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磯子区連合町内会長会３月定例会 

日時 平成 28年３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 28 年２月末の犯罪発生状況について 

    平成 28 年２月末現在、磯子区内の犯罪発生状況は、昨年に比べて増加しています。 

    オートバイ盗、車上ねらい等の犯罪が特に増加しています。 

    振り込め詐欺については、被害件数３件で、前年に比べ４件減少しています。 

 

 

（２）防犯かながわ 150号について（回覧依頼） 

神奈川県防犯協会連合作成による「防犯かながわ 150号」を配布しますので、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 
２月 29日現在の区内の火災件数は４件で、前年に比べ２件の増加となっています。市内

では、150件の火災が発生しており、前年同期で 25件の減少となっています。 

救急出場件数は、２月 29日現在、区内 1,485件で、前年に比べ 89 件増加しております。

市内全体では、31,277件で、前年に比べ 450件の増加となっています。 

 

 



 2 

 
市連の報告 
１ いわゆる「ごみ屋敷」対策の条例制定に係る市民意見募集について 

いわゆる「ごみ屋敷」対策については、対策検討プロジェクトを設置し、課題解決の検討

を行ってきました。検討の結果、条例を制定する必要があると考え、条例案の骨子をとりま

とめましたので、市民意見募集を行います。 

 

１ 市民意見募集期間 

  平成 28年４月１日（金） ～ 平成 28年５月６日（金） 

 

２ リーフレット配付場所 

市役所（市民情報センター）、各区役所（区政推進課広報相談係）、 

地域ケアプラザ、区社会福祉協議会 など 

※リーフレットは横浜市ホームページからもご覧いただけます。 

     http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kikaku/publiccomment.html 

 

３ 意見提出方法 

（１）郵送：リーフレット付属の専用はがき 

（２）ＦＡＸ：045-664-4739 

（３）電子メール：kf-g-project@city.yokohama.jp 

（４）健康福祉局企画課(「ごみ屋敷」対策検討プロジェクト事務局)へ持参 

 

    

 

２ 町の防災組織活動事例集『ヨコハマの「減災」アイデア集』 

について（情報提供） 

自治会町内会等の町の防災組織の活動の参考としていただくために、町の防災組織の活動

をまとめた、「ヨコハマの『減災』アイデア集」を作成しました。地域での研修会や防災訓

練等、今後の活動にお役立ていただきたく、各自治会町内会へ配布いたします。 

 

 

 

３ 「防災情報ガイド」について （情報提供） 

市民の皆さんが、災害に関する情報をより迅速・的確に把握し、かつ、有効に活用してい

ただくことができるよう、災害時の情報収集・伝達に関する基本的な事項などをまとめた「防

災情報ガイド」を作成しました。 

この冊子を各自治会町内会に配布しますので、ご活用ください。 

 

 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kikaku/publiccomment.html
mailto:kf-g-project@city.yokohama.jp
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４ 横浜マラソンの開催時期について 

市内初の市民参加型フルマラソン、「横浜マラソン 2015」を平成 27年 3月に、「横浜マ

ラソン 2016」も 28年 3月 13日（日）に開催しましたが、平成 29年開催予定の第３回大会か

ら開催時期を秋（平成 29年 10月 29日予定）に移行することを検討しています。 

 

 

５ 「平成 28年度横浜市市民活動保険」の周知及びリーフレットの配布について 
ボランティア等の市民活動中のケガや事故を対象とする「横浜市市民活動保険」を、平成

28年度も継続して実施します。 

 

 

   

 

 

 

 

 

○問合せ先：総務課庶務係 電話７５０－２３１１ 

 

 

区政等の報告 
１ 区政の動きと日程 

 
 

区連の議題 

１ チラシ等の回覧・ポスターの掲示依頼について 

（１）「磯子区青指だより 第 60号」について（回覧依頼） 

    磯子区青指だより第 60号について、作成しましたので回覧をお願いします。 

 

 

 （２）『スポーツいそご 第 41号』について（回覧依頼） 

各地区で活動しているスポーツ推進委員の１年間の活動をまとめた広報誌を作成し

ましたので回覧をお願いします。追加でご入り用の方は、下記担当に、ご連絡をお願い

します。 
○連絡先：地域振興課活動支援係（電話：750-2393） 
 

賠償責任保険（限度額） 傷害保険 

身 体 賠 償 

１名  １億円 死 亡 １名 500万円 

１事故 ５億円 後遺障害 １名 20～500万円 

財 物 賠 償 １事故 500 万円 入 院 １日 3,500 円（180日限度） 

保管物賠償 １事故 500 万円 通 院 １日 2,500 円（90日限度） 
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（３）「いそっぴゴールデンウィーク２０１６」 

について（掲示依頼） 

「いそっぴゴールデンウィーク２０１６」について、ポスターの掲示をお願いします。 

 

○実施期間 平成 28年４月 23日（土）～５月８日(日) 

 

 

２ 事務連絡 

 （１）区役所 

  ア 補助金の申請等に関することについて 

（ア）地域活動推進費補助金・防犯灯維持管理費補助金の申請等について 

 

ａ 地域活動推進費補助金の交付申請及び前年度の実績報告について 

日頃から地域活動にご尽力いただきましてありがとうございます。 

平成 28年度も自治会町内会の地域活動を支援するため、基本的に１世帯あたり、

７００円を活動費として交付させていただきます。 

 

（１）交付申請のための提出必要書類 

  ア 申請書（防犯灯維持管理費補助金の様式と共通） 

  イ 平成 28年度事業計画書 

  ウ 平成 28年度収支予算書 

    

（２）実績報告のための提出必要書類 

  ア 報告書 

  イ 平成 27年度事業報告書 

  ウ 平成 27年度収支決算書 

  エ 領収書（１件 10万円を超える支出がある場合） 

 
 

