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磯子区連合町内会長会１月定例会 

日時 平成 30年１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 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 36件で被害金額は約 6,000万円となっており、件

数については前年に比べ３件の増加、被害金額は約 1,800万円のマイナスとなっています。 

 

 

（２）平成 29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月中の人身事故発生件数、負傷者数は、ともに前年と比べ増加しており 

   ます。 

 平成 29年１月から 12月までの人身事故発生件数は前年に比べ 49件の増、死者数は３ 

人の減、負傷者は 53人の増となっております。 

 

 

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 34件で、前年に比べ３件増加となっています。市内では、854件の 

火災が発生しており、前年同期で 100件の増加となっています。 

救急出場件数は、区内 8,908件で、前年に比べ 294件増加しております。市内全体では、 

193,428件で、前年に比べ 5,937件の増加となっています。 

 

 

（２）平成 30年度「家庭防災員」推薦の依頼について 
消防局事業である家庭防災員研修を平成 30年度も引き続き実施していくにあたり、 

自治会・町内会長の皆さまから家庭防災員の推薦について、ご協力をお願いいたします。 

 また、家庭防災員制度の周知を図るため、パンフレットの班回覧も併せてお願いいたし 

ます。 

 

ア 募集期間：平成 30年１月～４月 27日（金） 

イ 提出先 ：磯子消防署予防課 
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市連の報告 
１ 「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：平成 30年１月９日（火）～３月 21日（水） 

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 

 

 

２ 平成 29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29年度４月から12月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。 

    今後とも、積極的にリユースの取組を進めていただくとともに、「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。 

 

 

３ 「これからの緑の取組〔2019－2023〕」（素案）の市民意見募集 

について 

「これからの緑の取組［2019-2023］（素案）」の市民意見募集を実施しますので、お知ら 

せいたします。 

 

（１）募集期間：平成 30年１月 15日（月）～２月 16日（金） 

（２）素案の配布場所：各区役所広報相談係、市民情報センター、環境創造局政策課、 

環境創造局ウェブサイト 

（３）意見提出方法：郵送（パンフレット付属のハガキの場合切手不要）、FAX、 

インターネット（ウェブページからフォーマットにそって回答） 

（４）問合せ先：環境創造局政策課みどり政策調整担当  

        電話：６７１－４２１４ FAX：６４１－３４９０ 
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４ 土砂災害防止法に基づく基礎調査結果の公表と住民説明会の開催 

について（回覧依頼） 

   神奈川県では、磯子区内において土砂災害防止法に基づく基礎調査結果の公表及び、住民 

説明会の開催を平成 30年１月以降に予定しております。つきましては、説明会開催案内 

資料の回覧をお願いいたします。 

なお、指定予定となる土地の所有者へは、郵送により別途「説明会開催に関する案内資料」 

を配布する予定です。 

 

  （１）全体説明会 

 開催日時：平成 30年２月 18日（日） 

      １回目：10:00～11:30 

 主に滝頭・根岸・岡村・磯子・汐見台・屏風ヶ浦地区の方 

          ２回目：14:00～15:30 

              主に杉田・洋光台・上笹下地区の方 

     会場：杉田小学校 体育館（磯子区杉田１－８－１） 

  （２）オープンハウス方式説明会（個別相談会） 

     開催日時：１回目 平成 30年２月 22日（木） 15:00～20:00 

 主に滝頭・根岸・岡村・磯子・汐見台・屏風ヶ浦地区の方 

          ２回目 平成 30年２月 28日（水） 15:00～20:00 

              主に杉田・洋光台・上笹下地区の方 

     会場：磯子センター 体育室（磯子区磯子３－１－41） 

（３）問合せ先：神奈川県横浜川崎治水事務所 工務部急傾斜地第二課 

        電話：４１１－２５００（代表） 
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５ 行政相談の利用について（回覧依頼） 

国の仕事等に関する意見・要望などの相談を受け付ける総務省の行政相談を毎月実施して 

います。磯子区では、総務大臣から委嘱された行政相談委員が毎月１回、第２水曜日の午後 

１時から４時まで、区役所１階で行政相談所を開催しています。 

つきましては、より多くの方々に行政相談所を利用して頂けるよう、チラシの班回覧をお 

願いいたします。 

 

【行政相談概要】 

（１）日時：毎月第２水曜日（11月を除く） 

      13:00～16:00（予約制） 

（２）場所：磯子区役所１階相談室 

（３）相談内容：国の仕事（年金、労働など）に関する苦情などの相談 

（４）問合せ先：総務省神奈川行政相談センター 電話：０５７０－０９０１１０ 

          区政推進課広報相談係 電話：７５０－２３３５ 

 

 

 

区政等の報告 
１ 区政の動きと日程 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 5 

区連の議題 

１ 事務連絡 

（１）「磯子区地域運営補助金」平成 30年度活用団体の募集について 

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。 

 

ア 募集期間：平成 30年１月 17日（水）～２月 28日（水） 

（４月から活動を開始する場合） 

※４月以降に活動を開始する場合も随時担当にご相談ください 

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＋（老人クラブ＋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９割を上限に補助 

