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磯子区連合町内会長会１月定例会 

日時 平成 28年１月 18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 27年の犯罪発生状況について 

    平成 27年の磯子区内の犯罪発生状況は前年に比べて減少しております。 

    振り込め詐欺については、平成 27年の被害件数は 18件で被害金額は約 4,000万円とな 

っており、前年に比べて件数はマイナス４件、被害金額はマイナス約 4,000万円と減少し 

ています。 

 

 

２ 磯子消防署 

（１）火災・救急状況について 
本年、1月６日現在、磯子区では火災の発生はありません。 

市内では、21件の火災が発生し、死者は発生していません。 

    平成 27年中の火災件数は、横浜市内 750件で前年に比べて 200件の減でした。磯子区 

内は 23件で前年に比べて 11件の減でした。磯子区内の火災の主な出火原因は、電気関係 

6件、たばこ２件、こんろ２件です。 

    救急件数については、横浜市内 178,344件で前年に比べ 2,225件の増、磯子区内 8,011 

件で前年に比べて 18件の減でした。 
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市連の報告 
１ 「災害時給水所」新標識デザインについて 

   発災時に飲料水を確保できる施設として、災害用地下給水タンク等の「災害時給水所」を 
市内全域に整備しています。このたび、認知度向上を目的として、「災害時給水所」を表す 
新しい標識デザインを投票結果により決定しました。 

 

（１）標識設置時期：平成 28年４月以降順次設置します。 

（２）投票期間：平成 27年 10月 5日（月）～11月６日（金） 

（３）投票人数：約 12,000人（区民まつり等のイベントでの投票が約 5割） 

（４） 活用方法：市内に 134基設置している災害用地下給水タンク等の「災害時給水所」 

の標識として設置するほか、災害用パンフレット等の様々な広報媒体に 

も使用します。 

（５）問合せ先：水道局保全課保全係 633-0174 

             水道局総務課危機管理係 633-0135 

             水道局南部第一給水維持課 833-7491 

 

 

２ 横浜水缶・はまっ子どうしＴｈｅ Ｗａｔｅｒの配達時間拡大について 

 「横浜水缶」と「はまっ子どうし ＴｈｅＷａｔｅｒ」の配達時間を拡大しますので、お知 
らせします。 

  
（１）新しい配達時間 

      毎日（土日・休日を含む）午前８時３０分～午後９時まで 
  （２）開始日 
      平成２８年１月４日受付分から 
  （３）申込先（変更なし） 
     水道局お客さまサービスセンター 
     電話：０４５－８４７－６２６２ 
     ファックス：０４５－８４８－４２８１ 
 
 
 

３ 横浜市自転車総合計画（素案）パブリックコメント募集及び 

自転車適正利用キャンペーンの実施について 

「横浜市自転車総合計画（素案）」を策定しましたのでパブリックコメントを実施します。 

また合わせて、「自転車適正利用キャンペーン＠横浜」を実施しますのでご案内します。 

 なお、自転車総合計画の素案・概要版及びキャンペーンちらしは、区役所広報相談係の窓 

口にて配布するほか、市営駐輪場の管理室でも配布しています。 
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＜横浜市自転車総合計画（パブリックコメント）＞ 

   実施期間  ：平成 28年２月１日～３月４日 

意見提出方法：郵送・ＦＡＸ・電子メール・持参にて受付 

   ※本計画概要版には意見提出用のはがきを添付しています。 

＜キャンペーン＞ 

１ 横浜市自転車総合計画の愛称募集（２月１日～３月４日） 

   ２ 安全・安心無料診断 

   ３ 自転車利用促進マップ  

   ※詳細については、添付のキャンペーンちらしを参照ください。 

 

 

 

４ 新市庁舎整備・関内駅周辺地区のまちづくりについて 
新市庁舎整備・関内駅周辺地区のまちづくりについて事業の進捗状況をご報告します。 

 

