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磯子区連合町内会長会２月定例会 

日時 平成 28年２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 28 年１月中の犯罪発生状況について 

    磯子区内の犯罪発生状況については、１月中、前年に比べて増加しています。 

    オートバイ盗、車上ねらい等、街頭犯罪が特に増加しています。 

 

 

（２）磯子地域安全だよりについて（回覧依頼） 

    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します。 

 

 

２ 磯子消防署 

（１）火災・救急状況について 
１月 31日現在の区内の火災件数は 1件で、前年に比べ１件の増となっています。市内 

では、85件の火災が発生しており、前年同期で７件の減少となっています。 

救急出場件数は、１月 31日現在、区内 773件で、前年に比べ 52 件増加しております。 

市内全体では、16,006件で、前年に比べ 978件の減少となっています。 

 

 

 

（２）「春の火災予防運動」のポスターの掲出等について 

   ３月１日（火）から３月７日（月）まで「春の火災予防運動」が全国一斉に行われます。 
この期間に併せて、自治会町内会の掲示板に春の火災予防運動の掲示とＳＩセンサーコン 
ロチラシの班回覧をお願いします。 

 

 

（３）平成２８年度「家庭防災員」推薦の御依頼について 

   地域の防災の担い手となる家庭防災員の推薦をご依頼いたしますので、推薦要件をご確 

認のうえ、同封しました「家庭防災員推薦書」のご提出をお願いします。また、パンフレ 

ットの班回覧も併せてお願いします。 

  

ア 募集期間：平成２８年２月～平成２８年３月 31日 

   イ 提出先 ：磯子消防署予防課 
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（４）横浜市民防災センターリニューアルオープンについて 

   平成２７年度、改修工事を進めていた「横浜市民防災センター」がこのたびリニューア 

ルオープンしますので、お知らせします。 

  

ア リニューアルオープン日時：平成 28年４月１日（金）９時 30分 

イ 会館情報  

○会館時間：９時 30分～17時（満員となる場合がありますので、事前の予約をお勧 

めします。） 

○休館日：毎週月曜日（祝日の場合はその翌日）、年末年始 

○入館料：無料 

○問合せ先：横浜市民防災センター 電話 ３１２－０１１９ 

 

 

（５）磯子区少年少女防災事業に関する団体登録の募集について 

   青少年に対する防災活動に取り組む地域の方々と連携し、将来の地域防災の担い手を育 

成するため、団体登録に御協力をお願いします。登録いただいた団体に対して 28年度各種 

青少年向け関連事業開催のお知らせを行います。 

 

ア 募集期間：平成 28年 2月 18日から平成 28年４月 30日まで 

イ 登録方法：別添「団体登録表」を磯子消防署予防課あてに届出 

※届出方法：予防課窓口・郵送・Ｆａｘ・Ｅメール 

ウ 登録団体の例：○○町内会子ども会防火防災班、○○連合町内会防災部青少年普及啓 

発班、○○地域少年消防クラブ 等 

エ 問合せ先：磯子消防署予防課 担当 向井・竹下 ℡・fax 753-0119 

 

 

市連の報告 
１ 平成 28年民生委員・児童委員及び主任児童委員の推薦について 

   平成 28年は 7月に欠員補充及び増員を行い、12月に任期満了に伴う一斉改選を行います。 

つきましては、各地区推薦準備会及び連合地区推薦準備会を開催し、候補者を推薦いただ 

きますよう、ご協力をお願いします。 
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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 「広報よこはま磯子区版」等に関わることについて 

 

（１）平成 27年度「広報よこはま磯子区版」等の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 27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、必要書類 

のご提出をお願いします。 

 

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 28年３月 14日（月） 

ウ 問合せ先：区政推進課広報相談係 渡邊、岩脇 750-2338 

 

（２）平成 28年度「広報よこはま磯子区版」等の配布について 

    平成 28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します。 

 

