査結果については、ホームページに掲載しています。
（掲載アドレス

５

http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/kikikanri/）

「横浜市商店街の活性化に関する条例」リーフレットの発行について
本年４月１日に施行された「横浜市商店街の活性化に関する条例」の広報用リーフレット
を作成いたしましたので、市民の皆様に周知を図っていくにあたり、まず各自治会町内会長
の皆様へ配布させていただきます。

６

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）について（掲示依頼）
個人番号カード臨時交付窓口でのカードお渡し方法や、マイナンバー制度に便乗した犯罪
に対する注意喚起のためのお知らせを作成したので、自治会・町内会の掲示板へのポスター
掲示の御協力をお願いいたします。

【内容】
・今後、マイナンバー（個人番号）をお知らせする「通知カード」が送付され、平成 28 年
１月から希望者に「個人番号カード」を交付します。
・個人番号カードの受取りは事前予約制で、各区の臨時交付窓口にてお渡しします。
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７

自治会町内会のための講習会・会報誌展示会の開催について
市民局地域活動推進課主催（後援：横浜市町内会連合会）で、神奈川新聞社のご協力によ
り、講演会と展示会を同時開催します。
つきましては、皆様からの多くのご参加と、会報紙のご出展をお待ちしておりますので、
よろしくお願いいたします。

（１）日時：平成 28 年２月 20 日（土）
（２）会場：情報文化センター

６階

１３時３０分から
情文ホール

（３）募集人数：２００名
（４）対象者：どなたでも参加できます。
（５）参加費：無料
（６）申込方法：ご案内チラシ裏面の申込書に記入していただき、各区地域振興課へ
持参またはＦＡＸ
（７）申込期限：平成 27 年 12 月 18 日（金）まで ※ 詳細はちらしをご覧ください。

８

平成 27 年度自治会町内会長永年在職者表彰について
平成 27 年度横浜市自治会町内会長永年在職者表彰式について、日程等が決まりましたので、
ご案内します。
また、表彰予定者の確認について御協力をお願いします。

（１）平成 27 年度横浜市自治会町内会長永年在職者表彰式
の日程等
ア

表彰式（市長表彰）の日程等
（ア）日程：平成 28 年２月 29 日、３月１日

14：30～16：10（磯子区は２月 29 日）

（イ）場所：市長公舎（西区老松町２）
イ

感謝会（区長表彰）の日程等
（ア）日程：平成 28 年３月４日（金）13：00
（イ）場所：磯子区役所７階会議室

（２）永年在職表彰予定者の確認について
永年在職者表彰予定者について、確認のご協力をお願いします。
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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

米軍根岸住宅地区について
米軍根岸住宅地区については、平成 16 年の返還合意、18 年の跡地利用指針から長い時間
が経過し、今後返還に向けた動きが予想されることから、根岸住宅地区の現在の状況につい
てご説明します。

２

磯子区優良集積場所の選定について
ごみと資源物の分別排出や維持管理について優良な集積場所を選定し、管理されている地
域の方たちへの感謝の気持ちを表すとともに、他の地域に波及するために取り組みます。

（１）推薦期間：平成 27 年 12 月 1 日（火）～12 月 12 日（土）
（２）選定期間：平成 27 年 12 月 14 日（月）～12 月 30 日（水）
（３）対象集積場所：区内集積場所 約 3,200 箇所
（４）集積場所の推薦
環境事業推進委員及び自治会・町内会等並びに資源循環局磯子事務所職員
（５）問合せ先：資源循環局磯子事務所 電話：７６１－５３３１

３

第３期磯子区地域福祉保健計画
（スイッチＯＮ磯子）区民意見募集の実施について

「第３期磯子区地域福祉保健計画（スイッチＯＮ磯子）」の計画案がまとまりましたので、
区民意見募集を実施します。12 月中旬に各自治会町内会へ計画案冊子を郵送させていただき
ますので、ご協力お願いいたします。
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４

災害に備えた要援護者支援に関する
地域での取組状況調査の実施について
要援護者（周囲の支援が必要な方）の支援については、地域において様々な取組が行われ
ております。今後、さらなる支援につなげていくため、各自治会町内会の現在の取組状況に
ついて、調査を実施します。ご協力をお願いいたします。

【調査概要】
（１）対象：自治会町内会
（２）期間：平成 27 年 11 月 17 日(火)～平成 27 年 12 月 16 日(水)
（３）方法：郵送による送付・回収
（４）内容：ア 災害時要援護者支援に関する自治会町内会の基礎情報
イ 災害時要援護者支援のための取組の実施状況
ウ 災害時要援護者の把握と名簿作成について
エ 災害時要援護者の支援にあたっての課題

５

チラシ等の回覧・ポスターの掲示依頼について
（１）平成 27 年分確定申告書作成会場開設日のお知らせ
及び平成 27 年分確定申告だよりについて（回覧・掲示依頼）
平成 27 年分確定申告書作成会場開設日のお知らせについて
お知らせのチラシを作成しましたので、回覧及び掲示をお願いします。

