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磯子区連合町内会長会５月定例会 

日時 平成 29年５月 17日（水）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４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 11件で被害金額は約 620万円となっており、件数 

については前年に比べ２件増加で、被害金額はマイナス約 1,180万円となっています。 

 

 

２ 磯子消防署 

（１）火災・救急状況について 
区内の発生件数は 16件で、前年に比べ８件増加となっています。市内では、301件の 

火災が発生しており、前年同期で 38件の増加となっています。 

救急出場件数は、区内 2,994件で、前年に比べ 192件増加しております。市内全体では、 

64,261件で、前年に比べ 3,150件の増加となっています。 

 

 

 

市連の報告 
１ 平成 29年度以降の災害用地下給水タンクの開設について（情報提供） 

水道局では、熊本地震での教訓を踏まえ、横浜市管工事協同組合との連携を強化します。 

この取組みの一つとして、地域防災拠点での応急給水作業の担い手確保のため、平成 29年 

度から、横浜市管工事協同組合が災害用地下給水タンクでの防災訓練に参加し、発災時も 

市民の皆さまの災害用地下給水タンクでの応急給水作業を補助します。 

 

○問合せ先：水道局洋光台水道事務所  電話：８３３－７４９１ 
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２ 「弾道ミサイル落下時の行動」に関する広報よこはま６月号での 

周知について（周知依頼） 

    広報よこはま 6月号に、「弾道ミサイル落下時の行動について」と題して原稿を掲載し 

ます。 

掲載内容としては、「緊急情報が流れたら」「避難行動」「もし、近くに落下したら」 

となります。 

    つきましては、各自治会町内会の皆様への周知をお願いいたします。 

 

○問合せ先：総務局危機対処計画課 電話：６７１－４０９６ FAX：６４１－１６７７ 

 

 

３ 横浜市介護予防・生活支援サービス補助事業について 

地域で「要支援者等」に対する介護予防や生活支援の活動を行う団体に、その活動にか 

かる費用を補助しますので、お知らせさせていただきます。 

 

（１）補助内容：添付のチラシをご参照ください。 

（２）申請期間（年２回）： 

前期：申請期間 平成 29年５月 22日（月）～７月 14日（金） 

 交付決定 平成 29年９月 

後期：申請期間 平成 29年８月 21日（月）～10月 13日（金） 

 交付決定 平成 29年 12月 

  （３）申請先・問合せ先：〒231-0017 横浜市中区港町１－１ 

健康福祉局 高齢在宅支援課 

介護予防・生活支援サービス補助事業担当 

           電話：６７１－３４６４ FAX：６８１－７７８９ 

             （受付時間：9:00～17:00 土日・祝日を除く） 

（４）事前の相談先：・日常生活圏域（主に中学校区程度）で活動している場合（予定を含 

む）は、各地域ケアプラザへお願いします。 

・区域で活動している場合（予定を含む）は、区社会福祉協議会へ 

          お願いします。 
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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）自主防災組織が実施する防災訓練計画・報告の作成について（依頼） 

地域の防災意識の高揚と防災力の向上を図るため、各自主防災組織（自治会町内会、 

連合町内会）における防災訓練の実施を依頼します。また、実施にあたって、防災訓練 

実施計画書・報告書の提出を依頼させていただきます。 

 

   ア 実施計画書提出期限：６月 30日（金） 

   イ 実施報告書：訓練終了後 14日以内 

   ウ 問合せ・提出先：総務課危機管理担当 担当：相澤・宮田 

          電話：７５０－２３１２ FAX：７５０－２５３０ 

          電子メール：is-bousai@city.yokohama.jp 

 

 

（２）平成 29年度磯子区運営方針の策定について 

平成 29年度の磯子区の基本目標や重点的に取り組む主な事業などを示した「磯子区運 

営方針」を策定しました。 

なお、資料については、各地区連合会において地域協働推進員が配布し、説明させて 

いただきます。 

 

   ○問合せ先：区政推進課企画調整係 担当：山田・廣田 電話：７５０－２３３１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:is-bousai@city.yokohama.jp


