磯子区連合町内会長会４月定例会
日時

平成 28 年４月 18 日（月）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３月中の犯罪発生状況について
平成 28 年３月中の磯子区内の犯罪発生状況は、前年に比べて増加しております。
振り込め詐欺については、平成 28 年の被害件数は６件で被害金額は約 600 万円となって
おり、前年に比べて件数はマイナス１件、被害金額はマイナス約 2,400 万円と減少してい
ます。

２ 磯子消防署
（１）火災・救急状況について（平成 28 年 3 月 31 日現在）
区内の火災件数は、区内６件で、前年に比べ２件増加となっています。
市内では、225 件の火災が発生しており、前年同期で 26 件の減少となっています。
救急出場件数は、区内 2,180 件で、前年に比べ 106 件減少しております。市内全体では、
47,182 件で、前年に比べ 1,393 件の増加となっています。

（２）「地震火災対策訓練」のお知らせ～高所見張り検証訓練～（掲示依頼）
震災時に、電話等の通信手段が途絶した場合を想定し、出火した場所を高所見張りに
より特定し、消火隊を派遣する「地震火災対策訓練」を実施します。訓練に、発煙筒を
使用しますので、火災とお間違えないようにご注意ください。

ア

日時：平成 28 年５月 22 日（日） 午前 9 時 30 分から正午まで

イ

発煙筒を使用する場所（３箇所予定）
磯子区馬場町（根岸地区センター）
滝頭三丁目（密蔵院）
広地町（広地町公園）
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（３）初期消火器具設置費用の一部補助について
自治会町内会がスタンドパイプ式初期消火器具及び初期消火箱を、新規又は更新設置す
る際の整備費用の一部を補助する事業の申請受付を開始します。また、初期消火器具の「設
置協力店舗」（外食チェーン店、ドラックストア―及びコンビニ）への設置についても募
集させていただきます。

○初期消火器具補助事業の申請期限：平成 28 年８月 31 日（水）
※申請用紙は磯子消防署にご用意してあります。
○設置協力店への設置応募期限：平成 28 年７月 29 日（金）
※磯子消防署予防課の担当までご連絡ください。
○連絡先：磯子消防署予防課

担当

奥条・韮山

753-0119

市連の報告
１

小型家電の回収案内について（掲示依頼）
平成 25 年 10 月に開始した小型家電リサイクルに、平成 28 年５月１日からリサイクルの推

進と市民の皆様の排出時の利便性向上のため対象品目にパソコンを追加しましたので、ポスタ
ー掲出による周知をお願いいたします。

２

防災・減災推進研修のご案内
地域の共助の力を向上させるため、「町の防災組織」で活動されている方々向けの基礎的
な研修会の開催についてご案内します。

【研修概要】
（１）日時等
日にち
第１回

時間

６月18日（土）

９:３０～１５:３０

会場
横浜市民防災センター訓
練室※

第２回

６月25日（土）

９:３０～１５:３０

港南公会堂ホール
（港南区役所内）

第３回

７月18日（月・祝）

９:３０～１５:３０

都筑区役所６Ｆ大会議室

第４回

７月26日（火）

９:３０～１５:３０

横浜市民防災センター訓
練室※

第５回

７月30日（土）

９:３０～１５:３０

旭公会堂ホール
（旭区役所内）

※各回８０～１１０名 全５回 計４８０名：内容はすべて同じです。
※所在地：横浜市神奈川区沢渡４－７
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（２）研修内容：「横浜市の防災対策について知ろう」（市の防災施策や自助・共助について
学びます。）その他、事例紹介やグループワーク等を行います。
（３）申込方法：推薦書にご記入のうえ、郵送、ＦＡＸまたは電子メールで申し込み
（４）申込先
郵送：〒２３１－００１７
横浜市中区港町１－１ 横浜市総務局 危機管理課 森田
ＦＡＸ：641-1677 危機管理課 森田
メール：so-kikikanri@city.yokohama.jp
（５）問合せ先：総務局危機管理課

３

担当

花塚・森田 電話：671-4351

第 24 回参議院議員通常選挙投票管理者及び投票立会人の推薦等について
第 24 回参議院議員通常選挙の執行に伴い、投票管理者・投票立会人の推薦、選挙公報の配

付、街頭啓発の実施について、ご協力をよろしくお願いします。

４

平成 29 年度の自治会町内会館整備について
平成 29 年度に会館の新築・購入・増築・改修・修繕を予定している自治会町内会ついて
は、区役所にご連絡をお願いします。区役所から補助制度等のご案内をさせていただきます。
（１）提 出 先：地域振興課
（２）提出期限：平成 28 年７月 22 日（金）
（３）問合せ先：地域振興課地域振興係

