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磯子区連合町内会長会４月定例会 

日時 平成 29年４月 17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 29年３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７件で被害金額は約 300万円となっており、件数 

については前年に比べ 1件増加で、被害金額はマイナス約 300万円となっています。 

 
 

（２）平成 29年３月末の人身交通事故発生状況について 

    磯子区内の３月の人身事故発生件数、死者数とも前年と同数で、負傷者は 11人の減と 

なっております。 

 平成 29年１月から３月までの人身事故発生件数は前年に比べ 19件の減、死者数は 1 

人減、負傷者は 32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 11件で、前年に比べ５件増加となっています。市内では、230件の 

火災が発生しており、前年同期で９件の増加となっています。 

救急出場件数は、区内 2,353件で、前年に比べ 202件増加しております。市内全体では、 

49,259件で、前年に比べ 2,567件の増加となっています。 

なお、４月に入り火災が急増し、４月６日現在で 14件、昨年同期で８件の増加となっ 

ています。原因は調査中ですが、たばこの不始末やコンロ使用中の不注意、ストーブとの 

接触や輻射熱などの疑いがありますので、地域の皆様に注意喚起をしていただき、火災 

予防にご協力をお願いいたします。 
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（２）「地震火災対策（高所見張り）訓練」のお知らせ（掲示依頼） 
震災時において、電話等の通信手段が途絶した場合を想定し、火災の発生場所を特定 

するため、消防団員による高所見張り訓練を行います。 

訓練には、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。 

なお、お知らせの掲示依頼については、根岸地区、滝頭地区、磯子地区の３地区のみ 

となりますので、ご協力をお願いいたします。 

 

ア 日時：平成 29年５月 21日（日） ９：30～12:00 

イ 発煙筒を使用する場所（３箇所予定）：坂下町（海照寺） 

                     滝頭二丁目（たきがしら芭蕉苑） 

磯子四丁目（金蔵院） 

 

 

 

市連の報告 
１ 「危害防止命令に基づく加湿器回収」に関する自治会町内会への 

周知について（回覧依頼） 

TDK（株）が販売した加湿器は発煙・発火の恐れがあり、平成 25年２月に長崎県で死亡 

事故が発生しました。更なる事故を防ぐため、製品回収チラシの班回覧をお願いいたしま 

す。 

 

○問合せ先：ＴＤＫ株式会社 加湿器お客様係  電話：０１２０－６０４－７７７ 

                          受付時間：９:00～19:00 
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２ 防災・減災推進研修のご案内について（周知依頼） 

   地域の自助・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。 

 そのほか、平成 25年度に全戸配布した「わが家の地震対策」の内容を基本として、風水 

害等の対策の内容を追加した、研修用冊子「防災よこはま」を新たに作成しました。 

 今回、各自治会町内会に５部配付いたしますので、まちの防災活動を行われる際にぜひ 

ご活用ください。 

 

【研修概要】 

（１）日時等 

 日 程 時 間 会 場 

第１回 ６月 10日（土） 

９:30 

～ 

15:30 

横浜市民防災センター 訓練室※ 

第２回 ６月 18日（日） 都筑区役所 ６階大会議室 

第３回 ６月 21日（水） 横浜市役所 ５階関係機関執務室 

第４回 ６月 27日（火） 横浜市民防災センター 訓練室※ 

第５回 ７月２日（日） 横浜市役所 ５階関係機関執務室 

第６回 ７月 11日（火） 戸塚区役所 ８階大会議室 

※定員は、第３回、５回が 70名。その他の回は 100名の計 540名。内容は全て同じです。 

※横浜市民防災センター：横浜市神奈川区沢渡４－７ 

（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 花塚・橋之口 

ＦＡＸ：６４１－１６７７ 危機管理課 花塚・橋之口 

メール：so-gensai@city.yokohama.jp 

（５）申込期限：平成 29年５月 19日（金）必着 

（６）問合せ先：総務局危機管理課  担当：花塚・橋之口 電話：６７１－４３５１ 
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３ 横浜市長選挙投票管理者及び投票立会人の推薦等について（協力依頼） 

横浜市長選挙の執行に伴い、投票管理者・投票立会人の推薦、選挙公報の配布、街頭啓発 

の実施について依頼させていただきますので、ご協力をお願いいたします。 

 

【横浜市長選挙】 

（１）告示日：平成 29年 7月 16日（日） 

  （２）投票日：平成 29年７月 30日（日） 午前７時～午後８時 

  （３）問合せ先：総務課統計選挙係 担当：根本・中 電話：７５０－２３１５ 

 

 

４ 平成 28年度燃やすごみ量実績（速報値）について（情報提供） 
平成 28年度の第４四半期までの「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 5.6％減少しました。昨年度同時期に比べると 1.1％減少して 

います。平成 29年度も、市民の皆様にごみ減量の取り組みにご協力いただけるよう、分か 

りやすい情報提供に努め、各区と連携して取り組みを進めていきます。 

 

 

５ 平成 30年度の自治会町内会館整備のための補助制度等について 

   平成 30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いたします。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 29年７月 21日（金） 

  （３）問合せ先：地域振興課地域振興係 担当:齋藤・竹澤 電話：７５０－２３９２ 

     ※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 30年度の会館 

      整備費補助金予算の編成を行っていきます。 

 

 

６ 自治会町内会活動のための情報交流誌の送付について 

（周知依頼） 

   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・依頼事項 

（１）平成 29年度地域協働推進員について 

平成 29年度地域協働推進員が決定しました。各地区の定例会や行事に参加させて 

いただきますので、よろしくお願いします。 

なお、顔写真付名簿は、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。 

 

