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磯子区連合町内会長会 10月定例会 

日時 平成 28年 10月 17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 28年９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 20件で被害金額は約 3,500万円となっており、件 

数については前年に比べプラス６件、被害金額の増減はありません。 

 

 

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 21件で、前年に比べ３件増加となっています。市内では、529件の 

火災が発生しており、前年同期で 33件の減少となっています。 

救急出場件数は、区内 6,325件で、前年に比べ 318件増加しております。市内全体では、 

138,022件で、前年に比べ 4,820件の増加となっています。 

 

 

（２）火災予防運動ポスターの掲出依頼について 
11月９日（水）から 11月 15（火）までの一週間、全国一斉に「秋の火災予防運動」 

が実施されますので、火災予防運動の広報ポスターの掲出をお願いします。 

ポスターの絵は、平成 28年度、磯子区安心・安全まちづくりポスターコンクールにお 

いて、火災予防部門で最優秀賞を受賞した岡村中学校３年の生徒の作品です。 

 
 
市連の報告 
１ 年末年始のごみと資源物の収集日程について（事前周知） 

年末年始のごみと資源物の収集日程について、チラシの班回覧をお願いいたします。 

（チラシの送付は 11月になります）。 

 

【年末年始のごみと資源物の収集日程について】 

（１）12月 31日(土)から１月３日(火)まで、収集をお休みさせていただきます。 

（２）「燃やすごみ」について、「火・土曜日」が収集日の地域は、以下の日程で臨時収 

集を行います。 

    12月 29日（木）、１月５日（木） 

（３）「資源物」については、年末は 12月 30日（金）まで、年始は１月４日（水）から 

   通常の曜日どおり収集します。 
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２ 平成 28年度上期（第２四半期まで）の燃やすごみ量の実績（速報値）に 

ついて（情報提供） 

平成 28年度の上期（第２四半期まで）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。 

9月までの実績は、着実に減少しておりますが、第 3四半期に向けては例年の傾向から増

加が見込まれます。年末の大掃除などで出るごみについては、分別はもとより、積極的にリ

ユースの取組を進めていただきますようお願いいたします。 

 

 

３ 自治会町内会のための講習会の開催について 

市民局地域活動推進課主催（後援：横浜市町内会連合会）で、自治会町内会のための講演

会を開催します。 

  つきましては、皆様からの多くのご参加と、会報紙のご出展をお待ちしておりますので、よ 

ろしくお願いいたします。  

 

  （１）講演会・事例発表会 

    ア 日時・会場 

第１回 平成 28年 12月 10日（土）10:00～12:00 

    保土ケ谷公会堂 １階会議室 

      第２回 平成 28年 12月 11日（日）10:00～12:00 

          横浜市立大学金沢八景キャンパス カメリアホール 

第３回 平成 29年１月 29日（日）10:00～12:00 

          都筑区役所 ６階大会議室 

    イ 内容 

    （ア）講演 「開かれた自治会町内会の運営について」 

 講師：水津 陽子氏（合同会社フォーティＲ＆Ｃ代表） 

    （イ）事例発表 自治会町内会・連合町内会による活動事例発表 

  （２）会報紙作成講習会（同時開催：会報紙展示会）  

    ア 日時・会場 

      平成 29年２月 12日（日）10:00～11：30 

      情報文化センター ６階 情文ホール 

    イ 内容 

      「新聞記者が教える！会報紙の作り方」 

      講師：菱倉 昌二氏（神奈川新聞社 編集局 編集委員） 

  （３）参加対象者：どなたでも参加できます  

  （４）申込方法・申込期限：平成 28年 11月 18日（金）までに、別紙申込書を各区地域 

振興課へ持参またはＦＡＸで申し込み。 
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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 議題 