ｂ 防犯灯維持管理費補助金の申請について 

日頃から防犯灯の維持管理にご協力いただきましてありがとうございます。 

平成 28年度も、自治会町内会が維持管理している防犯灯について、１灯あたり

2,200円の補助金を交付させていただきます。 

なお、平成 28年度にＥＳＣＯ事業で LED化される鋼管ポール防犯灯も、平成 28

年度までは補助金の対象となります。 
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（１）交付申請のための提出必要書類 

ア 申請書（地域活動推進費補助金の様式と共通） 

イ 電気料金等領収証の写し等 

ウ 電気料金集約分内訳表の写し 

 

 （イ）「町の防災組織」活動費補助金の交付申請及び 

前年度の実績報告について 

日頃から地域の防災活動にご尽力いただきましてありがとうございます。 

平成 28年度も自治会・町内会等が結成する「町の防災組織」が行う防災訓練や防

災資機材の購入等の活動を支援するため、１世帯あたり１６０円を活動費として交

付させていただきます。併せて前年度の活動を記載した実績報告書の提出について

もお願い申し上げます。 

 

 （１）交付申請のための提出必要書類 

   ア 平成 28年度「町の防災組織」活動費補助金交付申請書 

   イ 平成 28年度事業計画書 ※ 

   ウ 平成 28年度収支予算書 ※ 

 

 （２）実績報告のための提出必要書類 

   ア 平成 27年度「町の防災組織」活動費補助金実績報告書 

   イ 平成 27年度事業報告書 ※ 

   ウ 平成 27年度収支決算書 ※ 

   エ 領収書（１件 10万円を超える支出がある場合） 

※原則、地域振興課に提出していただいたものを使用させていただきま

す。「地域活動推進費 事務の手引き」に、町の防災組織活動費補助

金についての記載例を掲載しているので、ご確認ください。 

 

○提出期限 （ア）地域活動推進費補助金・防犯灯維持管理費補助金 

（イ）「町の防災組織」活動費補助金 

ともに 平成 28年６月 30日（木） 

 

○問合せ先 （ア）地域振興課 足立、志村 ７５０－２３９１ 

（イ）総務課危機管理担当 根本、松田 ７５０－２３１２ 
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（ウ）「現況兼変更届」の提出について 

加入世帯数、災害発生時等の緊急連絡先の確認のため、「現況兼変更届」の提出

をお願いします。また、会長、広報紙配布担当者の交代や班数・掲示板数の変更が

ありましたら、あわせて御記入をお願いします。 

   

（１）提出方法：返信用封筒により御提出ください。 

     （２）提出期限：平成 28年６月 15日（水） 

○問い合わせ先：地域振興課 志村 ７５０－２３９１ 

 

 

（エ）磯子区自治会町内会用会計システムについて 

「磯子区自治会町内会用会計システム」は、収入、支出内容を入力すると、自動的

に決算書等が作成されます。自治会町内会の会計処理はもちろんのこと地域活動推

進費補助金の申請書類も簡単に作成できますので、まだお使いでない自治会町内会

の方はぜひご利用ください。パソコンが苦手の方でも基礎から学べる無料の講習会

もあります。 
 

○問い合わせ先  地域振興課：足立・森田 TEL 750-2392 
 
 

（２）区社会福祉協議会 

ア 平成 28年度日本赤十字社社資募集等について(依頼) 

平成 28年度も日本赤十字社社資募集についてご協力をお願いいたします。 

なお、４月の定例会で改めて資材発送とともにご依頼いたします。 

 ○実施時期  ５月～６月 

 ○一世帯あたりの社資参考額  ２００円程度 

 

イ 「いそご更生保護だより」第 58号について（回覧依頼） 
「いそご更生保護だより」第 58号の回覧につきまして、ご協力くださいますよう 

お願いいたします。 
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（３）その他 

ア その他 

（ア）感震ブレーカー「簡易タイプ」補助制度（自治会町内会向け）のご案内 

※下記対象自治会町内会に別途送付 

・滝頭地区（丸山第一町内会、丸山第二町内会、丸山第三自治会、岡村東部自治会、 

滝頭第一自治会、滝頭岩瀬自治会、滝頭上町町内会、滝頭岡町町内会、中浜町内会、

磯子丸山台ハイツ自治会、ライオンズガーデン横浜蒔田自治会） 

・岡村地区（岡村西部第一自治会、岡村西部第二自治会、岡村西部第三自治会、 

泉谷自治会、岡村中部自治会） 

・磯子地区（禅馬町内会、禅馬自治会、室之木町内会、広地町内会、北磯子住宅自治会、

磯子浜西町内会、磯子山手町内会、ステージ２１磯子自治会、広町自治会） 

 

イ 資料配布 

（ア）汐見台自治会連合会だより 第 326号 

（イ）スイッチＯＮ磯子Ⅱまめ通信第 99号        各自治会町内会に１部 

（ウ）磯子家庭防災員だより              各自治会町内会に班回覧数 

（エ）平成 28年度横浜市交通安全運動実施計画      各自治会町内会に１部 

（オ）平成 28年度春の全国交通安全運動横浜市実施要綱 各自治会町内会に１部 

（カ）いそご消費生活だより〈地区版〉          各自治会町内会に班回覧数 

（キ）自治会町内会交流研修会報告書          各自治会町内会に１部 

     

 

閉 会 

次回開催日：平成 28 年４月 18 日（月） 10：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

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！ ） 

岡村中部自治会  洋光台中央団地自治会 

 

洋光台連合自治町内会 

 

区連会ホームページ更新情報 （２月 17 日～３月 16 日） 


