磯子区連合町内会長会９月定例会
日時

平成 28 年９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 28 年８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、前年に比べ減少しています。
振り込め詐欺については、被害件数 20 件で被害金額は約 3,500 万円となっており、件
数については前年に比べプラス８件、被害金額はプラス約 300 万円となっています。

（２）防犯かながわ 151 号について（回覧依頼）
防犯かながわ 151 号を作成しましたので、班回覧のご協力をお願いいたします。

（３）平成 28 年８月末の人身交通事故発生状況について
磯子区内の８月の人身事故発生件数は前年と同数で、死者数は 1 人増、負傷者は２人増
となっております。
平成 28 年１月からの人身事故発生件数は前年に比べ 11 件の減、死者数は同数、負傷者
は６人の減となっております。

２ 磯子消防署
（１）火災・救急状況について（平成 28 年８月 31 日現在）
区内の発生件数は 18 件で、前年に比べ２件増加となっています。市内では、487 件の
火災が発生しており、前年同期で 33 件の減少となっています。
救急出場件数は、区内 5,615 件で、前年に比べ 240 件増加しております。市内全体では、
122,784 件で、前年に比べ 3,800 件の増加となっています。
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（２）消防航空隊（ヘリコプター）の離着陸訓練の実施について
消防航空隊（ヘリコプター）離着陸訓練と展示説明を下記の日程で実施しますので、お
知らせいたします。
（ア）日時：10月１日（土） 10時30分～12時
（イ）場所：洋光台南公園グラウンド（磯子区洋光台６丁目37番地）
（ウ）内容：ヘリコプター離着陸訓練、ヘリコプターの展示・見学など
（エ）参加部隊：第1航空隊（ヘリコプター）、磯子消防署（指揮隊、磯子第２消防隊・
杉田特別救助隊、洋光台消防隊など）、磯子消防団（第七分団）
（オ）その他：荒天の場合は中止（順延なし）。事前申込みなし。

市連の報告
１

横浜市防災計画修正に関する市民意見募集の実施について
横浜市防災計画「都市災害対策編」及び「震災対策編」について必要な修正を進めており
ます。
そこで、計画の修正にあたり、幅広く市民の皆様のご意見を伺うため、市民意見募集を実
施しますのでお知らせします。
（１）意見募集期間：10 月３日（月）～11 月２日（水）
（２）その他：パンフレットは区役所、市民情報センター等で配布し、本市ホームページで
も公開します。また、広報よこはま９月号でお知らせするほか、記者発表
も行う予定です。
（３）問合せ先：総務局危機対処計画課 電話：６７１－４０９６
FAX ：６４１－１６７７

２ 防災・減災推進研修（ステップアップ研修）の実施に
ついて（周知依頼）
防災・減災推進研修（基礎研修）を受講した方を対象に、より専門的な防災・減災につい
て学んでいただくため、今年度から、防災・減災推進研修（ステップアップ研修）を横浜市
民防災センターで実施しますので、ご報告いたします。
（１）問合せ先：総務局危機管理課

電話：６７１－４３５１
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３ みんなの協働フォーラムの御案内とアンケートへの御協力
について（情報提供）
市民局では、協働に関し広く市民の皆様の御意見をお聴きするため、みんなの協働フォー
ラム（意見交換会）とアンケートを実施します。フォーラムについて御案内するとともに、
お忙しいところ恐縮ですが、アンケートの回答に御協力くださいますよう、お願いいたしま
す。
（１）みんなの協働フォーラムについて
日時：10 月 10 日（月・祝）

12 時 30 分～17 時

会場：横浜情報文化センター６階（みなとみらい線

12 時

開場

日本大通り駅直結）

（２）アンケートについて
10 月 31 日（月）までに、FAX、郵送、WEB のいずれかの方法で御提出をお願いいたし
ます。
（３）問合せ先：市民局市民活動支援課

電話：２２７－７９１５
FAX ：２２３－２０３２

４

平成 28 年度自治会町内会長永年在職者表彰について（情報提供）
昨年度と同様に、市長主催による表彰式を開催しますので、情報提供させていただきます。
（１）表彰対象の皆さま：在職 10 年以上（５年ごと）の皆さま
（２）会場：市長公舎（予定）
（３）実施時期：３月初旬
（４）その他：当日は、各区から会場への送迎を予定しています
※また、区長主催による感謝会についても、例年どおり開催します。感謝会では、
自治会町内会長の皆さまをご招待しまして、在職５年の皆さまを表彰させていただ
きます。

