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磯子区連合町内会長会６月定例会 

日時 平成 28年６月 17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 28年５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、前年に比べ増加しています。 

 振り込め詐欺については、被害件数 13件で被害金額は約 2,700万円となっており、件 

数については前年に比べプラス 3件、被害金額はマイナス約 500万円となっています。 

 

 

２ 磯子消防署 

（１）火災・救急状況について（平成 28年 5月 31日現在） 
区内の火災件数は 11件で、前年に比べ２件の増加となっています。市内では、328件

の火災が発生しており、前年同期で 40件の減少となっています。 

救急出場件数は、区内 3,506件で、前年に比べ 189件増加しています。市内全体では、

75,888件で、前年に比べ 2,508件の増加となっています。 

 

 

 
 
市連の報告 
 

１ いわゆる「ごみ屋敷」対策を進めるための条例案の骨子に係る市民意見 

募集（パブリックコメント）の結果の概要について 
 健康福祉局において、いわゆる「ごみ屋敷」対策を進めるための条例案骨子について、市

民意見募集を 4月から 1か月程度行いました。その結果につきまして、概要を報告します。 

 

 

 

２ 蚊媒介感染症予防対策の実施について（掲示依頼） 

横浜市では、6月を蚊媒介感染症予防の啓発強化月間とし、夏に向けて市民の皆様へより

広く注意をお知らせします。 

つきましては、啓発ポスターを送付いたしますので、掲示板への掲示をお願いいたします。 
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３ 消費者被害等の注意喚起ちらし「月次相談レポート」の掲示板への掲示に 

ついて（周知依頼） 

高齢者の消費者被害が増加している状況等を受けて、横浜市消費生活総合センターでは、

最近の消費者被害等の事例等をわかりやすくお伝えするちらし「月次相談レポート」を作成

しています。この「月次相談レポート」を 7月・9月に掲示板への掲示をお願いいたしたく、

事前に周知させていただきます。 

 

 
４ 横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30年度）の平成 27年度の実績 

報告について 

「横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30年度）」の平成 27年度の主な事業実績を

まとめたリーフレットを作成いたしましたので、各自治会・町内会の皆様へ回覧いただきま

すようお願い申し上げます。 

 

 

５ 「横浜市人権施策基本指針」改訂素案に対するパブリックコメントの実施 

について 

  災害に伴う人権問題などの新たな人権課題や、障害者差別解消法など人権に関する法整備が 

進んでいる状況に対応するため「横浜市人権施策基本指針」の改訂を行います。 

  この改訂に当たり、素案を作成し、パブリックコメントを実施しますので、多くの市民の皆 

様のご意見をお寄せくださいますようお願いいたします。 

 

 

６ 平成 28年度ＬＥＤ防犯灯整備事業について 

ＬＥＤ防犯灯整備事業の「鋼管ポールＬＥＤ防犯灯ＥＳＣＯ事業」につきましては、自治

会町内会の皆様のご協力により、12月末を目途に工事を終え、3月までに東京電力への手続

き等を行う予定です。工事の際には、事前に自治会町内会の連絡者様へ工事業者からご連絡

をいたしますので、改めてご協力のほどお願いいたします。 

また、平成 28年度も、電柱へのＬＥＤ防犯灯の新設を行います。申請を希望される自治会

町内会の方は、申請書類を地域振興課でお受け取りください。 

 

  （１）提出期限   平成 28年７月 29日（金）（必着） 

  （２）提 出 先   地域振興課地域振興係 齋藤、竹澤 

  （３）問合せ先   市民局地域防犯支援課 ６７１－３７０９ 

            地域振興課地域振興係 ７５０－２３９２ 

    ※磯子区独自のＬＥＤ防犯灯設置補助事業については、あらためてご案内させて 

いただきます。 
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７ 自治会町内会が防犯カメラを設置する際の補助制度利用の意向確認について 

横浜市では、自治会町内会が防犯カメラを設置する際に費用の一部を補助する「防犯カメ 

ラ設置補助金（仮称）」制度を新たに設けることを検討しています。 

つきましては、本年度中にこの制度を利用して防犯カメラの設置を希望する自治会町内会 

は、区地域振興課へご相談のうえ、意向確認シート（様式１）の提出をお願いいたします。 

 

  （１）提出期限   平成 28年７月 25日（月）（必着） 

  （２）提 出 先   地域振興課施設利用推進担当（防犯担当） 加藤・上段 

  （３）問合せ先   市民局地域防犯支援課 ６７１－３７０５ 

            地域振興課施設利用推進担当 ７５０－２３９３ 

 

 
 
 
区政等の報告 
１ 区政の動きと日程 

 
 
 
 
区連の議題 
 

１ 「いそご打ち水応援プロジェクト」について 

地球温暖化対策への意識を啓発する取組として、地域での行事で活用していただけるよう、

「打ち水セット」を貸出しいたします。また、区職員による「いそご打ち水応援隊」が皆様

の打ち水を支援します。ご希望の団体様はぜひお声掛けください。 

 

