磯子区連合町内会長会２月定例会
日時

平成 30 年２月 16 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 30 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、前年に比べ減少しています。
振り込め詐欺については、被害件数５件で被害金額は約 500 万円となっており、件数に
ついては前年に比べ４件の増加、被害金額は約 400 万円のプラスとなっています。

（２）「第 141 号磯子地域安全だより」について（回覧依頼）
「第 141 号磯子地域安全だより」を作成しましたので、回覧のご協力をお願いいたし
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４件で、前年に比べ１件増加となっています。市内では、70 件の
火災が発生しており、前年同期で３件の減少となっています。
救急出場件数は、区内 914 件で、前年に比べ 19 件増加しております。市内全体では、
19,413 件で、前年に比べ 1,374 件の増加となっています。

（２）平成 30 年「春の火災予防運動」のポスター掲出について
３月１日（木）から３月７日（水）までの一週間、全国一斉に「春の火災予防運動」が
実施されますので、火災予防運動ポスターの掲示をお願いいたします。
今年度の全国統一標語は、「火の用心 ことばを形に 習慣に」です。
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市連の報告
１

「新たな中期計画の基本的方向」の公表と市民意見募集の実施
について
横浜市の新たな中期計画（計画期間：平成 30～33 年度）の考え方や骨子を示した「新た
な中期計画の基本的方向」を公表しましたので、市民意見募集を行います。
なお、広報よこはま３月号に募集に関する記事の掲載を予定しており、今後、５月頃に
素案、９月頃に原案を策定します。
（１）募集期間：平成 30 年３月 23 日（金）まで
（２）冊子及び概要版の配布場所：市民情報センター、各区役所広報相談係
（３）提出方法：メール（ss-chuki2018@city.yokohama.jp）、郵送、FAX
※意見書の様式はありません。
（４）問合せ先：政策局政策課 担当：齊藤・政木
電話：６７１－２１９７ FAX：６６３－４６１３

２

「横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例」の制定について
一定規模以上の小売店舗や飲食店、遊技場などの集客施設及び共同住宅等を新たに新築・
増築する際、自転車駐車場の設置を義務付ける条例を制定しますので、情報提供させていた
だきます。
（１）問合せ先：道路局交通安全・自転車政策課

３

電話：６７１－３６４４

ラグビーワールドカップ 2019TM に関するご案内の回覧について
2019 年に開催されるラグビーワールドカップ 2019 では、横浜で決勝戦、準決勝戦を含む
７試合が開催されます。
横浜市民（神奈川県民）の皆様は、横浜で開催される試合のチケットについて、他の自治
体の住民に先駆け、６か月早く抽選に申し込むことができるメリットがあります。
また、大会を支えていただくボランティアについて、４月から募集が始まります。
つきましては、ラグビーワールドカップの開催等について、広く市民の皆様に周知させて
いただきたく、自治会・町内会での回覧にご協力をお願いいたします。

（１）問合せ先：市民局スポーツ振興部

ラグビーワールドカップ担当

電話：６７１－４５６６

FAX：６６４－０６６９
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４

特別避難場所の名称変更に伴う広報チラシについて
横浜市では、大規模な災害が発生した場合でも、特別避難場所が円滑に開設・運営できる
よう検討を行ってきました。
検討の結果を受け、平成 30 年４月から「特別避難場所」から「福祉避難所」に名称変更
します。名称変更にあわせて、広報チラシを作成しましたので、周知させていただきます。

（１）問合せ先：高齢・障害支援課

担当：志村・小澤

区政等の報告
１

区政の動きと日程
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電話：７５０－２４９０

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 29 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 29
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 30 年３月 14 日（水）
（ウ）問合せ先：区政推進課広報相談係

担当：木村・亀田・伊藤

電話：７５０－２３３８

イ

平成 30 年度の配布について
平成 30 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いたします。

（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・伊藤

電話：７５０－２３３８
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（２）平成 30 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（依頼）
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
記入のうえ、別添の返信用封筒によりご提出をお願いいたします。
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、ご提出をお願いいたし
ます。
ア
イ
ウ

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）
推薦期限：平成 30 年３月 30 日（金）
提出先：地域振興課資源化推進担当 杉山・宮川 電話：７５０－２３９７

