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磯子区連合町内会長会 11月定例会 

日時 平成 29年 11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 10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 26件で被害金額は約 2,700万円となっており、件

数については前年に比べ１件の増加、被害金額はマイナス約 2,600万円となっています。 

 
 

（２）平成 30年磯子警察署武道始式の開催について 

平成 30年の磯子警察署武道始式について、下記の予定で計画をしています。 

    正式に決定しましたら、後日ご案内します。 

   

   ア 日時：平成 30年１月 26日（金） 14:30～ 

   イ 場所：磯子警察署４階 道場 

 

 

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 30件で、前年に比べ５件増加となっています。市内では、664件の 

火災が発生しており、前年同期で 74件の増加となっています。 

救急出場件数は、区内 7,334件で、前年に比べ 291件増加しております。市内全体では、 

160,484件で、前年に比べ 6,831件の増加となっています。 

 

 

（２）消防出初式ポスターの掲示について（掲示依頼） 
来年 1月６日（土）、磯子区消防出初式を開催いたします。 

つきましては、各自治会町内会の掲示板にポスターの掲出をお願いいたします。 

  

ア 日時：平成 30年 1月６日（土） 10:00～11:30 

イ 場所：杉田臨海緑地（荒天時：磯子公会堂） 

ウ 内容：・第一部 式典 

・第二部 総合演技 

・第三部 消防ふれあいコーナー 
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市連の報告 
１ 第 26期青少年指導員候補者の推薦について（依頼） 

現在、委嘱している青少年指導員の任期が平成 30年３月 31日をもって満了となるため、 

新たに青少年指導員の推薦をお願いいたします。 

 

（１）任期：２年（平成 30年４月１日から平成 32年３月 31日まで） 

（２）推薦人数：地区連合町内会ごとに定数を定めさせていただきましたので、ご協力を 

        お願いいたします。 

（３）提出期限：平成 30年２月２日（金） 

（４）提出先：地域振興課活動支援係 担当：杉山・中村 電話：７５０－２３９６ 

 

 

２ 旧上瀬谷通信施設における国際園芸博覧会基本構想（素案）の 

市民意見募集について 

米軍から返還された旧上瀬谷通信施設における国際園芸博覧会基本構想（素案）の市民 

意見を募集しますので、お知らせいたします。 

 

（１）募集期間：平成 29年 12月 20日（水）～平成 30年１月 19日（金） 

（２）概要版の配布場所：市民情報センター、各区役所広報相談係など 

（３）説明会の開催（事前申込不要、当日先着 100名） 

ア 日時：平成 29年 12月 21日（木） 18：00～19：00 

   場所：瀬谷区役所５階大会議室（瀬谷区二ツ橋 190） 

イ 日時：平成 29年 12月 22日（金） 18：00～19：00 

   場所：旭区役所新館２階大会議室（旭区鶴ケ峰 1-4-12） 

（４）意見提出方法：概要版のハガキ、FAX、 

メール（ss-engeihakuiken@city.yokohama.jp）など 

（５）問合せ先：政策局政策課 担当：中田・寺岡 

        電話：６７１－３１２５ FAX：６６３－４６１３ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ss-engeihakuiken@city.yokohama.jp%EF%BC%89
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３ 住宅宿泊事業法への対応について(市民意見募集) 

   住宅を活用して宿泊サービスを提供する、いわゆる「民泊」について、衛生の確保や地域 

住民とのトラブル防止に留意して普及が図られるよう、「住宅宿泊事業法」が制定され、 

平成 30年６月に施行されます。同法では、生活環境の悪化を防止するため、条例で区域を 

定めて事業の実施期間を制限できると規定されていることから、本市では「（仮称）横浜市 

住宅宿泊事業に関する条例」の制定を予定しています。 

この度、条例の骨子を作成しましたので、パブリックコメント（市民意見募集）を行い 

ます。 

 

（１）閲覧場所：市民情報センター(市庁舎)又は各区区政推進課 

（２）受付期間：平成 29年 11月 20日（月）～12月 19日（火）※土・日・祝日を除く 

（３）受付時間：8:45～17:15 ※土・日・祝日を除く 

（３）受付方法：メール（bk-minpakujorei@city.yokohama.jp）、郵送、持参、FAX 

        ※意見書の指定様式はありません 

（４）提出・問合せ先：文化観光局観光振興課  

           〒231-0015 横浜市中区尾上町１－８ 関内新井ビル６階 

             電話：６７１－２５９６ FAX：６６３－６５４０ 

 

