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磯子区連合町内会長会７月定例会 

日時 平成 29年７月 18日（火）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６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 15件で被害金額は約 1,440万円となっており、件

数については前年に比べ 1件の増加、被害金額はマイナス約 1,360万円となっています。 

 
 

（２）平成 29年６月末の人身交通事故発生状況について 

    磯子区内の６月中の人身事故発生件数、負傷者数は、ともに前年と比べ増加しておりま 

す。 

 平成29年１月から６月までの人身事故発生件数は前年に比べ16件の減、死者数は同数、 

負傷者は 28人の減となっております。 

 

 

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 24件で、前年に比べ 13件増加となっています。市内では、428件の 

火災が発生しており、前年同期で 42件の増加となっています。 

救急出場件数は、区内 4,374件で、前年に比べ 224件増加しております。市内全体では、 

94,334件で、前年に比べ 4,107件の増加となっています。 
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市連の報告 
１ 横浜市青少年指導員新シンボルマーク募集案内について 

横浜市青少年指導員連絡協議会においては、神奈川県青少年指導員制度設立 50周年を契 

機として、より多くの市民の皆様に青少年指導員を知っていただくため、現行にかわるシン 

ボルマークを募集しますので、お知らせします。 

 

  （１）募集スケジュール： 

・募集期間：平成 29年７月～10月 31日 

・シンボルマーク最終決定：平成 30年２月上旬 

（２）問合せ先：地域振興課地域活動係 担当：杉山・中村 電話：７５０－２３９６ 

 

 

２ 平成 29年度第１四半期燃やすごみ量実績（速報値）について（情報提供） 

平成 29年度の第１四半期までの「燃やすごみ量」の実績（速報値）を報告させていただ 

きます。 

平成 21年度の同時期に比べ 5.8％減少しました。昨年度同時期に比べると 0.7％減少して 

います。今後も、目標達成に向けて、皆さまとともに取り組んでいきたいと思いますので、 

ご協力のほどよろしくお願いいたします。 
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３ 深谷通信所跡地利用基本計画（案）の市民意見募集について 

（市民意見募集） 

平成 26年に米軍から返還された旧深谷通信所（泉区）の整備の具体化に向け、跡地利用 

の基本方針として「深谷通信所跡地利用基本計画（案）」をまとめましたので、市民の皆様 

からのご意見を募集します。 

 

（１）募集期間：平成 29年８月１日（火）～９月８日（金） 

（２）概要版配布場所：市民情報センター、各区役所広報相談係、泉区及び戸塚区内の 

PRボックス（地区センター、コミュニティハウス、主要駅等）、 

基地対策課ホームページ 

（３）説明会：跡地利用基本計画（案）を市民の皆様により良く知っていただくために 

説明会を開催します。 

ア 日時：平成 29年８月３日（木） 19時～20時 30分 

場所：泉区役所４階会議室 

イ 日時：平成 29年８月５日（土） 10時～11時 30分 

場所：踊場地区センター２階会議室 

           ※事前予約等は必要ありません。どなたでも参加可能です。 

（４）提出方法：跡地利用基本計画（案）概要版のハガキ、ファックス、電子メール、 

基地対策課ホームページ 

（５）問合せ先：政策局基地対策課 電話６７１－２４７２ 
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４ 自治会町内会のための講習会の開催について（周知依頼） 

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・事例発表会を市内３か所で開催するほか、会報紙作成講習会・展示会を開催します。 

   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 29年９月 16日（土） 10時～12時（９時 30分開場） 

          神奈川区役所 ５階大会議室 

      第２回 平成 29年９月 30日（土） 10時～12時（９時 30分開場） 

          港南区役所 ６階 603会議室 

第３回 平成 29年 12月２日（土） 10時～12時（９時 30分開場） 

          瀬谷区役所 ５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 11月 18日（土） 14時 30分～16時（14時開場） 

            横浜市技能文化会館 ２階 ホール２ 

    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）募集内容： 

ア 参加対象者：どなたでも参加できます。 

    イ 会報紙の出展：会報紙展示会で展示する会報紙を募集します。 

お寄せいただいた会報紙は、会報紙作成講習会で教材として使用 

させていただきます。 

  （４）申込方法・申込期限：平成 29年８月 30日（水）までに、別紙申込書を地域振興課 

へ持参またはＦＡＸ（７５０－２５３４）で申し込み。 

（５）問合せ先：市民局地域活動推進課 電話６７１－２３１８ 
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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・依頼事項 

