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磯子区連合町内会長会１月定例会 

日時 平成 29年１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 28年 12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 33件で被害金額は約 7,800万円となっており、件 

数については前年に比べプラス 15件、被害金額はプラス約 3,700万円となっています。 

 
 

（２）平成 28年 12月末の人身交通事故発生状況について 

    磯子区内の 12月の人身事故発生件数は前年に比べ７件減少し、死者数は１件増加、負 

傷者は８人の減となっております。 

 平成 28年１月から 12月までの人身事故発生件数は前年に比べ 20件の減、死者数は同 

数、負傷者は 11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 
区内の発生件数は 31件で、前年に比べ８件増加となっています。市内では、754件の 

火災が発生しており、前年同期で４件の増加となっています。 

救急出場件数は、区内 8,614件で、前年に比べ 603件増加しております。市内全体では、 

187,491件で、前年に比べ 9,147件の増加となっています。 

 

 

（２）平成 29年度「家庭防災員」推薦の依頼について 
地域の防災の担い手となる家庭防災員の推薦をご依頼いたしますので、推薦要件をご確 

認のうえ、同封しました「家庭防災員推薦書」のご提出をお願いします。 

 

ア 募集期間：平成 29年１月～平成 29年４月 21日（金） 

イ 提出先 ：磯子消防署予防課 

 

 

（３）「家庭防災員だより」の掲示板への掲出について（掲示依頼） 
平成 28年度の磯子区家庭防災員の活動の様子をまとめた「家庭防災員だより」を、自 

治会町内会の掲示板への掲出をお願いいたします。 
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市連の報告 
１ 救急車を呼ぶか迷ったときの対応についてのお願い（回覧依頼） 

急な病気やけがで救急車を呼ぶか迷ったときは、横浜市救急相談センター（＃７１１９） 

を利用し、緊急性について相談していただくなど、救急車の上手な利用を呼び掛けるチラシ 

の回覧にご協力をお願いいたします。 

 

 

２ 横浜水缶の特典付き販売について（周知依頼） 

水道局では災害に備え、１人１日３リットル、最低３日分で９リットル以上の家庭におけ 

る飲料水備蓄をお願いしています。キャンペーンを契機に災害への備えについての意識向上 

を図りたいと思っておりますので、ご協力をお願いいたします。 

 

【概要】 

備蓄飲料水「横浜水缶」の特典付き販売 

キャンペーン期間：１月 17日（火）～３月 21日（火） 

３つの特典：特典１ 期間中のご注文は配達料無料 

特典２ ３箱購入ごとに給水リュック１個プレゼント 

特典３ 10箱購入ごとに横浜水缶１箱プレゼント 

ご注文・問合せ：水道局お客さまサービスセンター 

         電話：８４７－６２６２ FAX：８４８－４２８１ 

 

 

３ 平成 28年度第３四半期までの燃やすごみ量の実績（速報値）について 

（情報提供） 

平成 28年度の第３四半期までの「燃やすごみ量」の実績（速報値）を報告させていただき

ます。 

平成 21年度の同時期に比べ 6.0%減少しましたが、昨年度同時期に比べると 0.5%増加して

います。第４四半期に向けては、積極的にリユースの取組を進めていただくとともに、今年

度の重点施策である「生ごみ・食品ロスの削減」をはじめとしたリデュースの取組について

もご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

４ 「お助けカード」の配布について（情報提供） 

消費者被害の未然防止や早期の相談に結び付けるため、横浜市消費生活総合センターの電 

話番号等が記載された「お助けカード」を、自治会・町内会長の皆様へ配布させて頂きます。 

地域で心配な方がいらっしゃいましたら、センターの電話番号をお知らせ頂きますよう、ご 

協力をお願いいたします。 
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５ 自治会町内会・地区連合町内会アンケート調査報告書の送付 