齋藤・志村

電話：750-2391

※書類を提出された自治会町内会については、市民局で審査した上で 29 年度の会館整
備費補助金予算の編成を行っていきます。

５

自治会町内会活動のための情報交流誌の送付について
自治会町内会相互の交流と行政との情報共有を目的とした情報交流誌を作成しましたので、
各自治会町内会へ１部ずつお送りします。
また、冊子巻末に「情報共有シート」がございますので、各自治会町内会の取組について
情報提供をいただけましたら、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

平成 28 年度コスモスミーティングの開催について（依頼）
各地区の皆様が地域の課題等について意見交換する「コスモスミーティング」を開催いた
だき、区長以下区職員が参加させていただきたいと考えております。
開催日程やテーマ等をご検討くださいますようお願いいたします。
なお、資料については、地域協働推進員が各地区連合の会議の場にお持ちします。

（１）コスモスミーティング概要
ア 開催時期 平成 28 年６月～７月
イ 出席者
（ア）地域：自治会・町内会の皆様を中心に、委嘱委員等様々な地域活動に係る関係団
体の皆様の御参加をお願いします。
（イ）区：区長及び各地区の地域協働推進員ほか
ウ テーマ：原則各地区でテーマを設定してください。
なお、可能であれば「まちづくり」（交通や空家対策など、昨年度いただい
た意見を踏まえた磯子区プラン・地区別まちづくり方針）をテーマとして御
検討くださいますようよろしくお願いします。
（２）スケジュール
５月９日（月）までに、テーマ・日程等を決定いただき、各地区の地域協働推進員にお
知らせください。

２

磯子区自治会町内会役員等表彰対象者の推薦について（依頼）
多年にわたり地域社会の振興に尽力いただき、その功績の著しい自治会町内会の役員の
方々に対し、区長より感謝の意を表するため、表彰を行います。
つきましては、次の３つの表彰対象区分をご確認いいただき、各自治会町内会より候補者
の御推薦をお願いします。
（１）表彰対象区分

ア

現在副会長として 10 年以上従事している方

イ

自治会町内会役員等として５年以上従事し、前年度末で退任さ

れた方
ウ

自治会町内会役員等として、20 年以上従事している方

（２）

提 出 期 限

平成 28 年５月９日（月）

（３）

提 出 方 法

郵送・ＦＡＸまたは直接区役所６階③番窓口までお持ちください。

（４）

問 合 せ 先

地域振興課地域振興係
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齋藤・志村

電話：750-2391

３ チラシ等の回覧・ポスターの掲示依頼について
（３）ゴーヤの苗無料配布とグリーンカーテンパネル展
への写真応募について（掲示依頼）
グリーンカーテン育成支援のため、区内４箇所で、ゴーヤの苗の無料配布を行います。
また、グリーンカーテンパネル展を 9/27（火）～10/4（火）に区役所１階で開催します
ので、申込書と写真を併せてご応募ください。
ア

苗の無料配布（整理券無、1 人 2 苗まで）
５月７日（土）13 時～ Lavista 新杉田隣接ふれあい広場【先着 200 人】
（らびすた新杉田テナント会主催「Let’s Enjoy ゴールデンウィーク」会場内）
５月 11 日（水）10 時～ 根岸地区センター【先着 100 人】
５月 12 日（木）10 時～ 磯子区総合庁舎前駐車場広場 【先着 150 人】
５月 14 日（土）10 時～ はまぎんこども宇宙科学館
【先着 100 人】
イ グリーンカーテン・パネル展作品募集
（ア）応募締切：平成 28 年９月９日（金）当日消印有効
（イ）応募部門 ・個人（マンション、戸建てなど）
・事業所等（事業所、自治会町内会など）
・教育機関等（学校、幼稚園、保育園など）
（ウ）応募方法：写真（２枚）と申込書をメール、郵送又は御持参ください。
（エ）申込書の配布：６月以降に地区センター、ケアプラザ、コミュニティハウス等に
配架するほか、区役所ホームページからもダウンロードできます。
（オ）その他：個人部門の応募者への参加賞、各部門の優秀作品表彰を予定しています。
ウ 問合せ先：区政推進課企画調整係 金子、菊地 ７５０－２３９８

４

事務連絡
（１）区役所
ア 平成 28 年度の磯子区予算について
平成 28 年度の磯子区予算のうち、区が重点的に取り組む主な事業についてご説明さ
せていただきます。また、同内容について、各地区連においても、地域協働推進委員か
らご説明させていただきます。
（ア）平成 28 年度予算の説明
a 予算の編成について
b 重点的に取り組む事業の紹介
c 各地区連での説明について
（イ）問い合わせ先
・予算全体、広報の特集に関すること 総務課予算調整係：大島
・個別事業に関すること 各事業所管課（広報に連絡先は掲載）
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750-2313