ア

日時：平成 28 年２月８日（月）～３月 15 日（火）
場所：横浜南税務署（金沢区並木町３－２－９）
イ

「平成 27 年度分確定申告だより」について
「確定申告だより」については、南税務署以外の場所での確定申告の相談会の開催
等をご案内しております。平成 28 年１月にお送りいたしますので、回覧・掲示をお
願いいたします。
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（２）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、磯子区全体を対象に、説明会を
開催します。
ア
イ
ウ
エ

日時：平成 28 年１月 19 日(火) 午後７時～（２時間程度を予定）
場所：磯子公会堂講堂（横浜市磯子区磯子 3-5-1）
説明会対象：横浜市磯子区在住の方
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 参加方法事前申込み等の必要はありません。直接ご来場ください。
カ 問合せ先
神奈川県安全防災局安全防災部工業保安課ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ 田澤
電話 045-210-3479
ﾌｧｸｼﾐﾘ 045-210-8830
電子ﾒｰﾙ tazawa.s88@pref.kanagawa.jp

（３）区民利用施設協会の職員募集ポスターについて（掲示依頼）
例年お願いいたしておりますが、本年もコミュニティハウス館長等の「職員募集ポ
スター」を各自治会町内会の掲示板に掲示をお願いいたします。
なお、ポスターにつきましては１１月下旬以降、２回に分けて各自治会町内会に直
接郵送いたします。お手数ですが、掲出をよろしくお願いいたします。
ア
イ

コミュニティハウス館長募集ポスター
・掲出期間

平成 27 年１１月下旬～平成 27 年１２月２５日

スタッフ職員

募集ポスター

・掲出期間

平成 27 年１２月下旬～平成 28 年１月２０日
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（４）「いそごこどもエコフェスタ２０１５」の開催について（掲示依頼）
地球温暖化対策行動を普及・促進することを目的に、区内の環境団体、企業等との協働
により、小学生とその保護者を対象とした「いそごこどもエコフェスタ２０１５」を開催
します。つきましては、ポスターの掲示をお願いします。
ア
イ
ウ

エ

日時 平成 27 年 12 月 5 日（土）10 時～15 時
会場 磯子区役所１階区民ホールほか
内容 ・体験工作ブース（区内事業者等出展）
・エコツリー（高さ 3m のペットボトルツリー）
・気象予報士〝蓬莱大介さん″による地球温暖化教室
・杉劇リコーダーずによる音楽朗読劇「おおきな木」 ほか
申込不要
（※地球温暖化教室のみ当日 10 時から整理券配布）
参加料無料
問合わせ先 磯子区役所区政推進課 企画調整係
担当 松本、赤岸、菊地
電話 750-2398 FAX

オ
カ

750-2533

２

事務連絡
（１）水道局磯子・金沢地域サービスセンター
ア 水道局磯子・金沢地域サービスセンターの移転について
磯子・金沢地域サービスセンターが、磯子三丁目から洋光台六丁目に移転し、平成
２８年２月８日（月）から新事務所で業務を開始します。
（ア）移転先住所：磯子区洋光台６－１０－１
（イ）問い合せ先：水道局磯子・金沢地域サービスセンター
担当 富井・大武
電話 ７５３－２０５１

（２）区役所
ア 磯子区新年賀詞交換会の案内状送付について
平成２８年の磯子区新年賀詞交換会を次のとおり開催いたしますので、自治会町内会長
に案内状を送付させていただきます。
【賀詞交換会概要】
・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
・申込期限：平成２７年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）
・問合せ先：総務課庶務係
TEL７５０－２３０８
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イ 平成 27 年度磯子区区政運営方針の中間期振り返りについて
今年度の区政運営方針に掲載した主な事業・取組について、中間期（９月末時点）
振り返りを実施しました。併せて、地域の代表者等からなる事業評価委員会による
評価を実施し、結果を一覧表にまとめました。ご確認くださいますようお願いしま
す。
○問合せ先：区政推進課企画調整係

喜内・秋山

電話７５０－２３３２

（３）区社会福祉協議会
ア 平成 27 年度 共同募金について（中間報告とお礼）
今年度もお忙しい中ご協力をいただき、ありがとうございます。なお、募金に
関わる資材等で不足がございましたら、事務局までご連絡ください。

○問い合わせ先

磯子区社会福祉協議会

電話

７５１－０７３９

（４）その他
ア

資料配布

（ア）汐見台自治会連合会だより 第 322 号
（イ）スイッチＯＮ磯子Ⅱまめ通信 96 号

各自治会町内会に１部

（ウ）磯子くらしのセミナー（12 月３日）

各自治会町内会に１部

（エ）平成 27 年度飲酒運転根絶強化月間 横浜市実施要綱

各自治会町内会に１部

（オ）平成 27 年度年末の交通事故防止運動 横浜市実施要綱 各自治会町内会に１部
（カ）無料税務相談のご案内
各自治会町内会に班回覧数
イ その他
（ア）大都市制度フォーラム in 磯子（11 月 28 日（土）13:30～16:00

閉

会

次回開催日：平成 28 年１月 18 日（月）
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10：00

磯子公会堂）

区連会ホームページ更新情報

（10 月 17 日～11 月 17 日）

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

岡村中部自治会

洋光台北団地一街区自治会

で検索！ ）

上中里団地地区自治会
洋光台中央団地自治会

根岸地区連合町内会

10