（１）磯子区制 90周年記念 平成 29年 磯子区新年賀詞交換会の受付の 

応援について 

    平成 29 年の磯子区新年賀詞交換会を実施しますので、各地区別の受付について、応援 
者の推薦をお願いいたします。 

 
   ア 推薦方法：別紙「応援者名簿」をご提出ください。 
   イ 提出方法：11 月 17 日（木）区連会 11 月定例会にご持参ください。（ＦＡＸ可） 
   ウ 提出先：総務課庶務係 曽根、徳道、山県  電話：７５０－２３０８ 

 
【賀詞交換会概要（予定）】 

   ・日時：平成 29 年１月５日（木）12：00～13：30 
   ・会場：磯子スポーツセンター 
   ・主催：磯子区新年賀詞交換会実行委員会 
   ・会費：3,000 円 
   ・申込期間：平成 28 年 11 月 17 日（木）～12 月 15 日（木） 
         （窓口（現金払い）もしくは郵便振込のどちらかで申込） 
   ・問合せ先：総務課庶務係 曽根、徳道、山県  電話：７５０－２３０８ 
 
 
２ 事務連絡 

 （１）横浜市津波警報伝達システムの試験放送などについて（回覧依頼） 

市民の方に津波警報伝達システムについて知っていただくため、屋外スピーカーによ 

る試験放送等を行います。あわせて、その他の情報伝達手段による防災情報の試験配 

信を行いますので、周知用資料の回覧をお願いいたします。 

 

ア 日時：【全国一斉情報伝達訓練放送】平成 28年 11月 29日（火）11:00頃 

         【試験放送】１回目：平成 28年 11月 29日（火）11：10頃 

２回目：平成 28年 11月 29日（火）11：20頃 

イ 放送場所：磯子区総合庁舎他８か所（磯子区内） 

ウ 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、 

横浜市危機管理室ホームページ及び tvkデータ放送 
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（２）第４回磯子音楽祭のポスター掲示について（掲示依頼） 
今年で４回目になる磯子音楽祭のポスターの掲示をお願いいたします。 

今回は、宇宙をイメージし、迫力満点なので、ぜひご家族おそろいでお出かけくだ 

さい。 

 

ア 日 時：平成 28年 11月 23日（水・祝）13:30開場 14:00開演 16:30終演予定 

イ 会 場：磯子公会堂  

ウ 入場料：500円 ※全席指定 ４歳以上有料、４歳未満・膝上は無料 

エ お問合せ・チケット取扱い： 

磯子区民文化センター 杉田劇場 電話：７７１－１２１２ 

横浜市磯子区杉田１－１－１ らびすた新杉田 4階 

 

 

（３）区役所 

ア いそごポケット（磯子区統計白書 2016）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 2016） 

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。 

 

 

   イ 平成 28年度コスモスミーティング実施報告について 

今年度は、全地区で「まちづくり」をテーマに開催していただきました。意見交換 
の中で紹介された、様々な課題等に対する工夫や取組事例の主なもの、各地区から寄 
せられた主な要望に対する回答について、ご報告いたします。 

なお、別添資料のほか、地区ごとにいただいたご要望に対する回答をまとめた資料 
を、各地区連定例会で配布し、地域協働推進員から説明します。 

 

 

   ウ 磯子区制 90周年記念カレンダー「磯子の四季 2017」の発行について 

磯子区制 90 周年を機に、すべての区民の皆様に改めて磯子の魅力を感じ、愛着を 
深めていただけるよう、磯子区制 90 周年記念カレンダー「磯子の四季 2017」を発行 
しました。御査収いただきますようよろしくお願いいたします。 

また、広報よこはま 11 月号と併せた各世帯配付への御協力につきましても、重ね 
てお願い申し上げます。 
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エ 「磯子くらしのセミナー」開催案内チラシの掲出について（掲示依頼） 

磯子区消費生活推進員の会の主催による「磯子くらしのセミナー『誰も教えてくれ 

なかった お片付けの基本講座』」が開催されますので、当セミナーのチラシの掲示 

をお願いいたします。 

 