イ

安全・安心マップ作成に伴う自治会町内会の募集について
自治会町内会単位で、地域の皆さまが自分たちのまちを歩き、災害発生時の避難経路
等を記載して完成させる「安全・安心マップ」の作成を希望される自治会町内会を募集
します。
（ア）お申込み期限
平成 28 年６月６日（月）17 時まで
（イ）お申込み先
磯子区役所総務課危機管理担当まで
（ウ）お申込み方法
ご記入済みの別添様式を直接お持ちいただくか、is-bousai@city.yokohama.jp
へ電子メールにて送信してください。

ウ

「どこでもお出かけ区役所講座」及び
「自治会町内会パソコン研修会」について
（ア）どこでもお出かけ区役所講座
平成 28 年度「どこでもお出かけ区役所講座」を開催いたします。まちづくり
やごみの分別など、区役所職員等がお伺いしてご説明します。是非ご利用くださ
い。
○申込・問合せ先：各講座開催所管課

電話：チラシ裏面にございます。

（イ）自治会町内会パソコン研修会
自治会町内会の皆様向けに「パソコンの基礎」、「会計システム」、「ホーム
ページ」などについての講習を行います。自治会町内会活動に役立つ内容となっ
ておりますので、ぜひお申し込みください。
○申込・問合せ先：地域振興課地域振興係
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齋藤、森田

電話：750-2392

エ

新任自治会町内会長研修会の開催について
この度、新たに自治会町内会長に就任した方を対象に、研修会を開催いたしますの

で、ご参加をよろしくお願い申し上げます。
（ア）日時：平成 28 年５月 20 日（金）
（イ）会場：磯子区役所７階

午後２時から午後３時 30 分まで

701 会議室

（ウ）研修内容：14：00～14：30

自治会町内会の概要について
（自治会町内会の運営や各種団体の委員など）

14：30～15：30

補助金の申請方法について
（地域活動推進費補助金、防犯灯維持管理費補助金、
町の防災組織活動補助金の申請方法など）

（エ）申込方法：平成 28 年５月 11 日（水）までに、電話でご連絡をお願いします。
（オ）申込先：齋藤・志村

オ

電話：750-2391

第３期磯子区地域福祉保健計画
「スイッチＯＮ磯子」の計画冊子・概要版配付について
第３期磯子区地域福祉保健計画「スイッチＯＮ磯子」が確定し、計画冊子・概要版
が完成しましたのでお配りします。策定時にはご尽力いただき厚くお礼申し上げます。
今後とも磯子区地域福祉保健計画の推進に御協力くださいますようお願い申し上げ
ます。

カ

平成 28 年度磯子土木事務所管内工事予定箇所について
磯子区内で平成 28 年度内に予定されている、道路・下水道・公園の工事予定箇所
についてご説明します。

（２）磯子区連合町内会長会
ア 「みんなでつくる磯子の元気」自治会町内会ガイドの活用について
自治会町内会の加入促進・活動促進を目的とした、自治会町内会ガイドを作成しま
したので、ご活用をお願いします。班数分の冊子をお送りさせていただきますが、追
加をご希望の際は、担当までご連絡をお願いします。

○担当：磯子区連合町内会長会事務局（地域振興課） 齋藤、志村
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電話：750-2391

（３）区社会福祉協議会
ア 平成 28 年度 日本赤十字社社資募集および資材の送付について(依頼)
平成２８年度も日赤社資募集にご協力をお願いいたします。チラシ等募金に関わる
資材は、各自治会・町内会長様へ直接送付させていただきます。なお、社資受領証の
取り扱いにつきましては十分ご注意ください。
○運動期間：５月～６月
○募集の目安：一世帯あたり２００円程度

イ

日赤社資募集協力謝金等に関する振込口座の調査について（お願い）
今年度も、日赤社資募集協力謝金、共同募金「いそごだより」及び磯子区社協広報
紙「福祉いそご」の配布手数料をお振込みさせていただきますので、お振込口座の調
査につきましてご協力いただきますようお願いいたします。

○提出期限：平成 28 年６月 30 日（木）

（３）その他
ア

資料配布

（ア）汐見台自治会連合会だより 第 327 号
（イ）スイッチＯＮ磯子まめ通信第 100 号
（ウ）平成 28 年度九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間横浜市実施要綱
各自治会町内会に１部
（エ）脳卒中・神経脊椎センター第１回市民講演会（５月 28 日（土））
各自治会町内会に掲示板数
（オ）商店街朝市（５月 28 日（土））
各自治会町内会に掲示板数

閉

会

次回開催日：平成 28 年５月 17 日（火）

8

10：00