ア 広報紙概要 

  （ア）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） 

  （イ）配送方法：月末までに、配送業者を通じて送付します。 

（ウ）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 渡邊、岩脇 750-2338 
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２ 平成 28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 
  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、ご提出をお願いします。 

 

（１） 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） 

（２）推薦期限：平成２８年３月３１日（木） 

（３）提 出 先：地域振興課資源化推進担当 鈴木・渡邊 ℡750‐2397 

 

 
３ チラシ等の回覧・ポスターの掲示依頼について 

 （１）いそご消費生活だよりについて（回覧依頼） 

    磯子区消費生活推進員が、平成 27年度の活動についてまとめた冊子を発行いたしま 

したので、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、 

回覧をお願いします。 
 

 

 （２）「第４回ＩＳＯＧＯダンスまつり」開催チラシについて（掲示依頼） 

     「第４回ＩＳＯＧＯダンスまつり」開催チラシについて、掲示のご協力をお願いしま 

す。 

 

ア 開 催 日：平成 28 年３月 12 日（土） 
イ 開催場所：磯子区役所屋外駐車場特設ステージ・磯子公会堂 
ウ 掲出期間：平成 28 年２月 17 日（水）～３月 12 日（土） 

 

 

（３）「いそご保健活動推進員だより 第１２号」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１２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、回覧のご協力を 

お願いします。 
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（４）認知症リーフレットについて（回覧依頼） 

超高齢社会が進む中で、磯子区では認知症になっても地域で安心して暮すことができ 

るよう見守り体制づくりを進めています。そこで、認知症についての理解を広めるため 

リーフレットを作成しましたので、回覧をお願いします。 

 

    ○問い合わせ先：磯子区高齢・障害支援課 高齢者支援担当 電話 750-2417～8 

 

 

２ 事務連絡 

（１）磯子区人権啓発講演会の開催について 

平成 28年３月３日（木）に、磯子区人権啓発講演会を実施します。 

多くの区民の皆様のご参加をお待ちしております。 

 

ア 演題：「釜石の奇跡」の教訓 ～他を救うため、自らを生きる～  

イ 講師：渡邉 真龍 氏（前 釜石小学校校長） 

 

 

（２）災害時に備えた要援護者支援の取組について 

          11月 17日に依頼させていただいた「災害に備えた要援護者支援に関する地域での取 

組状況調査」の結果がまとまりましたので、ご報告をさせていただきます。また、この 

取組を支援する事業として、区と協定を締結した自主防災組織（自治会町内会等）へ災 

害時要援護者名簿を提供しています。平成 28年度の同名簿の提供スケジュールをご説 
明します。 

 

地 区 担 当 課 連 絡 先 
根岸、屏風ヶ浦、上笹下、

その他 
高齢・障害支援課 高齢・障

害係 
７５０－２４９０ 

滝頭、磯子、杉田 福祉保健課 運営企画係 ７５０－２４４１ 
岡村、汐見台、洋光台 総務課 庶務係 ７５０－２３１２ 
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（３）区社会福祉協議会 

ア 磯子区社会福祉協議会広報紙 

「福祉いそご」第６６号の配布について（依頼） 

「福祉いそご」第６６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。 

  

○配布時期  ３月上旬 

 

 

イ 平成２８年度共同募金への協力について（依頼） 

平成２８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。なお、９月の定例会でも改めて依頼させていただきます。 

  

○実施時期  １０月１日から１２月３１日まで 

 

（４）その他 

    ア 資料配布 

（ア）汐見台自治会連合会だより 第 325号 

（イ）広報紙おかむら第 27号 

（ウ）スイッチＯＮ磯子Ⅱまめ通信 98号           各自治会町内会に１部 

（エ）商店街朝市（３月 12日（土））         各自治会町内会に掲示板数 

     

閉 会 

次回開催日：平成 28 年３月 17 日（木） 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  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 
 

岡村地区連合町内会  

 

区連会ホームページ更新情報 （１月 17 日～２月 16 日） 