について（情報提供） 

昨年６～７月にかけて実施いたしました「自治会町内会・地区連合町内会アンケート」に 

ついて、報告書がまとまりましたので、情報提供させていただきます。 

 調査結果報告書につきましては、今後の自治会町内会活動に対する本市の施策の参考とさ 

せていただくとともに、地区連合町内会長、自治会町内会長に１部ずつお配りいたしますの 

で、今後の活動のご参考にしていただければ幸いです。 

 

 

 

区政等の報告 
１ 区政の動きと日程 

 
 

 

区連の議題 

１ 事務連絡 

 （１）横浜市電保存館リニューアルオープンに伴う入館料金の改定 

について（情報提供） 

     横浜市電保存館は、改修工事を終えて１月２８日にリニューアルオープンします。 

今回、オープンに併せて入館料を改定しますので、ご報告させていただきます。 

 

    ア 変更日：平成 29年１月 28日（土） 

    イ 新料金：大人（高校生以上）  ３００円（現行１００円） 

          小人（３歳以上中学生）１００円（現行５０円） 

          ※各種優待制度あり 

ウ 問合せ先：横浜市交通局協力会 事業推進課 

       担当：武藤 

       電話：２５３－９５９５ 

 

 

 （２）生活支援センターニュース（磯子区版）の回覧について（回覧依頼） 

     磯子区生活支援センターでは、精神などに障害がある人の地域生活を支援するととも 

に、ご家族への支援、地域への普及啓発活動を行っています。当センターの今年度の機 

関紙ができましたので、自治会町内会での回覧をお願いいたします。 
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（３）横浜市新杉田行政サービスコーナーの閉所について（回覧依頼） 

     マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストアに設置されているマル 

チコピー機で、住民票の写しなど各種証明書が取得できる「コンビニ交付」の開始を契 

機として、新杉田行政サービスコーナーを平成 29年３月 31日（金）をもって閉所する 

ことになりました。 

     つきましては、区民の皆様に広く周知していただくため、自治会町内会でお知らせの 

回覧をお願いいたします。 

 

 

 （４）「木下大サーカス横浜公演」開催に伴うご招待券などの配布 

について（掲示依頼） 

     このたび、社会福祉事業協賛として、横浜市町内会連合会などの後援で「木下大サー 

カス横浜公演」を開催する運びとなりました。つきましては、日頃より地域発展に貢献 

されている自治会町内会長様にご観覧いただきたく、ご招待券などをご用意いたしまし 

たので、是非ご利用いただけるようお願いいたします。 

 また、本横浜公演のチラシをできる限りで結構ですので、掲示板への掲示をお願いい 

たします。 

 

ア 日程：平成 29年２月 26日（日）から５月 22日（月）まで 

    イ 開場：横浜みなとみらい特設会場（マリノスタウン跡地） 

    ウ 招待券種：・ご招待券 各自治会町内会 会長２枚＋班長１枚 

（平日期間限定の招待券・無料にて入場いただけます） 

           ・特別割引券 各自治会町内会 会長２枚＋班長１枚 

（当日入場料金を１名様 1,500円にて自由席入場券を購入できます） 

    エ 問合せ先：木下大サーカス横浜公演事務局 担当：上村（かみむら） 

           電話：２１２－０３６０ FAX：２１２－１０２６ 
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（５）区役所 

   ア 「磯子区防災講演会」の開催に伴うチラシについて（掲示依頼） 

区主催による区民向けの防災講演会を開催いたします。つきましては、講演会の 

チラシについて、自治会町内会の掲示板への掲出をお願いいたします。 

 

    【実施内容】 

    （ア）テーマ：首都直下地震 

           ～熊本地震災害を教訓として、今かもしれない首都圏の大地震と災害～ 

    （イ）講師：東京大学地震研究所教授・地震予知研究センター長 

          平田 直（ひらた なおし）氏 

    （ウ）日時：平成 29年３月７日（火） 14：30～16：00（14:00開場） 

    （エ）会場：磯子区民文化センター杉田劇場 

          （磯子区杉田１－１－１ らびすた新杉田） 

    （オ）定員：300名（先着順・入場無料） 

（カ）問合せ先：総務課危機管理担当 相澤・圓山 

        電話：７５０－２３１２ 

 