・平成 27年 12月に「横浜市市庁舎移転新築工事」の落札者が竹中・西松建設共同企業体 

に決定しました。今後、平成 28年第１回市会定例会において、契約締結について可決い 

ただけましたら、本契約となり設計に着手します。平成 29年夏ごろ本体工事着手、32 

年 1月末に本体工事完了、６月末に供用開始の予定です。 

・新市庁舎整備を契機として関内駅周辺地区のまちづくりの検討を進めています。検討に 

あたっては、公民連携により新しいアイデアを生み出す“場”として「横濱まちづくり 

ラボ」を平成 26年に立ち上げ、延べ 1,200人にご参加いただきました。今後は 27年度 

末に「現市庁舎街区等活用の方向性」を取りまとめる予定です。 

 

 

 

５ 町の防災組織事例発表会・東日本大震災特別講演会のご案内 

『町の防災組織 事例発表会』『東日本大震災 特別講演会』を３月５日に開催するため、そ 

の内容についてご案します。 

 

（１）概要  

「防災・減災推進研修」を受講した町の防災組織５団体が、研修受講後に始めた取組 

について発表します。また、慶応義塾大学大木准教授に講演していただきます。 

（２）日時：平成２８年３月５日（土）13:00～16:30 

（３）場所：鶴見大学記念館 記念ホール（定員 ４９６名） 
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６ 平成 28年度鋼管ポール LED防犯灯 ESCO事業の概要及び申請手続きについて   
  鋼管ポールＬＥＤ防犯灯ＥＳＣＯ事業により、市内約 22,800灯の自治会町内会所有の鋼管 

ポールタイプの防犯灯を、一斉にＬＥＤ防犯灯へ交換します。 

  設置場所を特定する必要があるため、ＬＥＤ化を希望する鋼管ポール防犯灯については、配 

付資料を御覧いただき、申請をお願いします。書類提出までの期間が短く大変恐縮ですが、御 

理解と御協力をお願いいたします。 

 

・提出期限：平成 28年３月 31日（木）必着 

・提出先：磯子区地域振興課 

  ※平成 28年度鋼管ポール LED防犯灯 ESCO事業については、平成 28年度予算が横浜市会に 

おいて議決されることを条件とします。 

 

 

区政等の報告 
１ 区政の動きと日程 

 
 

区連の議題 

１ チラシ等の回覧・ポスターの掲示依頼について 

 （１）横浜マラソン 2016開催に伴う交通規制について（回覧依頼） 

          横浜マラソン 2016（平成 28年 3月 13日）の開催に伴い、市内で交通規制を実施し 

ます。交通規制へのご協力と交通規制チラシの回覧をお願いします。 

 

○一般道規制時間 

      ３月１３日（日）６時３０分ごろ～１５時３０分ごろ 

○首都高速道路規制時間 

          ３月１３日（日）５時００分ごろ～１６時００分ごろ 

○問い合わせ先 

          横浜マラソン組織委員会事務局 ６５１－０６６６ 

 

 （２）磯子区生活支援センター機関紙 

「うぇるかむ」第 10号について（回覧依頼） 

     平成 18年の開所以来、年に 1回磯子区生活支援センター機関紙を発行し、今回で第 

10号になります。地域で暮らす精神障害者に対する理解を深める機会としていただくた 

め、班回覧をお願いします。 
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（３）磯子区明るい選挙推進講演会映画会（掲示依頼） 

        磯子区明るい選挙推進協議会の目的である、区民の積極的な投票参加につなげるた 

め、下記の啓発イベントを行います。選挙権が 18歳以上に引き下げられて初の国政選 

挙を前に、18歳選挙権とその課題について専門家の講演を行います。 

また映画会では、児童とその親をターゲットに、楽しみながら投票参加へのきっか

けを提供します。 

この講演会・映画会の周知のため、２月 20日（土）までちらしの掲示を依頼します。 

  

【実施内容】 

ア 講演会(11:00～12:15) 

「１８歳選挙権と私たちの課題」  田中 治彦氏（上智大学教授） 

イ 映画会(13:30～16:00) 

①選挙クイズ 

②「ミニオンズ」上映 

【実施日時及び場所等】 

     ア 日時：平成 28年２月 20日（土）11:00～16:00 

     イ 場所：区民文化センター杉田劇場 

     ウ 定員：先着 310名 

     エ 費用：無料 

 

 

（４）「民児協いそご第 34号」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 28年 1月に第 34号を発行しましたので、回覧依頼のご協力をお願いします。 

 

 