５

「よこはま民児協だより」の配布について（回覧依頼）
横浜市民生委員児童委員協議会の広報誌「よこはま民児協だより」について、自治会・町
内会及び関係団体が連携して取り組んでいる事例を紹介していますので、自治会・町内会
への班回覧をお願いいたします。
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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

議題
（１）地域運営補助金活用団体活動紹介通信「つながる
発行について

ひろがる」の

区地域運営補助金の活用を検討していただき、地域での新たな活動の創出や団体間の
連携を促進するため、地域運営補助金活用団体について、活動の目的、きっかけ、成
果などを紹介する「つながる ひろがる」を発行します。
ア
イ

ウ

発行回数・時期：４回（９月、10 月、11 月、１月）
配布部数：各自治会町内会に５部配付しますので、役員をはじめ皆様でご覧くだ
さい。（不足する場合には、ご相談ください。）
※区役所ホームページにも掲載します。
問合せ先：区政推進課地域力推進担当 金子・菊地 電話：７５０－２３９８

（２）防犯灯設置事業（磯子区独自実施分）の申請について
区独自事業としての「ＬＥＤ防犯灯設置事業」について申請期間を設けます。基準を
満たした防犯灯設置費の一部を補助します。詳細や申請書等は単位配布資料をご覧くだ
さい。
ア
イ

締切：１１月３０日（水）地域振興課必着
補助率、補助限度額（１灯あたり）：
４／５かつ電柱利用灯３万円、鋼管ポール灯８万円が上限です。
（千円未満切捨て）
ウ 市民局事業との相違点：
・防犯灯設置に関する業者選定や東電、ＮＴＴへの申請、土木事務所への手続き
等はすべて自治会町内会等で行う必要があります。
・設置後の電気代や維持管理にかかる経費等は自治会町内会が支払います。
（「防
犯灯維持管理補助金」の対象にはなります。）
エ 問合せ先：地域振興課 齋藤・竹澤 電話：７５０－２３９２
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２

事務連絡
（１）区役所
ア 磯子区制 90 周年記念カレンダー「磯子の四季 2017」の
配布について（配布依頼）
「磯子区制 90 周年記念カレンダー」を広報よこはま 11 月号等と併せて、配布をお
願いいたします。完成品については、10 月の定例会でご説明します。
（ア）配布物：磯子区制 90 周年記念カレンダー
（イ）配布方法・謝金など：
広報よこはま 11 月号などと併せて、配送いたします。
なお、広報の配付謝金をお支払いしている団体に対しては、カレンダ
ーの配布謝金として４円（広報よこはま特別号 H26.5 月配布時と同額）
をお支払いたします。
（ウ）問合せ先：区政推進課企画調整係 喜内・廣田 電話：７５０－２３３１

イ

「第 40 回磯子まつり」開催のお知らせと
「磯子区制 90 周年記念 名称及びロゴ」利用の周知について
今年の「第 40 回磯子まつり」について、9 月 25 日（日）に開催されますので、お
知らせいたします。
また、来年の磯子区制 90 周年を記念して、
「磯子区制 90 周年記念」の名称利用と、
区制 90 周年記念として作成したロゴの利用方法について、自治会町内会の皆様へお
知らせいたします。
【第 40 回磯子まつり（同時開催：健康づくりフェスタ、商店街朝市）】
（ア）日時：平成 28 年９月 25 日（日）10：00～16：00
（パレード実施時間

10：30～12：00（予定））

（イ）場所：磯子区総合庁舎、磯子アベニュー、磯子土木事務所、
磯子センター・磯子ケアプラザ
（ウ）問合せ先：地域振興課地域振興係
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電話：７５０－２３９２

ウ

平成 28 年度磯子区読書活動推進講演会の
周知について（掲示依頼）
今年度の読書活動推進講演会は、はまぎんこども宇宙科学館館長の的川泰宣氏を講
師に、困難と失敗を繰り返しながらも夢を追い続けることの大切さについて、お話し
いただきます。
この講演会の周知のため、自治会町内会の掲示板への掲示について、御協力お願
いいたします。
（ア）日時：平成 28 年 11 月 12 日（土） 13 時 30 分 講演開始
（イ）場所：磯子公会堂
（ウ）申込：当日先着 500 人
（エ）問合せ先：地域振興課読書活動推進担当 齋藤 電話：７５０－２３９５
FAX：７５０－２５３４