 

   イ 磯子区人権啓発講演会の開催について（掲示依頼） 

平成 29年３月８日（水）に磯子区人権啓発講演会を実施します。つきましては、 

講演会のチラシについて、掲示板への掲出をお願いいたします。 

  

    【実施内容】 

    （ア）テーマ：「ふまじめ介護」～介護をとおして高齢者の人権について考える～ 

（イ）講師：講談師 田辺 鶴瑛（たなべ かくえい）氏 

（ウ）日時：平成 29年３月８日（水） 15：00～16：45（14:30開場） 

    （エ）会場：磯子公会堂 

    （オ）定員：500名（先着順・入場無料） 

（カ）問合せ先：総務課庶務係 山県・奥山 

        電話：７５０－２３１２ 
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   ウ 「せんきょにいこう！ワンダー・ワンダー・コンサート」の開催 

に伴うチラシについて（掲示依頼） 

磯子区明るい選挙推進協議会では、区民の積極的な投票参加を目的に、投票率の低 

い 20代、30代の子育て世代とそのこどもを対象に下記のイベントを開催します。つ 

きましては、イベント周知のため、２月 28日（火）までチラシの掲示板への掲出を 

お願いいたします。 

  

    【実施内容】 

    （ア）日時：平成 29年３月 31日（金） 11：00～12：00（10:30開場） 

    （イ）会場：区民文化センター杉田劇場 ５階ホール 

          （磯子区杉田１－１－１ らびすた新杉田） 

    （ウ）費用：無料 

    （エ）定員：300名（応募者多数の場合は抽選） 

    （オ）申込期間・方法：平成 29年２月１日（水）～２月 28日（火） 

               往復はがきによる申し込み 

               （座席は事務局で指定させていただきます） 

（カ）問合せ先：磯子区明るい選挙推進協議会事務局 

（総務課統計選挙係 根本・栗原） 

        電話：７５０－２３１６～７ 
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エ 横浜市都市計画マスタープラン磯子区プラン「磯子区まちづくり方針」 

の改定素案に対する市民意見募集について 

      横浜市都市計画マスタープラン磯子区プラン「磯子区まちづくり方針」の改定素案 

     について、昨年 12月末に公表し、その概要を広報よこはま磯子区版 1月号に掲載し 

ました。現在、素案について市民意見を募集しております。また、説明会も開催しま 

すので、お知らせします。 

 なお、まちづくり方針の概要を、各地区連定例会で地域協働推進員から説明させて 

いただきます。 

 

（ア）意見募集について 

期 間：２月３日(金)まで（郵送の場合は当日消印有効） 

募集方法：郵送、FAX又は Eメール（所定の書式はありません） 

送付先：〒235-0016 横浜市磯子区磯子３－５－１ 

           磯子区区政推進課 企画調整係 

                    FAX：７５０－２５３３ Ｅメール：is-kikaku@city.yokohama.jp 

※いただいたご意見について、個別回答はしませんが、区の考え方 

と併せてまとめて区ホームページで公表します。 

（イ）説明会の開催について 

  １月 23日（月）19:00～20:30 磯子区役所７階会議室 

（ウ）素案（冊子）の閲覧場所 

磯子区役所 区政推進課（６階５番）、磯子区内各地区センター及び各地域ケア 

プラザ、磯子図書館、市民情報センター（市庁舎１階）等 
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オ 「磯子区地域運営補助金」平成 29年度活用団体の募集 及び 

活用団体紹介通信「つながる ひろがる」第４号の発行について 

自治会町内会を含む２つ以上の団体が連携し、地域の課題解決に継続的に取り組む 

団体を支援するため、活動に必要な経費を補助します。「つながる ひろがる」第４ 

号（各自治会町内会に５部配付）の裏面が 29年度の募集案内になっていますので、 

ご活用をご検討ください。 

 