（１）貸 出 物 水桶（20個）、ひしゃく（60個）、地表温度計（2個） 

（２）貸出期間 １日～１週間（７月～８月） 

（３）申込方法 FAXまたは Eメールにて、団体名、連絡先、貸出希望日、希望個数を明記の

うえ、下記申込み先までお申込みください。 

（７月１日から受付開始（先着順））※貸出個数に限りがあります。 

（４）問合せ・申込先 区政推進課企画調整係 喜内・林田 

ＴＥＬ：７５０－２３３１ 

ＦＡＸ：７５０－２５３３ 

Ｅメール：is-kikaku@city.yokohama.jp 

 

 

 

mailto:is-kikaku@city.yokohama.jp
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２ 磯子区における地球温暖化対策への取組について 

  平成 28年５月 30日に磯子区環境行動推進本部総会が開催され、平成 28年度における環境 

行動の目標と取組を定めました。区民の皆様や事業者の皆様におかれましても、無理のない範 

囲で地球温暖化対策への取組を実践いただけるようご協力をお願いします。 

 

（１）温暖化対策関連 

ア 目標 

“通年の節電・省エネ”に取り組むものとし、区民生活及び事業活動において電気使用 

の抑制等が進むよう、区民・事業者が一体となって、節電、省エネ行動を広める。 

   イ 目標達成に向けた取組 

「みんなで取り組もう いそごエコアクション」をスローガンとし、区民の誰もが取り 

組める身近な節電・省エネ行動「いそごエコアクション」を推進する。 

 

（２）３Ｒ夢関連 

   ア 目標 

    家庭系総量の原単位を前年度に対して 7グラム削減 

 ごみと資源の総量（家庭系） 

 原単位 

27年度実績（Ａ）(推計値) 39,247t 645g 

28年度目標（Ｂ） 39,230t 638g 

削減目標（Ｂ）－（Ａ） ▲17t ▲7g 

 

   イ 目標達成に向けた取組 

    ・食品ロス削減に向けた取組の推進 

    ・家庭ごみにおける生ごみ減量化の促進 

    ・プラスチックや古紙の分別徹底に向けた取組 

 

問合せ先 温暖化対策関連 区政推進課企画調整係 喜内、林田 ７５０－２３３１ 

        ３Ｒ夢関連 地域振興課資源化推進担当 杉山、渡邊 ７５０－２３９７ 

 

 

３ 平成 28年度「地域支えあい事業」訪問員証の交付等について 

  「磯子区地域支えあい事業」について、年度切り替えに伴い各自治会町内会の訪問員が変 

更となっている場合は、該当者について訪問員証（新規・退任）の交付申請と返却の手続き 

をお願いします。 

 

（１）申請方法 各地区のスイッチＯＮ磯子の地区別推進組織が取りまとめ、区に提出 

（２）区への提出期限 平成 28年８月 12日（金）（提出期限後も必要に応じて随時受付） 
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事務連絡 

 （１）区役所 

   ア 磯子区安全・安心メールのご案内 

      磯子区では、磯子警察署と連携し、区内で発生した空き巣や振り込め詐欺などの犯罪 

発生状況等をお知らせする「磯子区安全・安心メール」を配信しており、通り魔事件 

や強盗事件などの凶悪事件が発生した際には、磯子警察署からの緊急連絡情報を配信 

させていただく予定です。 

ご利用には事前のご登録が必要となりますので、登録方法（別紙資料）をご覧のうえ、 

是非ご登録いただきますようお願いいたします。 

 

   イ 生活困窮者相談事業 PRカードのご案内 

  生活困窮者自立支援制度のＰＲカードを作成しました。このＰＲカードは、生活のこ 

と、家計や就職などお困りごとの相談窓口をご案内するものです。地域の皆さんの目に 

留まるよう区役所・地域ケアプラザをはじめ、店舗等（理美容院・ネットカフェ・コン 

ビニなど）、区内約 200か所にカードを設置しています。 

 

 

（２）区社会福祉協議会 

ア 平成 28年度 横浜市磯子区社会福祉協議会会費納入について（依頼） 
    平成 28年度も、会費納入についてご協力くださいますようお願いいたします。 

・会費     一世帯につき１００円 

      ・納入期限   平成 28年７月 29日（金） 

 

 イ 第 66回「社会を明るくする運動」について（お知らせ） 

平成 28年度も７月に法務省主唱の「社会を明るくする運動」が全国的に展開され

ます。磯子区におきましても、例年どおり２回にわたり広報活動を実施いたしますの

で、ご理解・ご協力くださいますようお願いいたします。 

・７月９日（土） 13時～ ＪＲ新杉田駅周辺 

     ・７月 23日（土） 10時～ ＪＲ根岸駅周辺 
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（３）その他 

    ア 資料配布 

        （ア）汐見台自治会連合会だより 第 330号 

（イ）スイッチＯＮ磯子まめ通信 102号          各自治会町内会に１部 

（ウ）平成 28年度夏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 

（エ）横浜市立脳卒中・神経脊髄センター 市民講演会 各自治会町内会に掲示板数 

 
 
閉 会 

次回開催日：平成 28 年７月 19 日（火） 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！ ） 

原町町内会    岡村中部自治会  ＩＨＩ汐見台３丁目自治会 
洋光台北団地一街区自治会  

 
洋光台連合自治町内会 
 

区連会ホームページ更新情報 （５月 17 日～６月 16 日） 