エ ひとり暮らし高齢者「地域で見守り」推進事業について
平成２４年度から実施している『ひとり暮らし高齢者「地域で見守り」推進事業』
について、今年度も実施します。９月から対象の高齢者の方へ民生委員の訪問を開始
しますので、自治会町内会の皆様へ情報提供をいたします。

オ 平成 28 年度第３期磯子区地域福祉保健計画
「スイッチＯＮ磯子」講演会 「元気に楽しく！！
みんなで一緒に健康づくり」について（回覧依頼）
東京都健康長寿医療センターで住民活動と健康度・幸福度の研究をされている倉岡
正高氏をお招きし、「地域ぐるみの健康づくり」の視点から、地域全体で支えあいや
健康づくりに取り組むことの効果について講演いただきます。
この講演会のちらしの班回覧をお願いいたします。

（ア）日時：平成 28 年 11 月 14 日（月）

14 時～16 時

（イ）会場：磯子公会堂
（ウ）講師：倉岡 正高氏（東京都健康長寿医療センター研究所
社会参加と地域保健研究チーム研究員）
（エ）定員：500 人（先着順）
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（２）磯子区民駅伝大会実行委員会事務局
ア 第８回磯子区民駅伝大会の参加者募集に
ついて（掲示依頼）
第８回目となる「磯子区名物」の駅伝大会を今年も開催します。
（ア）日時：平成 28 年 11 月 20 日（日） ８時 30 分 受付開始
（イ）場所：株式会社ＩＨＩ横浜事業所
（ウ）内容：小学生３・４年生の部からシニアの部まで全 10 部門
1 チーム４人のタスキリレーで、チームのほかに個人賞もあり。
（エ）申込：区内区民利用施設で配布する募集要項で申し込み
（オ）募集期間：平成 28 年 10 月１日（土）～10 月 20 日（木）
（カ）問合せ先：磯子スポーツセンター（磯子区民駅伝大会実行委員会事務局）
電話：７７１－８１１８

（３）区社会福祉協議会
ア 平成 28 年度磯子区社会福祉大会について
例年 10 月最終日曜日に開催していた「みんな集まれ！ふくしの広場」に代わり、
今年度から「磯子区社会福祉大会」として開催します。
社会福祉功労者表彰の実施や福祉団体の取り組みを紹介します。
（ア）日時：平成 28 年 11 月 19 日（土） 12 時 30 分～15 時 30 分
（イ）会場：磯子公会堂（ホール、ホワイエ）、区民ホール

イ

区社協広報紙「福祉いそご」第 67 号について（事前周知）
「福祉いそご」第 67 号の全戸配布につきまして、広報よこはま 10 月号などと併せ
て配布いたしますので、御協力をお願いいたします。

ウ

「いそご更生保護だより」第 59 号の回覧について
（回覧依頼）
「いそご更生保護だより」第 59 号について、回覧をお願いいたします。

エ

共同募金運動へのご協力について（依頼）
今年度も共同募金運動が展開され、戸別募金に関わる資材を送らせていただきます
ので、御協力をお願いいたします。
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オ 平成 29 年度に向けた共同募金（戸別募金）用資材に関する
アンケートについて
来年度の募金資材に反映させていただくために、アンケートにつきまして御協力を
お願いいたします。
（ア）回答締切：平成 28 年 11 月末までにお願いいたします。

（４）その他
ア 資料配布
（ア）汐見台自治会連合会だより 第 332、333 号
（イ）スイッチＯＮ磯子まめ通信 104 号

各自治会町内会に配布

（ウ）平成 28 年度違法駐車及び放置自転車・
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

（エ）秋の全国交通安全運動

各自治会町内会に配布

（オ）横浜音祭り 2016

各自治会町内会に掲示板数

（カ）横浜 18 区ショートフィルム＆コンサート(磯子区版)
（キ）横浜市消費生活総合センター

閉

月次相談レポート

各自治会町内会に配布

各自治会町内会に掲示板数

（ク）無料調停相談会

各自治会町内会に掲示板数

（ケ）横浜矯正展

各自治会町内会に掲示板数

会

次回開催日：平成 28 年 10 月 17 日（月）

10：00

区連会ホームページ更新情報
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

で検索！ ）

レインボー自治会

IHI 汐見台３丁目自治会

上中里団地地区自治会 洋光台一丁目町内会

洋光台北団地一街区自治会

洋光台四丁目自治会
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洋光台六街区自治会

