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磯子区連合町内会長会２月定例会 

日時 平成 29年２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 29年１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１件で被害金額は約 100万円となっており、件数 

については前年と同数で、被害金額はマイナス約 99万円となっています。 

 
 

（２）「第 140号磯子地域安全だより」について（回覧依頼） 

    「第 140号磯子地域安全だより」を作成しましたので、班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 
区内の発生件数は２件で、前年に比べ１件増加となっています。市内では、74件の 

火災が発生しており、前年同期で 14件の減少となっています。 

救急出場件数は、区内 895件で、前年に比べ 122件増加しております。市内全体では、 

18,039件で、前年に比べ 2,033件の増加となっています。 

 

 

（２）平成 29年「春の火災予防運動」のポスター掲出、コンロ火災防止チラシ 

の回覧について 
    ３月１日（水）から３月７日（火）まで「春の火災予防運動」が全国一斉に行われます。 

この期間に併せて、自治会町内会の掲示板に春の火災予防運動ポスターの掲示と、コンロ 

火災防止チラシの班回覧をお願いします。 
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（３）「磯子区少年少女防災事業」に関する団体登録の募集について 

    青少年に対する防災活動に取り組む地域の方々と連携し、将来の地域防災の担い手を育 

成するため、団体登録に御協力をお願いします。登録いただいた団体に対して 29年度各種 

青少年向け関連事業開催のお知らせを行います。 

 

ア 募集期間：平成 29年２月 20日(月)～４月 28日（金） 

イ 登録方法：別添「団体登録表」を磯子消防署予防課あてに届出 

※届出方法：予防課窓口・郵送・Ｆａｘ・Ｅメール 

ウ 登録団体の例：○○町内会子ども会防火防災班、○○地域少年消防クラブ 等 

エ 問合せ先：磯子消防署予防課  担当：向井・松田  

電話・FAX：７５３－０１１９ 

 

 

 

市連の報告 
１ 第 33回全国都市緑化よこはまフェア開催に伴うチラシの掲出依頼に 

ついて（掲示依頼） 
平成 29年３月 25日から開催する花と緑の祭典「第 33回全国都市緑化よこはまフェア」 

のＲＰチラシについて、各自治会・町内会の皆様へ周知いただくとともに、掲示版への掲出 

（表面のみ）を依頼します。 

なお、「Garden Necklace YOKOHAMA2017（ガーデンネックレス横浜 2017）」は当フェア 

の愛称です。 

 

【開催概要】 

（１）開催期間：平成 29 年３月 25 日(土)～６月４日(日)（72 日間） 

（２）会場 

     ア：みなとガーデン 

山下公園、グランモール公園、港の見える丘公園、横浜公園、 

日本大通り、象の鼻パーク、新港中央広場、運河パーク 

イ：里山ガーデン 

横浜動物の森公園植物公園予定地(よこはま動物園ズーラシアに隣接) 

（３）問合せ先：環境創造局全国都市緑化フェア推進課  担当：野本・渡邉 

電話：６７１－３７８９ FAX：６６３－００２７ 

Ｅメール：ks-ryokkafair@city.yokohama.jp 
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２ 平成 29年民生委員・児童委員及び主任児童委員の推薦について 

   民生委員・児童委員及び主任児童委員の欠員補充及び増員につきまして、各地区推薦準備 

会及び連合地区推薦準備会を開催し、候補者を推薦していただくよう、ご協力をお願いしま 

す。（欠員地区・増員が必要な地区のみ） 

 

 

３ 木造住宅の耐震化を促進するための補助限度額の増額と戸別訪問の実施に 

ついて（情報提供） 

昭和 56年５月以前に建築された木造住宅の耐震改修について、平成 29年度に限り、補 

助限度額を 30万円増額します。また、これらの木造住宅に戸別に訪問し、広く制度周知を 

図ることより、更なる耐震化促進に繋げていきたいと思いますので、ご協力をお願いいた 

します。 

 

【概要】 

（１）対象となる建物：昭和 56年５月以前に建築された旧耐震基準の木造住宅 

（２）耐震改修の補助限度額：【現行】75万円（非課税の場合 115万円） 

【平成 29 年度に限り】105 万円（非課税の場合 145 万円） 

（３）戸別訪問実施時期：平成 29年２月～５月頃 

（４）問合せ先：建築局建築防災課耐震担当 

電話：６７１－２９４３ FAX：６６３－３２５５ 

 

 

４ 「横浜市立小・中学校施設の建替えに関する基本方針」素案に関する 

市民意見募集について 
横浜市教育委員会では、学校施設の老朽化に伴い、学校施設の建替事業を効率的、効果的 

に進めていくために、新たに「横浜市立小・中学校施設の建替えに関する基本方針」の素案 

を策定しましたので、ご意見をお寄せくださいますよう、お願いいたします。 

 

（１）意見募集期間：平成 29年２月 16日（木）～平成 29年３月 17日（金） 

（２）閲覧方法について：下記ＵＲＬのほか、各区の区政推進課広報相談係や市民情報 

センターに配架 

（３）ＵＲＬ： 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/bunya/tatekae/tatekaehoshin.html 

