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磯子区連合町内会長会６月定例会 

日時 平成 29年６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 29年５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 13件で被害金額は約 1,370万円となっており、件

数については前年に比べ増減はなく、被害金額はマイナス約 1,330万円となっています。 

 

 

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 18件で、前年に比べ７件増加となっています。市内では、360件の 

火災が発生しており、前年同期で 33件の増加となっています。 

救急出場件数は、区内 3,698件で、前年に比べ 193件増加しております。市内全体では、 

79,476件で、前年に比べ 3,588件の増加となっています。 

 

 

（２）磯子消防団「消防操法技術訓練会」の開催について 
磯子消防団の消防双方の技術訓練会を開催します。磯子区民の安全・安心を日夜守って 

いる消防団員の活躍を是非ご覧ください。 

  

   ア 日時：平成 29年７月９日（日） ９：00～11：30 小雨決行 

        （予備日 平成 29年７月 16日（日）同時刻） 

   イ 開催場所：磯子区新中原町１番地 「株式会社ＩＨＩ敷地内」 

   ウ 参加部隊：磯子消防団第一分団から第七分団（７隊） 

   エ 問合せ先：磯子消防署庶務課 電話：７５３－０１１９ 
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市連の報告 
１ 「横浜市いじめ防止基本方針」改定原案に関する市民意見募集について 

「横浜市いじめ防止基本方針」は、横浜市全体で子供の健全育成を図り、いじめのない社 

会の実現を目指すものです。このたび、「横浜市いじめ防止基本方針」を改定するにあた 

り、市民の皆様のご意見を募集します。 

 

（１）意見募集期間：平成 29年６月 12日(月)～７月 28日(金) 

（２）意見提出方法：電子メール、郵送、FAX 

（３）資料の閲覧場所：横浜市ホームページ、各区役所広報相談係、市民情報センター、 

教育委員会事務局人権教育・児童生徒課 

（４）問合せ先：教育委員会事務局 人権教育・児童生徒課 

電話：６７１－３２５０ FAX：６７１－１２１５ 

       電子メール：ky-kaitei-iken@city.yokohama.jp 

 

 

２ 水銀体温計などの水銀製品の回収について（ポスター掲示依頼） 

ご家庭にある不要な水銀体温計・水銀温度計・水銀血圧計について、区役所、収集事務所 

及び、回収に協力をしていただける薬局またはドラッグストアに、専用の回収ボックスを設 

置し、期間限定で回収します。広報周知のため、ポスターの掲示版への掲出をお願いいたし 

ます。 

 

（１）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 

（２）回収期間：平成 29年７月３日（月）～12月 28日（木） 

（３）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 

        詳しくは資源循環局ホームページにも掲載します 

（４）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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３ 横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30年度） 

３か年（平成 26-28年度）の実績概要リーフレットの回覧について（依頼） 

「横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30年度）」の３か年（平成 26-28年度）の 

主な事業実績をまとめたリーフレットを作成いたしましたので、各自治会町内会の皆様へ 

回覧などいただきますようお願い申し上げます。 

 

（１）横浜みどりアップ計画３か年の実績概要（リーフレット）：各自治会町内会で班回覧 

（２）平成 26-28 年度区別実績：区連会のみ配布 

  （３）横浜みどりアップ計画市民推進会議平成 28年度報告書概要版： 

各自治会町内会に１部配布 

  （４）問合せ先：環境創造局みどりアップ推進課 担当：横野・小堀 

電話：６７１－２７１２ FAX：２２４－６６２７ 

       電子メール：ks-midoriup-koho@city.yokohama.jp 

 

 

 

区政等の報告 
１ 区政の動きと日程 
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区連の議題 

１ 議題・依頼事項 

（１）磯子区緊急時情報伝達システムへの登録案内について（依頼） 

希望される自治会町内会長の皆さまの連絡先を登録させていただき、大雨による土砂災害 

発生の危険性が高まっている場合や河川の増水により避難の必要性が考えられる場合など 

に、電話回線を活用し、一斉にコンピュータ音声でお知らせします。３年間の試行事業であ 

り、当面の取扱いは以下のとおりとさせていただきます。 

 

   ア 対象者：地区連合町内会長及び自治会町内会の役職にある方 

   イ 申請方法：ご希望の方は、別紙「磯子区緊急時情報伝達システム登録申請書」に必要 

事項を記入し、ご提出ください 

   ウ 申請期限：平成 29年７月 14日（金） 

   エ 登録期間：平成 29年７月 25日～平成 30年６月 30日 

          ※登録期間が過ぎた場合は、自動的に削除させていただきます 

          ※７月 24日（月）にテスト配信を行う予定です 

   オ 発信情報：土砂災害警戒情報、記録的短時間大雨情報、大雨特別警報、 

河川はん濫危険情報、その他区で周知の必要があると判断した情報 

カ 問合せ・提出先：総務課危機管理・地域防災担当 電話：７５０－２３１２ 

 

 

（２）「いそご打ち水応援プロジェクト」について 

地球温暖化対策への意識を啓発する取組として、地域での行事で活用していただけるよ 

う、「打ち水セット」を貸出しいたします。また、区職員による「いそご打ち水応援隊」 

が皆様の打ち水を支援します。ご希望の団体様はぜひお声掛けください。 

 