 

４ 第７期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（よこはま地域包括 

ケア計画）素案について（市民意見募集） 

第７期 横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（よこはま地域包括ケア計画）の 

素案を公表しましたので、お知らせいたします。 

なお、10月の区連会でお知らせしたとおり、市民の方からの御意見・要望等を計画策定 

の参考とするため、下記のとおり市民意見を募集します。 

 

（１）意見募集期間：平成 29年 10月 31日（火）～12月 28日（木） 

（２）資料配布場所：市役所市民情報センター、区役所広報相談係、地域ケアプラザ など 

また、横浜市健康福祉局ホームページでも公開 

（３）意見提出方法：計画素案冊子に印刷したハガキの郵送、FAX又は 

メール（kf-keikaku@city.yokohama.jp） 

（４）問合せ先：健康福祉局高齢健康福祉課 担当：喜多・水野・菊池 

電話：６７１－３４１２ FAX：６８１－７７８９ 
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５ 横浜教育ビジョン 2030（仮称）パブリックコメント実施について 

（市民意見募集） 

横浜市教育委員会は、2030年頃の社会のあり方や新学習指導要領の考え方を踏まえ、「横 

浜教育ビジョン」を礎とした新たなビジョンを策定することとしました。そのため、広くご 

意見をいただくために、パブリックコメントを実施しますので、お知らせいたします。 

 

（１）受付期間：平成 29年 12月 15日（金）～平成 30年１月 15日（月） 

（２）配布場所：区役所広報相談係、市役所市民情報センター、図書館など 

        また、本市ホームページでも公開 

（３）意見提出方法：メール（ky-box@city.yokohama.jp）、郵送、FAX 

          ※書式は問いません 

  （４）提出・問合せ先：教育委員会事務局教育政策推進課 

             〒231-0017 横浜市中区港町１－１ 

 電話：６７１－３２４３ FAX：６６３－３１１８ 

 

 

 

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 30年磯子区新年賀詞交換会の案内状の送付について 

平成 30年の磯子区新年賀詞交換会を次のとおり開催いたしますので、自治会町内 

会長に案内状を送付させていただきます。 

 

   ア 日時：平成 30年１月５日（金） 12：00～13：30 

   イ 会場：ロイヤルホールヨコハマ 

   ウ 主催：磯子区新年賀詞交換会実行委員会 

   エ 会費：4,000円 

   オ 申込期間：平成 29年 11月 17日（金）～12月 15日（金） 

          窓口（現金払い）もしくは郵便振込のどちらかで申込 

   カ 問合せ先：総務課庶務係 電話：７５０－２３１２ 

 

mailto:ky-box@city.yokohama.jp
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（２）平成 30年度「お休みベンチ」の設置場所募集について 

「健康わくわくみちづくり事業」の一環で、平成 30年度の「お休みベンチ」を設置す 

る場所を募集しますので、お知らせいたします。 

 

   ア 応募資格：自治会、町内会などの団体で、設置したベンチの日常管理を行っていた 

だける団体 

   イ 設置条件：不特定多数の方の利用が見込まれる次の（ア）～(ウ)の場所 

   （ア）公道上で通行の支障にならず、安全が十分に確保できる場所 

   （イ）公園など公共施設の敷地で利用者の支障にならず、安全が十分に確保できる公道 

      に面した場所 

   （ウ）私有地で安全が十分に確保できる公道に面した場所 

   ウ 応募ベンチ数：原則１団体２基まで 

   エ 募集期間：平成 29年 12月１日（金）～平成 30年３月 31日（土） 

   オ 応募方法：平成 30年度「お休みベンチ」設置申込書など必要書類を提出 

カ 提出・問合せ先：磯子土木事務所（磯子区磯子３－１４－４５） 

  担当：野嵜・久保 

     電話：７６１－００８１ FAX：７５３－３２６７ 

 

 

２ 事務連絡 

（１）いそご地域づくり塾紹介通信「つながる ひろがる」の発行 

  について 

地域の課題解決のための手法を地域の皆様と区職員が一緒に学ぶ「いそご地域づくり塾」 

を今年度から開講しています。今年度は地域の居場所づくりをテーマに、全７回の講座を 

10月～１月に開催します。各回の講座の内容から居場所づくりや地域活動に役立つポイ 

ントを紹介するため「つながる ひろがる」平成 29年度第１号を発行しました。 

今後も引き続き発行していきますので、ぜひご覧ください。 

（「つながる ひろがる」は地域活動や参考になる制度等を紹介するため平成 28年度 

 から発行しています。） 

 