  （４）問合せ先：教育委員会事務局教育施設課  担当：杉谷・稲垣 

電話：６７１－３２５６ 
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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・依頼事項 

（１）「広報よこはま磯子区版」等に関わることについて 

 

ア 平成 28年度 配布謝金支払に伴う書類提出依頼について 

「広報よこはま」、「県のたより」及び「ヨコハマ議会だより」について、平成 28 

年度下半期（10月号～３月号）分の広報紙配布にかかる謝金の支払をするにあたり、 

報告書のご提出をお願いします。今期は、「磯子区制 90周年記念カレンダー」の配布 

謝金についても併せてお支払いいたします。 

 

（ア）提出書類：広報よこはま磯子区版等 配布報告書 

（イ）提出期限：平成 29年３月 14日（火） 

（ウ）問合せ先：区政推進課広報相談係  担当：木村・亀田・岩脇 

電話：７５０－２３３８ 

 

イ 平成 29年度の配布について 

平成 29年度も「広報よこはま」、「県のたより」及び「ヨコハマ議会だより」につ 

    いて、各世帯への配布にご協力をお願いします。 

 

（ア）広報紙概要 

発行回数：毎月発行の 12回 

（ヨコハマ議会だよりは、５月、８月、11月、２月の４回） 

配送方法：月末までに、配送業者を通じて送付します。 

配布時期：各世帯へ発行月の 10日までに配布してください。 

（イ）配布謝金：「広報よこはま」１部９円、「県のたより」１部８円、 

「ヨコハマ議会だより」１部４円 

（ウ）問合せ先：区政推進課広報相談係  担当：木村・亀田・岩脇 

電話：７５０－２３３８ 
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（２）平成 29年度磯子区環境行動推進功労者・功労団体表彰候補者の推薦 

について 
表彰要領をご参照いただきまして、該当者（個人・団体）がいる場合は別紙推薦書にご 

入のうえ、別添の返信用封筒によりご提出をお願いします。 

    なお、該当者がいない場合でも、その旨ご記入いただきまして、ご提出をお願いします。 

 

ア 推薦対象：①個人 

②団体（地域住民で構成しているグループ、学校、企業） 

イ 推薦期限：平成 29年３月 31日（金） 

ウ 提出先：地域振興課資源化推進担当 杉山・渡邊 

電話：７５０－２３９７ 

 

 

２ 事務連絡 

（１）杉田臨海緑地オープニングイベント開催について 

    来月、杉田臨海緑地の未整備区域が拡張されるとともに、そこへのアクセスとなる杉田 

臨海緑道が整備されます。そこで、３月 25日からはじまる全国都市緑化よこはまフェア 

と磯子区制 90周年を記念して杉田臨海緑地でオープニングイベントを開催しますので、 

お知らせいたします。 

 

【開催日時】 

平成 29年３月 26日（日） 14：00～14：45（荒天中止） 

※申込は不要ですので、御来場の際は直接、杉田臨海緑地へお越しください。 

（お車でのご来場はなるべくご遠慮ください。） 

 

 

（２）磯子区制 90周年ＰＲ横断幕の貸し出しについて 

このたび、磯子区制 90周年記念のキャッチフレーズとロゴマークを用いた横断幕を作 

成しました。つきましては、区民の皆様が主催するイベントへの貸し出しを実施し、90 

周年の幅広い周知や盛り上げにつなげたいと考えておりますので、御協力をお願いいたし 

ます。 

 

ア 貸出対象のイベント：「磯子区制 90周年記念」の名称及びロゴ利用事業 

イ 申込方法：電話等で区政推進課にご連絡ください。 

ウ 問合せ先：区政推進課企画調整係  担当：喜内・廣田 

電話：７５０－２３３１ 
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（３）磯子区制 90周年記念 磯子魅力ＰＲ動画の作成について 

    磯子区制 90周年を機に、磯子区の魅力を改めて区内外に広く伝え、区の魅力再発見・ 

ＰＲにつなげるため、磯子区の街並みや風景、区内各施設、区の歴史など様々な魅力を紹 

介する動画を作成しました。 

区の見どころスポット紹介編と区の歴史紹介編の２本になります。インターネット動画 

配信サイト「YouTube」で動画を公開中です。ぜひご覧ください。 

 

   【動画サイト・アドレス】 

URL：http://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/kusei/kikaku/prv.html 

※検索サイトでは、磯子魅力ＰＲ動画 で検索願います。 

 

 

（４）磯子区役所における Twitter（ツイッター）の利用開始について 

    スマートフォン上でホームページよりも閲覧しやすいこと、区民の皆様によって情報拡 

   散が期待できることから、磯子区はツイッターに登録し、２月３日から発信しています。 

区政情報のほか、災害情報も発信していきますので、アカウントをお持ちの人は、ぜひ 

フォローをお願いします。 

なお、磯子区から他のアカウントへの返信やフォローは行いませんので、ご了承くださ 

い。 

 