 4 

 

２ 事務連絡 

（１）平成 29年度磯子区民意識調査の実施について 

区民の皆さまのニーズや意向を把握し、今後の区の行政運営の方向性を検討する基礎 

資料とするため、アンケート調査を行います。対象となる人には、6月中旬に調査票を郵 

送しますので、ご協力をお願いします。 

なお、この調査に関し、電話や訪問で個人情報を問い合わせすることはありません。 

 

   ア 期間：６月 16日（金）～６月 30日（金）（締切） 

イ 対象：18歳以上の区民・3,500人（住民基本台帳から無作為抽出） 

ウ 問合せ先：区政推進課企画調整係 担当：山田・林田 電話：７５０－２３３１ 

 

 

（２）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」 

の改定原案に対する意見募集について 

概ね 20年後を目標年次とした磯子区の都市計画の基本方針として、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」の改定作業を進めています。 

６月には、今年１月の改定素案に対する意見募集の際にいただいたご意見等を踏まえ改 

定原案を公表し、あらためてご意見を募集しますのでお知らせします。 

なお、自治会町内会長には改定原案の冊子を郵送させていただきます。 

 

   【「改定原案」の意見募集】 

   ア 期間：６月 12日（月）～７月３日(月)（当日消印有効） 

イ 募集方法：郵送または持参、FAX、電子メール（所定の書式はありません） 

ウ 送付先・問合せ先：区政推進課企画調整係 

           〒235-0016磯子区磯子３-５-１ 磯子区役所６階 

           担当：高林・竹山 

 電話：７５０－２３３２ FAX：７５０－２５３３ 

電子メール：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 

区ウェブサイトで公表します。 

 

   【「改定原案」及び「改定素案に対する意見募集結果」の閲覧場所】 

   ア 期間：６月 12日（月）～７月３日(月) 

イ 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）など 

mailto:is-kikaku@city.yokohama.jp
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（３）「区制 90周年記念磯子まつり」の出演・出店について 

    10月１日（日）に行われる「区制 90周年記念 磯子まつり」において、パレード出演 

団体・区民ステージ出演団体及び出店団体を募集しています。 

ただし、応募多数の場合には出演・出店が出来ない場合もあります。 

  

      ア 応募締切：平成 29年６月７日（水） 

   イ 応募方法：応募用紙を持参・郵送・FAX・電子メール（いずれでも可）で応募 

ウ 申込・問合せ先：地域振興課 磯子まつり担当 

〒235-0016磯子区磯子３-５-１ 磯子区役所６階 

地域振興課地域振興係 担当：齋藤・竹澤 

          電話：７５０－２３９２ FAX：７５０－２５３４ 

          電子メール：is-matsuri@city.yokohama.jp 

 

 

（４）自治会町内会の紹介動画について 

    自治会町内会の紹介動画を作成しましたので、ご案内させていただきます。また、磯子 

区役所のホームページにも掲載していますので、是非ご覧ください。 

なお、ご活用いただける自治会町内会がある場合には、データの提供もさせていただき 

ますので、ご連絡をお願いいたします。 

 

   ア ＨＰアドレス： 

http://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/chishin/shinko/jichikai.html 

イ 問合せ先：地域振興課 担当：齋藤・志村・秋山 電話：７５０－２３９１ 

 

 

（５）「救急医療情報キット」専用ケースの配布ついて 

    急な病気や怪我などに備えて、家族・知人などの連絡先、持病や服用薬などの医療情報 

などを容器や袋に入れておき、救急隊員などに情報を提供するための「救急医療情報 

キット」の取組推進のため、専用のケースを配布しますので、配布をご希望される場合は、 

事前に問合せ先までご連絡をお願いいたします。 

なお、数量に限りがあるため、ご希望の数量に沿えない場合がありますので、ご理解い 

ただきますようお願いいたします。 

  

   ○問合せ先：福祉保健課 担当：齊藤・笠場・美田 電話：７５０－２４４２ 

 

 

mailto:is-matsuri@city.yokohama.jp
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３ チラシ等の回覧・掲示依頼について 