２ 事務連絡
（１）国が実施する全国瞬時警報システム（J アラート）の
全国一斉情報伝達訓練について（お知らせ）
総務省消防庁が災害時等に備え、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を用いて、訓練
情報の受信及びスピーカー等の起動を確認する目的で、全国一斉情報伝達訓練放送を行い
ますので情報提供させていただきます。
また、横浜市では全国一斉情報伝達訓練放送に合わせて、その他の情報伝達手段による
防災情報の試験配信（午前 10 時 45 分頃）も行いますので、併せてお知らせいたします。
ア

イ
ウ

日時：
【全国一斉情報伝達訓練放送】平成 30 年３月 14 日（水）11:00 頃
【その他の情報伝達手段による防災情報の試験配信】
平成 30 年３月 14 日（水）10:45 頃
放送場所：磯子区総合庁舎 他 12 か所（磯子区内）
その他の情報伝達手段：防災情報Ｅメール、横浜市危機管理室ツイッター及び
横浜市危機管理室ホームページ

（２）いそごポケット（磯子区統計白書 2017）の発行について
総務課統計選挙係で毎年発行している、いそごポケット（磯子区統計白書 2017）が
完成しましたので、自治会町内会へ各２部配布いたします。
また、磯子区役所１階広報相談係・６階統計選挙係の窓口でも配布いたします。

ア

問合せ先：総務課統計選挙係

担当：根本・森田
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電話：７５０－２３１６

（３）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
30 年度のスケジュール等をお知らせいたします。

３ チラシ等の回覧・掲示依頼について
（１）「第６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６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 30 年３月 10 日（土）9:30～

イ

開催場所：磯子公会堂

ウ

掲出期間：平成 30 年３月 10 日（土）まで掲出をお願いいたします

（２）「いそご消費生活だより（区版）」の発行について（回覧依頼）
磯子区消費生活推進員が「いそご消費生活だより（区版）」を発行いたしました。
各地区の活動などについて掲載されていますので、各自治体・町内会での回覧をお願い
いたします。
また、３月には地区ごとの活動についてまとめたリーフレットを配布いたしますので、
回覧をお願いいたします。

ア

問合せ先：地域振興課地域振興係

担当：齋藤・宮川

電話：７５０－２３９７

（３）「いそご保健活動推進員だより第 14 号」の発行について（回覧依頼）
磯子区保健活動推進員会が「いそご保健活動推進員だより第 14 号」を発行いたしまし
た。
各地区の活動紹介や、講演会報告が掲載されていますので、各自治体・町内会での回覧
をお願いいたします。

ア

問合せ先：福祉保健課健康づくり係

担当：木村・阿部
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電話：７５０－２４４５

４ 区社会福祉協議会
（１）平成 29 年度 共同募金の実績報告と平成 30 年度共同募金運動への
協力依頼について
平成 29 年度の実績を別紙にて報告いたしますので、ご確認ください。
平成 30 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。

ア

共同募金運動実施時期：平成 30 年 10 月１日～12 月 31 日

イ

問合せ先：磯子区社会福祉協議会

電話：７５１－０７３９

（２）磯子区社会福祉協議会広報紙「福祉いそご」第 70 号の
配布について（依頼）
「福祉いそご」第 70 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。

ア

配付時期：「広報よこはま３月号」と同時配付

イ

問合せ先：磯子区社会福祉協議会 担当：小池

電話：７５１－０７３９

（３）「おでかけサポーター養成講座」チラシ掲示について（掲示依頼）
３月 20 日（火）・27 日（火）に開催する外出支援講座（おでかけサポーター養成講座）
周知のため、掲示板へのチラシ掲示のご協力をお願いいたします。

ア

問合せ先：磯子区社会福祉協議会

担当：岩間・宮野
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電話：７５９－４００５

５ その他
（１）資料配布
ア

汐見台自治会連合会だより 第 351 号

イ

スイッチＯＮ磯子まめ通信第 117 号

ウ

横浜市消費生活総合センター

エ

いそご地域づくり塾紹介通信「つながる

各自治会町内会に配布

月次相談リポート

各自治会町内会に掲示板数

ひろがる」第３号
各自治会町内会に３部配布

閉

オ

横浜市交通安全協会

自転車会

入会のご案内

カ

商店街朝市（３月 10 日（土）開催）

各自治会町内会に配布
各自治会町内会に配布

会

次回開催日：平成 30 年３月 15 日（木）

区連会ホームページ更新情報

10：00

（１月 17 日～２月 15 日）

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

洋光台北団地一街区自治会
磯子山手町内会

原町町内会

で検索！ ）

洋光台連合自治町内会
岡村中部自治会

8

IHI 汐見台３丁目自治会