   ア 貸出物：水桶（20個）、ひしゃく（60個）、地表温度計（２個） 

   イ 貸出期間：１日～１週間（７月～８月） 

   ウ 申込方法：FAXまたは Eメールにて、団体名、連絡先、貸出希望日、希望個数を明記 

のうえ、下記申込み先までご連絡ください。 

※７月３日から受付開始（先着順） 

※貸出個数に限りがあります 

   エ 問合せ・申込先：区政推進課企画調整係  担当：山田・林田 

          電話：７５０－２３３１ FAX：７５０－２５３３ 

          電子メール：is-kikaku@city.yokohama.jp 
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（３）自治会町内会 会計講習会及び広報講習会のご案内について 

会計システムの操作方法などをご案内する会計講習会、広報の作成方法などをご案内す 

る広報講習会を行います。自治会町内会で会計、広報を担当されている方は、是非ご参加 

をお願いいたします。 

 

   ア 講習内容：  

   （ア）会計講習会：自治会町内会の会計に関すること、会計システムの操作方法など            

   （イ）広報講習会：広報の必要性や作成のポイント、広報の作成、作成物の発表など            

   イ 実施時間：14時～15時 30分 

   ウ 実施会場：区役所３階 303会議室 

   エ 実施日：８月～11月（詳細は資料をご覧ください） 

   オ 申込方法：申込書を FAX、郵送または直接窓口へご持参ください。 

カ 申込締切：受講希望日の 1週間前 

   キ 問合せ・申込先：地域振興課地域振興係  担当：齋藤・志村 

          電話：７５０－２３９１ FAX：７５０－２５３４ 
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２ 事務連絡 

（１）平成 29年度磯子区環境行動の実践について 

平成 29年５月 30日に磯子区環境行動推進本部総会が開催され、平成 29年度における 

環境行動の目標と取組を定めましたので、ご協力をお願いします。 

 

ア 温暖化対策関連 

（ア）目標 

「通年の節電・省エネ」に取り組むものとし、区民生活や事業活動において無理の 

ない範囲での電気使用の抑制等が進むよう、区民・事業者が一体となって、節電・省 

エネ行動を広める。 

   （イ）目標達成に向けた取組 

「みんなで取り組もう いそごエコアクション」をスローガンとし、区民の誰もが 

取り組める身近な節電・省エネ行動「いそごエコアクション」を推進する。 

イ ３Ｒ夢関連 

   （ア）目標 

      家庭系総量の原単位を前年度に対して 7グラム削減 

 ごみと資源の総量（家庭系） 

 原単位 

28年度実績（Ａ）(推計値) 38,688t 636g 

29年度目標（Ｂ） 37,684t 629g 

削減目標（Ｂ）－（Ａ） ▲1,004t ▲7g 

（イ）目標達成に向けた取組 

     ・食品ロス削減に向けた取組の推進 

     ・燃やすごみの中に含まれている資源物の削減に向けた取組 

ウ 問合せ先：温暖化対策関連：区政推進課企画調整係 山田・林田 ７５０－２３３１ 

３Ｒ夢関連：地域振興課資源化推進担当 杉山・宮川 ７５０－２３９７ 

 

 

（２）「個人情報保護法改正に伴う自治会町内会向け個人情報取扱い説明会」 

の結果報告ついて 

平成 29年６月８日（木）磯子公会堂にて開催しました「個人情報保護法改正に伴う 

自治会町内会向け個人情報取扱い説明会」において、当日出された主な質疑をまとめまし 

たので、報告させていただきます。 
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３ 区社会福祉協議会 

（１）第 67回「社会を明るくする運動」について（周知依頼） 

    毎年７月に法務省主唱の「社会を明るくする運動」が全国的に展開されます。 

磯子区におきましても、例年通り２回にわたり広報活動を実施いたしますので、ご理解・ 

ご協力くださいますようお願いいたします。 

  

      ア 日時・場所：①平成 29年７月８日（土）13:00～ ＪＲ新杉田駅周辺 

           ②平成 29年７月 22日（土）10:00～ ＪＲ根岸駅周辺 

   イ 活動内容：社会を明るくする運動啓発品（リーフレット、うちわ、ティッシュなど） 

の配布 

ウ 問合せ先：磯子区社会福祉協議会 担当：矢濱・小崎 

       電話：７５１－０７３９ FAX：７５１－８６０８ 

 

 

（２）平成 29年度 横浜市磯子区社会福祉協議会会費納入について（依頼） 

平成 29年度につきましても、会費納入についてご協力くださいますようお願いいたし 

ます。 

 

   ア 会 費：一世帯につき 100円 

   イ 納入期限：平成 29年８月末日 

ウ 問合せ先：磯子区社会福祉協議会 担当：岩間 

       電話：７５１－０７３９ FAX：７５１－８６０８ 

 

 

５ その他 

（１）資料配布 

ア 汐見台自治会連合会だより 第 343号 

イ スイッチＯＮ磯子まめ通信第 111号           各自治会町内会に配布 

ウ 第 23回横浜市衛生研究所施設公開            各自治会町内会に配布 

エ 陸海空自衛官募集                 各自治会町内会に掲示板数 

  オ 災害時給水マップ（磯子区）※５月区連会議題      各自治会町内会に配布 

カ 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 

   キ 平成 29年度 夏の交通事故防止運動 横浜市実施要綱   各自治会町内会に配布 
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閉 会 

次回開催日：平成 29 年７月 18 日（火） 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！ ） 

IHI汐見台３丁目自治会  磯子山手町内会  岡村中部自治会 

 
 

区連会ホームページ更新情報 （５月 18 日～６月 15 日） 