     （ア）日時：平成 28年 12月６日（火）14:00～15:30（開場 13：30） 

（イ）会場：磯子区役所 ７階 701・702会議室 

（ウ）講師：整理・収納アドバイザー  菊池 真美 氏 

（エ）参加申込：不要 

（オ）参加費用：無料 

（カ）定員：当日先着 90名 

（キ）主催：磯子区消費生活推進員の会 

（ク）問合せ先：地域振興課地域振興係 齋藤・渡邊  電話：７５０－２５３４ 

 

 

オ 「磯子区安全・安心まちづくりポスターコンクール」最優秀作品 

ポスターの掲出について（掲示依頼） 

10月 15日の「安全で安心なまち磯子区のつどい」にて表彰された、区内中学生を 

対象とした「磯子区安全・安心まちづくりポスターコンクール」の最優秀作品ポス 

ターについて、自治会町内会の掲示板への掲出をお願いいたします。 

 

     （ア）掲出期間：掲出期間は設けていませんので、可能な限り掲出をお願いします。 

（イ）問合せ先：地域振興課施設利用推進担当 加藤・上段 

 電話：７５０－２３９３ 

 

 

カ 「第５回ＩＳＯＧＯダンスまつり」参加者募集チラシの掲示に 

ついて（掲示依頼） 

     第５回 ISOGOダンスまつりの参加者募集チラシについて、掲示板へのチラシの掲出 

     のご協力をお願いいたします。 

 

    【第５回 ISOGOダンスまつり概要】 

       （ア）開催日：平成 29年３月 11日（土） 

（イ）開催場所：磯子公会堂 

（ウ）掲出期間：平成 28年 12月９日（金）まで 

（エ）問合せ先：地域振興課活動支援係 伊藤・松村 電話：７５０－２３９６ 

 



 6 

キ 「磯子区制 90周年記念 キャッチフレーズ募集」及び 

「磯子区制 90周年記念祝い隊 メンバー及びグループ名募集」の 

周知について（情報提供） 

10月 5日付で各自治会町内会長様宛てお送りしておりますが、来年の磯子区制 

90周年を記念して、「キャッチフレーズ」と、「祝い隊 メンバー・グループ名」 

の募集も行っておりますので、自治会町内会の皆様への周知をお願いいたします。 

 

 

ク 配食サービスでの食中毒予防講習会について 

      ボランティアによる地域の配食サービスや昼食会における食中毒事故防止のため、 

区役所生活衛生課が「食中毒予防講習会」を行いますので、ご参加をお願いいたしま 

す。 

 

     （ア）日時：１回目 平成 28年 12月 13日（火） 14時～15時 

２回目 平成 28年 12月 15日（木） 10時～11時 

     （イ）会場：磯子区役所 ７階 701・702会議室 

     （ウ）出席者：配食サービスや食事会をしている各自治会・町内会より調理担当者 

または衛生の担当者１名～２名（事前申込みの必要はありません） 

     （エ）問合せ先：生活衛生課食品衛生係 電話：７５０－２４５１ 

 

 

ケ 横浜型児童家庭支援センターの設置について 

      磯子区に児童福祉施設である横浜型児童家庭支援センターが設置されましたので、 

御報告いたします。 

 

 

（４）区社会福祉協議会 

ア 平成 28 年度磯子区社会福祉大会のチラシの掲示について（掲示依頼） 
      11月 19日に行われる磯子区社会福祉大会について、チラシを掲出し周知をお願い 

いたします。 
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（５）その他 

   ア 資料配布 

（ア）汐見台自治会連合会だより 第 334号 

（イ）スイッチＯＮ磯子まめ通信 105号           各自治会町内会に配布 

（ウ）「つながる ひろがる」第２号         各自治会町内会に５部配布 

（エ）第 33回商店街朝市（11月３日）           各自治会町内会に配布 

     （オ）得トク生活フェスタ（11月３日）          各自治会町内会に配布 

 
 
閉 会 

次回開催日：平成 28 年 11 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       岡村中部自治会   

上中里団地地区自治会  汐見台第一団地自治会 

 

根岸地区連合町内会   洋光台連合自治町内会 

 

区連会ホームページ更新情報 （9 月 16 日～10 月 16 日） 