ア 発行回数：４回 (11月、１月、２月、３月) 

   イ 配布先：自治会町内会（各３部）、地域ケアプラザ、地区センター等区民利用施設 

   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 FAX：７５０－２５３３ 
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３ チラシ等の回覧・掲示依頼について 

（１）磯子区青少年の地域活動拠点の開設について（回覧依頼） 

この度、磯子区青少年の地域活動拠点を開設することになりましたので、周知用チラシ 

の班回覧をお願いいたします。 

 

   ア 開設日時：平成 29年 11月 28日（火） 

   イ 開設場所：磯子区磯子３－４－23（浜田ビル２階） 

   ウ 開所日：火・木 15:00～20:00 

         土   13:00～18:00 

エ 問合せ先：地域振興課活動支援係 担当：杉山  電話：７５０－２３９５ 

 

 

（２）第４回磯子区民輪投げ大会の開催について（掲示依頼） 

だれもが気軽に楽しめる輪投げをとおして、区民の健康づくりに役立てるとともに、 

区民相互の親睦を図るために「第４回磯子区民輪投げ大会」を開催します。 

つきましては、この大会の参加者募集チラシの掲示板への掲示をお願いいたします。 

 

   ア 日時：平成 30年３月４日（日） 9:30～12:00 

   イ 会場：磯子地区センター 

   ウ 参加者募集期間：平成 29年 12月 11日（月）～平成 30年２月２日（金） 

   エ 申込方法：郵送またはＦＡＸ 

オ 問合せ先：磯子区スポーツ推進委員連絡協議会事務局 

          電話：７５０－２３９３ FAX：７５０－２５３４ 

 

 

（３）民児協スペシャルコンサート開催について（掲示依頼） 

民生委員制度創設 100周年・磯子区制 90周年記念事業第３弾として、民児協スペシャ 

ルコンサートを開催いたしますので、周知のためのチラシの掲示をお願いいたします。 

 

ア 日時：平成 30年２月 10日（土） 14：00開演 

イ 会場：磯子公会堂 

ウ その他：入場無料・当日先着 500人 

エ 問合せ先：福祉保健課運営企画係  

 電話：７５０－２４１１ FAX：７５０－２５４７ 
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（４）平成 29年分確定申告書作成会場開設日のお知らせ及び 

平成 29年分確定申告だよりについて（回覧・掲示依頼） 

ア 平成 29年分確定申告書作成会場開設日のお知らせについて、チラシの回覧をお願 

いいたします。 

 なお、チラシについては、現在作成中のため、各自治会町内会あて、横浜南税務署 

から直接郵送させていただきます。 

 

    （ア）開設期間：平成 30年２月 13日（火）～３月 15日（木） 

    （イ）場所：横浜南税務署２階（金沢区並木３－２－９） 

 

イ 「平成 29年分確定申告だより」について、南税務署以外の場所での確定申告の相談 

会の開催等をご案内しております。平成 30年１月に区連会を通じて送付させていただ 

きますので、回覧及び掲示をお願いいたします。 

 

 

４ 区社会福祉協議会 

（１）平成 29年度共同募金について（中間報告とお礼） 

今年度もお忙しい中ご協力をいただき、ありがとうございます。なお、募金に関わる 
資材等で不足がございましたら、事務局までご連絡ください。 

 
問合せ先：磯子区社会福祉協議会  電話：７５１－０７３９ 

 

 

５ その他 

（１）資料配布 

ア 汐見台自治会連合会だより 第 348号 

イ スイッチＯＮ磯子まめ通信第 115号            各自治会町内会に配布 

ウ 磯子区人権啓発講演会（12月６日）招待状         各自治会町内会に配布 

エ いそごこどもエコフェスタ 2017（表面のみ）      各自治会町内会に掲示板数 

オ 年末年始のごみと資源物の収集日程          各自治会町内会に班回覧数 

カ 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 

キ 平成 29年度 年末の交通事故防止運動 横浜市実施要綱  各自治会町内会に配布 

ク 平成 29年度 飲酒運転根絶強化月間 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 30 年１月 17 日（水） 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！ ） 

洋光台連合自治会  IHI汐見台３丁目自治会 

区連会ホームページ更新情報 （10 月 17 日～11 月 16 日） 