（１）磯子区制 90周年ＰＲポスター（その２）の掲示について 

磯子区制 90周年をすべての区民の皆様と盛り上げていくために、ＰＲポスター 

（その２）を作成しました。 

つきましては、自治会町内会館や集会所等及び各掲示板への掲示についてご協力いただ 

きますようお願いいたします。 

 

   【ポスター概要】 

ア Ａ２サイズ（横 420㎜×縦 594mm、自治会町内会館及び集会所等掲示用） 

  ※各自治会町内会につき１枚を別途郵送します。 

   イ Ａ４サイズ（横 210mm×縦 297mm、掲示板用） 

   ウ 枚数の不足や追加が必要な場合は、問合せ先までご連絡ください。 

   エ 問合せ先：区政推進課企画調整係 担当：山田・廣田 電話：７５０－２３３１ 

 

 

４ 区社会福祉協議会 

（１）「ご近所同士のささえあい」講演会～支え合いマップ入門～について 

    平成 29年は磯子区制 90周年・民生委員制度創設 100周年となり、これを記念して講演 

会を開催いたしますので、自治会町内会へ情報提供いたします。 

  

      ア 日時：平成 29年８月 29日（火） 13:30～16:30（13:00開場） 

   イ 場所：磯子公会堂ホール 

ウ 講師：住民流福祉総合研究所 木原孝久氏 

エ 申込先・問合せ先：磯子区社会福祉協議会 担当：井上 

           電話：７５１－０７３９ FAX：７５１－８６０８ 

 

 

（２）平成 29年度磯子区更生保護協会の会費納入について（依頼） 

去る３月８日開催の総会において、平成 29年度の予算等についてご承認いただきまし 

たので、趣旨をご理解の上、会費納入にご協力くださいますようお願いいたします。 

 

   ア 会 費：一世帯につき 30円 

   イ 納入期限：６月 30日（金） 

   ウ 問合せ先：磯子区社会福祉協議会 担当：小池 電話：７５１－０７３９ 
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（３）平成 29年度日赤及び共同募金協力費等のお振込み先提出 

について（依頼） 

平成 29年度の日赤会費募集につきましては既にご協力いただいておりますが、各自治 

会・町内会におきまして会費募集活動を円滑に進めていただくため、日赤地区会議費を連 

合町内会の口座に振り込みいたします。つきましては今年度の振込先の提出をお願いいた 

します。 

なお、共同募金協力費に関しましても同様にご提出の口座にお振込みさせていただきま 

すので、ご了承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５月 31 日（水） 

   イ 問合せ先：区社会福祉協議会  担当：早川（日赤）・西谷（共同募金） 

 電話：７５１－０７３９ FAX：７５１－８６０８ 

 

 

（４）平成 29年度いそごサロン事業助成金について 

より身近な地域での支えあい活動を推進することを目的に、あらたな助成金制度を創設 

いたしましたので、その周知等についてご協力をお願いいたします。 

 

   ○問合せ先：区社会福祉協議会 電話：７５１－０７３９ FAX：７５１－８６０８ 

 

 

５ その他 

（１）資料配布 

ア 汐見台自治会連合会だより 第 341号 

イ スイッチＯＮ磯子まめ通信第 110号           各自治会町内会に配布 

ウ 平成 29年度横浜市立脳卒中・神経脊髄センター 第１回市民講演会（表面を掲示） 

    各自治会町内会に掲示板数 

エ 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 

  オ 平成 29年度６月消費生活教室「健康食品と機能性表示食品」 

各自治会町内会に配布 

  カ 自転車マナーアップ強化月間（自転車ものれば車のなかまいり） 

各自治会町内会に配布 

   キ 平成 29年度 二輪車交通事故防止強化月間・暴走族追放強化月間 横浜市実施要綱 

                                各自治会町内会に配布 
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閉 会 

次回開催日：平成 29 年６月 16 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！ ） 

岡村中部自治会  IHI汐見台３丁目自治会  洋光台連合自治町内会 

 

根岸地区連合町内会 

区連会ホームページ更新情報 （４月 16 日～５月 16 日） 