    ○問合せ先：区政推進課地域力推進担当  担当：金子・菊地 

          電話：７５０－２３９８ FAX：７５０－２５３３ 

 

 

（２）平成 29年度コスモスミーティングの開催について（依頼） 

各地区の皆さまが、地域課題を共有し、解決のための意見交換などを行う「コスモス 

ミーティング」を今年度も開催していただき、区長以下職員も参加させていただきたいと 

思っておりますので、次のとおり日程・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。 

 

   ア コスモスミーティング概要 

   （ア）開催時期：平成 29年６月～７月 

   （イ）出席者：・自治会町内会、委嘱委員など地域活動に係る幅広い分野・役割の方々 

           のご参加をお願いします。 

          ・区役所（区長、副区長、各地区の地域協働推進員、テーマに関連する 

課の職員ほか） 

   （ウ）テーマ：各地区で自由にテーマを設定してください。 

イ スケジュール 

 ５月地区定例会までに、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。 

ウ 問合せ先 

区政推進課地域力推進担当  担当：金子・菊地  電話：７５０－２３９８ 
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（３）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 

者のご推薦をお願いいたします。 

 

ア 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 

イ 提出期限：平成 29年５月８日（月） 

ウ 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。 

エ 問合せ先：地域振興課地域振興係 担当：齋藤・水之浦 電話：７５０－２３９１ 

 

 

２ 事務連絡 

（１）平成 29年度の磯子区予算について 

平成 29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、地域協働推進員からご説明させていた 

だきます。 

 

   ア 平成 29年度予算の説明： 

・予算の編成について 

・重点的に取り組む事業の紹介 

・各地区連での説明について 

イ 問合せ先： 

     ・予算全体、広報の特集に関すること 

 総務課予算調整係 担当：中島 電話：７５０－２３１３ 

     ・個別事業に関すること 

 各事業所管課（広報に連絡先を掲載） 
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（２）新任自治会町内会長研修会の開催について 

    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 29年５月 26日（金） 午後２時～午後３時 30分 

   イ 会場：磯子区役所７階 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 29年５月 17日（水）までに、電話でご連絡をお願いします。 

オ 申込先・問合せ先：地域振興課地域振興係 担当：齋藤・秋山 

           電話：７５０－２３９１ 

 

 

（３）個人情報保護法改正に伴う個人情報取扱い説明会の 

開催について 

    個人情報保護法改正に伴い自治会町内会向けに個人情報取扱い説明会を開催いたしま 

   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 29年６月８日（木） 午後７時～午後８時 30分 

   イ 会場：磯子公会堂 ホール 

   ウ 説明会内容：・個人情報保護法改正に伴う個人情報の取扱い方法の説明 

・質疑応答 

エ 申込方法：平成 29年５月 20日（金）までに、各自治会町内会ごとに、「個人情報取 

扱い説明会参加申込書」を、郵送、FAXまたは直接区役所６階③番窓口に 

提出 

オ 申込先・問合せ先：地域振興課地域振興係 担当：齋藤・志村・秋山 

           電話：７５０－２３９１ FAX：７５０－２５３４ 
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（４）「どこでもお出かけ区役所講座」について 

平成 29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。 

 

 

（５）平成 29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 29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 

ついてご説明させていただきます。 

 

 

（６）「広報よこはま５月号（市版）」での自治会町内会の特集記事掲載 

について 

広報よこはま５月号（市版）に、自治会町内会の特集記事が掲載されます。 

表紙に自治会町内会の活動風景、２面に「自治会に入っていてよかった」声の紹介、自 

治会の主な活動を写真入りでの紹介等、掲載しております。 

ぜひ、広報よこはま５月号（市版）をご覧ください。 

 

 

（７）区制 90周年に伴う磯子公会堂愛称募集の延期について 

３月の定例会の中で「磯子公会堂愛称募集」についてお知らせしましたが、「磯子公会 

堂」は名称として区民に十分浸透しているというご意見をいただきました。そこで実施す 

べきか検討するため、磯子公会堂の愛称募集について延期させていただきます。 
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３ 区社会福祉協議会 

（１）平成 29年度日本赤十字社会費募集および資材の 

送付について（依頼) 

平成 29年３月の定例会でお諮りした日本赤十字社会費募集へのご協力について、各自 

治会・町内会あてに依頼し、募集資材を送付いたしますので、ご協力のほどよろしくお願 

いいたします 

 

   ア 運動期間：５月～６月 

   イ 一世帯あたりの金額（参考額）：200円程度 

   ウ 問合せ先：日本赤十字社磯子区地区委員会（区社会福祉協議会内） 

担当：宮野  電話：７５１－０７３９ 

 

 

（２）日本赤十字社会費募集協力謝金等に関する振込口座 

の調査について（依頼） 

今年度も、日本赤十字社会費募集協力謝金、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。 

 

ア 提出期限：平成 29 年６月 30 日（金） 

   イ 問合せ先：区社会福祉協議会  担当：宮野・西谷 

 電話：７５１－０７３９ FAX：７５１－８６０８ 

 

 

４ その他 

（１）資料配布 

ア 汐見台自治会連合会だより 第 340号 

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

  ウ 平成 29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 

                                各自治会町内会に配布 

  エ 第 36回商店街朝市（５月 27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５月 17 日（水） 10：00  
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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！ ） 

岡村中部自治会     磯子山手町内会   IHI汐見台３丁目自治会   

 

洋光台連合自治町内会 

 

区連会ホームページ更新情報 （３月 16 日～４月 16 日） 