ア アカウント名： @yokohama_isogo（横浜市磯子区役所） 

イ アカウント URL： https://twitter.com/yokohama_isogo 

（磯子区役所ホームページのトップページ右の「お知らせ」欄の 

“磯子区 Twitter”からもアクセスできます。） 

ウ 問合せ先：区政推進課広報相談係  担当：木村・亀田 

電話：７５０－２３３５ 
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（５）平成 29年度における区民利用施設の大規模修繕工事について 

    平成 29年度に下記３施設で利用の休止等を伴う、大規模修繕工事の実施が予定され 

   ていますので、お知らせさせていただきます。 

 

   ア 対象施設・工事期間： 

磯子地域ケアプラザ 平成 29年７月中旬～11月下旬 

      磯子スポーツセンター 平成 29年７月上旬～平成 30年３月下旬 

      磯子区民文化センター杉田劇場 平成 29年 10月上旬～平成 30年３月下旬 

   イ 問合せ先：福祉保健課（磯子地域ケアプラザ） 

          担当：齊藤・小堀  電話：７５０－２４４３ 

          地域振興課（磯子スポーツセンター・磯子区民文化センター杉田劇場） 

          担当：加藤・上段  電話：７５０－２３９３ 

 

 

（６）災害時要援護者支援事業リーフレットの作成について 

災害時に自力での避難等が困難な「災害時要援護者」を地域で支援していくにあたり、 

取組の参考としていただくためのリーフレットを作成しましたのでお知らせします。 

なお、自治会町内会あてに５部ずつ配付いたします。 

 

 

（７）災害時に備えた要援護者名簿の提供について 

区との協定締結による自治会町内会等への災害時要援護者名簿の提供について、平成 

29年度のスケジュール等をお知らせします。 

 

 

３ チラシ等の回覧・ポスターの掲示依頼について 

（１）「第５回 ISOGOダンスまつり」開催周知チラシの掲示について 

（掲示依頼） 

「第５回ＩＳＯＧＯダンスまつり」開催周知チラシについて、掲示のご協力をお願い 

いたします。 

 

ア 開 催 日：平成 29年３月 11日（土） 

イ 開催場所：磯子公会堂 

ウ 掲出期間：平成 29年２月 20日（月）～３月 11日（土） 
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（２）「いそご消費生活だより（区版）」の回覧依頼について（回覧依頼） 

磯子区消費生活推進員が、平成 28年度の活動についてまとめた冊子を発行いたしまし 

たので、回覧をお願いいたします。 

 

 

（３）「いそご保健活動推進員だより 第 13号の発行」及び「よこはま 

ウォーキングポイント」について（回覧依頼） 

磯子区保健活動推進員会では、ウォーキングポイント事業、各地区の活動を掲載した 

「いそご保健活動推進員だより 第 13号」を発行しました。また、本だよりに掲載して 

いる「よこはまウォーキングポイント」は、本年度より参加対象年齢を 18歳以上に拡大 

しています。 

 この度は、「いそご保健活動推進員だより 第 13号」及び「よこはまウォーキングポ 

イントチラシ」について、各自治会・町内会での回覧をお願いいたします。 

 

 

４ 区社会福祉協議会 

（１）平成 28年度 共同募金の実績報告と平成 29年度 共同募金運動への 

協力依頼について 

平成 28年度の実績報告を別紙にていたしますのでご確認ください。 

 平成 29年度も、自治会町内会を通じた共同募金（戸別募金）にご協力くださいますよ 

うお願いいたします。なお、９月の定例会でも改めて依頼させていただきます。 

 

共同募金運動実施時期：平成 29年 10月１日～12月 31日 

 

 

（２）平成 29年度いそごサロン事業補助金について 

身近な地域の支えあい、地域ぐるみの健康づくりを推進するために、サロン事業等に助 

成制度を新設します。その概要について説明させていただきます。今後、助成制度の詳細 

については、改めてお知らせさせていただきます。 

 

 

（３）磯子区社会福祉協議会広報紙「福祉いそご」第 68号の配布について（依頼） 

「福祉いそご」第 68号の全戸配布につきまして、ご協力くださいますようお願いいた 

します。 
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５ その他 

（１）資料配布 

ア 汐見台自治会連合会だより 第 338号・保存版 

イ スイッチＯＮ磯子まめ通信 108号             各自治会町内会に配布 

ウ 横浜市消費生活総合センター 月次相談レポート   各自治会町内会に掲示板数 

エ 商店街朝市（３月 11日（土））          各自治会町内会に掲示板数 

 
 
 
 
閉 会 

次回開催日：平成 29 年３月 16 日（木） 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      磯子山手町内会   

レインボー自治会   IHI汐見台３丁目自治会  洋光台六街区自治会 

 

根岸地区連合町内会   洋光台連合自治町内会 

 

区連会ホームページ更新情報 （１月 17 日～２月 16 日） 