２ 事務連絡 

（１）証明発行サービスのあり方の検討結果について 

     コンビニエンスストアにおける証明発行サービスの導入（コンビニ交付）や、既存 

の証明発行拠点の見直しなど、「証明発行サービスのあり方」についての方向性を市会 

に報告しましたので、その内容を説明します。 

 

【内容】 

・市民サービスの向上及び個人番号カードの普及促進策として、平成 29年１月にコン 

ビニ交付を導入します。 

・効率的な行政運営の観点から、コンビニ交付導入を契機として、行政サービスコーナ 

ーの一部及び区独自拠点を廃止します。 
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（２）神奈川県海岸保全基本計画変更に伴う市民意見募集について 

    神奈川県では横浜市域を含めた海岸保全基本計画の変更手続きを進めており、それに 
伴う意見募集を行いますのでお知らせいたします。 

 
【意見募集の概要】 
ア 日時：平成 28年 1月 18日～2月 16日 

      イ 掲載場所：県のホームページ、市のホームページ、市民情報センター、区役所等 

      ウ 内容：横浜市では、百数十年に一回程度の頻度で発生する津波や高潮からの浸水 
を防ぐため、必要な箇所に護岸の嵩上げ等の海岸保全施設を整備していく 
こととしました。海岸保全施設を整備するためには、横浜市域の計画を神 
奈川県の海岸保全基本計画に位置付ける必要があります。 

 

 

 （３）区役所 

   ア 平成 28年度「磯子区地域運営補助金」活用団体の募集 

         

      １「磯子区地域運営補助金」活用団体の募集 

        自治会町内会を含む２つ以上の団体が連携し、地域の課題解決へ継続的に取り組む事 

業を支援するため、活動に必要な経費を補助します。 

 

（１）補助金額：補助対象経費の 10分の９以内（10分の１は自己負担） 

（２）補助期間：単年度申請で、最長３年間 

（３）対象となる経費 

          消耗品費、印刷費、通信運搬費、交通費、材料費、報償費、保険料、使用料及び 

賃借料、備品費、食糧費（酒類は除く）、燃料費、委託料 

※団体の親睦を目的とする経費、他団体への会費や寄付など、直接事業にかかわ 

る経費でないものは 対象外 です。 

（４）募集期間  平成 28年１月 18日（月）～２月 29日（月） 

 （4月から開始する事業の場合) 

※磯子区地域運営補助金は、平成 28年度予算が横浜市会において議決されることを条 

件とし、予算の範囲内で決定します。 

 

２「磯子区地域運営補助金交付団体活動事例集」の配付 

        これまで補助金交付団体が行ってきた地域連携の活動について紹介する事例集を作 

成しました。自治会町内会に１部ずつ配付しますので、今後の地域活動の参考にしてい 

ただければ幸いです。（H27年 10月末までに、補助金交付を受けた団体を紹介してい 

ます。） 
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イ 「平成 27年度磯子区地域支えあい事業全体研修会」開催について 

      磯子区地域支えあい事業に携わっている方を対象に、標記研修会を開催します。地 

域で本事業に関わってい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、よろしくお願い申し上げます。 

 

（ア）日時及び場所：平成 28年３月１日(火） 午後２時から４時まで  

            磯子公会堂 ホール 

（イ）実施内容 

・第１部 講演 

テーマ：なぜ、地域の支えあいが必要か～見守り活動の意義とポイント～ 

講師：野中 久美子 氏（東京都健康長寿医療センター研究所 研究員） 

・第２部 事例発表 

                磯子区内の取組事例  

 

（４）その他 

    ア 資料配布 

（ア）汐見台自治会連合会だより 第 323・324号 

（イ）スイッチＯＮ磯子Ⅱまめ通信 97号           各自治会町内会に１部 

（ウ）商店街朝市（１月 23日（土））           各自治会町内会に１部 

     （エ）脳卒中市民啓発キャンペーン講演会（３月５日（土）） 

各自治会町内会へ掲示板数 

 
閉 会 

次回開催日：平成 28 年２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！ ） 

原町町内会  岡村中部自治会  中原自治会  上中里団地地区自治会   

洋光台北団地一街区自治会  洋光台中央団地自治会  洋光台六街区自治会 
 

洋光台連合自治町内会  

 

区連会ホームページ更新情報 （11 月 18 日～１月 17 日） 