（ア）募集期間：平成 29年１月 17日（火）～２月 28日（火） 

                 （４月から活動を開始する場合） 

（イ）対象団体：自治会町内会を含む２つ以上の団体が連携した団体 

           例 「自治会＋（子ども会＋青少年指導員協議会など）」 

（ウ）補助金額：補助対象経費と認められる額の 10分の９を上限とし、予算の範囲内 

で補助（上限 50万円、10分の１は自己負担） 

（エ）補助期間：最長３年間（年度ごとに申請） 

（オ）問合せ先：区政推進課地域力推進担当 

        電話：７５０－２３９８ 

※当補助金は、平成 29年度予算が横浜市会で議決されることを条件 

に交付します。 

 

 

  カ 「平成 28年度磯子区地域支えあい事業全体研修会」の開催について 

磯子区地域支えあい事業に関する標記研修会を開催します。当事業に携わっている 

方や関心のある方を対象に、幅広くご参加いただきたいため、各自治会町内会でのご 

周知のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

（ア）日時及び場所：平成 29年３月 13日(月） 14:00～16:00 

              磯子公会堂 ホール 

（イ）実施内容： 

第１部 講演 テーマ：これからの「地域の支えあい」を考える 

～セルフ・ネグレクトの理解～ 

講師：岸 恵美子 氏（東邦大学看護学部教授） 

第２部 事例発表 磯子区内の取組事例 

（ウ）問合せ先：福祉保健課運営企画係 

        電話：７５０－２４４２ 
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  キ 「民児協いそご第 36号」の回覧について（回覧依頼） 

磯子区民生委員児童委員協議会では、民生委員の活動内容などを紹介するため、「民 

児協いそご」を年 2回（1月、7月）発行しています。 

 平成２９年 1月に第３６号を発行しましたので、回覧依頼をお願いいたします。 

 

 

  ク 「こども食堂立ち上げワークショップ」の開催について（情報提供） 

磯子区内での「こども食堂」の立ち上げに向けて、磯子区役所（こども家庭支援課） 

と磯子区社会福祉協議会共催で「こども食堂立ち上げワークショップ」を実施します 

ので、情報提供させていただきます。 

 

     （ア）日時：平成 29年２月 21日（火） 14:00～16:00 

     （イ）会場：磯子公会堂 集会室 

     （ウ）参加要件：磯子区在住でこども食堂の実施に意欲があり協力できる方 

     （エ）申込方法：平成 29年１月 23日（月）８時 45分から 

下記問合せ先へ申し込み（先着 50名） 

（カ）問合せ先：こども家庭支援課 

             電話：７５０－２４４８・２４４９ FAX：７５０－２５４０ 

 

 

  ケ 生活困窮者自立相談支援事業のパンフレットのご紹介について 

生活困窮者自立相談支援事業のパンフレットをリニューアルいたしました。Ａ３サ 

イズの両面カラー印刷で、より見やすく、具体的な相談例も掲載されていますので、 

ぜひご覧ください。 

 

 

（６）区社会福祉協議会 

ア 「磯子区社会福祉大会」の報告について 

11 月 19 日（土）に行われた、「磯子区社会福祉大会」の報告とアンケートの結果 
をお知らせいたします。 
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（７）その他 

   ア 資料配布 

（ア）汐見台自治会連合会だより 第 336、337号 

（イ）岡村地区連合町内会・岡村地区社会福祉協議会 広報紙「おかむら」第 29号 

（ウ）スイッチＯＮ磯子まめ通信 107号           各自治会町内会に配布 

（エ）南税務署「平成 29年 1月確定申告だより」Ａ３版 各自治会町内会に班回覧数 

（オ）南税務署「平成 29年 1月確定申告だより」Ａ４版 各自治会町内会に掲示板数 

（カ）商店街朝市（１月 28日（土））           各自治会町内会に配布 

 
 
 
閉 会 

次回開催日：平成 29 年２月 17 日（金） 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      岡村西部第一自治会    岡村中部自治会   

磯子山手町内会    IHI汐見台３丁目自治会  洋光台六街区自治会 

 

岡村地区連合町内会  洋光台連合自治町内会 

 

区連会ホームページ更新情報 （１１月 17 日～１月 16 日） 