（１割は自己負担、上限 50万円） 

エ 補助期間：最長３年間（年度ごとに申請） 

オ ご相談・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 

※当補助金は、平成 30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。 

 

 

（２）「平成 29年度磯子区民意識調査 報告書」地区別概要版の配布 

について 

磯子区役所では、区民の皆さまのニーズを踏まえた行政運営を行うため、日常生活に関 

わる区民アンケート調査を２年ごとに行っています。このたび、平成 29年６月に実施し 

た区民意識調査の結果がまとまりました。 

今回から地区連合町内会ごとの集計も行いましたので、各地区の概要版を配布いたしま 

す。（各単位町内会には、該当する地区の概要版を配布いたします。） 

なお、報告書は、磯子区ホームページや区役所１階行政資料閲覧コーナーでも閲覧でき 

ます。 

 

   ア 問合せ先：区政推進課企画調整係 担当：山田・林田 電話：７５０－２３３１ 
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（３）「平成 29年度磯子区地域支えあい事業訪問員全体研修会 

（災害時要援護者支援事業事例発表会）」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、よろしくお願いいたします。 

なお、今年度は「災害時要援護者支援」をテーマに講演及び事例発表を行います。 

 

ア 日時・会場：平成 30年３月７日(水） 14:00～16:00 

           磯子公会堂 ホール 

   イ 実施内容：第１部 講演「高齢者・障害者等を地域で支えるために 

～近年の大災害に学ぶ～」 

講師：鍵屋 一 氏（跡見学園女子大学教授） 

第２部 事例発表 

    地域で災害時要援護者支援に取り組む２団体による発表 

ウ 参加方法：事前申し込み不要。当日直接会場にお越しください（定員 500名）。 

   エ 問合せ先：福祉保健課事業企画担当  担当：齊藤・美田・鹿志村 

          電話：７５０－２４４２ FAX：７５０－２５４７ 

 

 

（４）水銀式の体温計・血圧計・温度計の回収期間延長について 

（情報提供） 

平成 29年７月から家庭で不要となった水銀式の体温計・血圧計・温度計について平成 

29年 12月 28日までを期限として回収していましたが、今後も回収が見込まれることか 

ら、回収期間を平成 30年６月 29日（金）まで延長しますので、お知らせいたします。 

 

ア 回収品目：家庭で不要となった、水銀体温計、水銀血圧計、水銀温度計 

イ 回収期間：平成 30年６月 29日（金）まで 

ウ 回収場所：対象マーク（ステッカー）のある薬局、ドラッグストア、18区役所、 

資源循環局 18収集事務所 

（区内 26箇所、市内 379箇所） 

エ 問合せ先：資源循環局業務課資源化係  担当：松島・水野 

        電話：６７１－３８１９ 
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（５）済生会横浜市南部病院 市民公開講座の開催について 

磯子区役所、磯子区医師会等後援の済生会横浜市南部病院主催の市民公開講座が開催さ 

れますので、各自治会町内会でのご周知のほど、よろしくお願いいたします。 

 

ア 日時・会場：平成 30年２月 24日(土） 14:00～16:00（開場 13:30） 

           磯子公会堂 ホール 

   イ 実施内容：・渡航時における健康対策・安全対策 

講師：仲本 光一 氏（外務省診療所長） 

・災害について考える 

講師：豊田 洋 氏（済生会横浜市南部病院 救急診療科主任部長） 

ウ 参加方法：事前申し込み不要（先着 200名） 

   エ 問合せ先：済生会横浜市南部病院地域医療連携室 

          電話：８３２－１１１１（代表） FAX：８３２－８３４０ 

 

 

２ チラシ等の回覧・掲示依頼について 

（１）「民児協いそご第 38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 30年１月に第 38号を発行しましたので、回覧をお願いいたします。 

 

 

３ 区社会福祉協議会 

（１）「磯子区社会福祉大会」の報告について 

11月 29日（水）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。 
 

問合せ先：磯子区社会福祉協議会  電話：７５１－０７３９ 
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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 349、350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 31号 

ウ スイッチＯＮ磯子まめ通信第 116号            各自治会町内会に配布 

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 南税務署「平成 30年 1月確定申告だより」Ａ３版   各自治会町内会に班回覧数 

カ 南税務署「平成 30年 1月確定申告だより」Ａ４版   各自治会町内会に掲示板数 

キ いそご地域づくり塾紹介通信「つながる ひろがる」第２号 

                               各自治会町内会に３部配布 

ク 商店街朝市（１月 27日（土）開催）           各自治会町内会に配布 

 
 
 
 
 
閉 会 

次回開催日：平成 30 年２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！ ） 

洋光台北団地一街区自治会  洋光台連合自治町内会  洋光台中央団地自治会 

 

IHI汐見台３丁目自治会  磯子山手町内会  洋光台六街区自治会 

 

岡村西部第一自治会  岡村地区連合町内会 

区連会ホームページ更新情報 （11 月 17 日～1 月 16 日） 