（１）磯子区制 90周年記念式典の案内状の送付について 

磯子区制 90周年記念式典を次のとおり開催いたします。 

８月中旬に自治会町内会長あて式典の案内状をお送りいたします。案内状に出欠はがき 

を同封いたしますので、期日までにご返信くだいますようお願いいたします。なお、 

各自治会町内会から２名までご参加いただけますので、ご検討くださいますようお願いい 

たします。 

 

【磯子区制 90周年記念式典】 

ア 日時：平成 29年 10月１日（日） ９時～９時 45分 

イ 会場：磯子公会堂 

ウ 主催：磯子区制 90周年記念事業実行委員会 

エ 問合せ先：総務課庶務係  電話：７５０－２３１１ 
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（２）平成 29年就業構造基本調査の実施に伴う協力について 

総務省所管による就業構造基本調査が、統計法に基づいた基幹統計調査として、10月 

１日に実施されます。 

磯子区の調査対象地域は西町の一部など別紙のとおりとなっておりますので、調査実施 

の際には、特段のご配慮を賜りますようご協力をお願いいたします。 

 

ア 調査の対象：磯子区内では、無作為に抽出された 20の調査区の約 300世帯が指定 

され、調査地域内の 15歳以上の方が対象です。 

イ 調査方法・時期： 

・８月下旬～ 調査員が対象調査区内の全世帯を訪問し、調査の趣旨を説明し、 

協力を依頼します。 

     ・９月下旬～ 調査票の記入を依頼する世帯を抽出し、調査票の配布・回収を 

            行います。 

ウ 依頼事項：調査対象地域が属する自治会・町内会長様につきましても、別途ご案内 

       させていただきますとともに、調査世帯などから質問などがあった場合 

       は、区総務課統計選挙係へ問い合わせるようご指導をお願いいたします。 

エ 問合せ先：区総務課統計選挙係 担当：根本・中・岸  電話：７５０－２３１６ 

 

 

（３）「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 

平成 29年度上半期（４月号～９月号）分の広報紙配布に係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。 

なお、配布報告書等のご提出いただく書類については、８月末頃に別途、各自治会町内 

会長宛に送付します。 

 

ア 提出書類：・広報よこはま磯子区版等 配布報告書 

・口座振替依頼書（他の支払い等で提出されている場合は不要です） 

イ 提出期限：平成 29年９月 22日（金） 

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：７５０－２３３５ 
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（４）平成 29年度「地域支えあい事業」訪問員証の交付等について 

「磯子区地域支えあい事業」について、年度切り替えになどに伴い各自治会町内会の訪 

問員が変更（新規・退任）となっている方について、訪問員証の交付申請と返却の手続き 

をお願いたします。 

 

   ア 交付申請方法：自治会町内会単位で、スイッチＯＮ磯子の地区別計画推進組織に提出 

し、その後区に提出 

イ 返却手続き方法：訪問員証を自治会町内会単位でまとめて、地区別計画推進組織に 

返納し、その後区へ返納 

   イ 提出期限：９月８日（金）（提出期限後も必要に応じて随時受付） 

   ウ 問合せ・提出先：福祉保健課事業企画担当  担当：美田・鹿志村 

          電話：７５０－２４４２ FAX：７５０－２５４７ 

 

 

２ 事務連絡 

（１）年金相談の予約の周知及び「ねんきんネット」の利用案内について 

全国の年金事務所では、スムーズなご案内及びご相談を行うために、年金相談の予約を 

実施しております。予約は相談希望日の１か月前から受け付けておりますので、ぜひご利 

用ください。 

また、「ねんきんネット」は、年金事務所にお越しいただかなくても、年金の支払いに 

関する通知書や、年金の加入記録や年金見込額などの情報を確認できるサービスですので、 

ご利用をお願いいたします。 

 

 

（２）新杉田交流スペースの概要について 

３月末で閉所した新杉田行政サービスコーナーの跡地について、地域交流等で活用いた 

だけるよう「新杉田交流スペース」として再整備しました。 

なお、杉田地区連合町内会など地域の方々等にご出席いただき、開所式を７月 20日（木） 

に行いますので、情報提供させていただきます。 
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（３）地域防犯活動物品の提供について（おしらせ） 

今年度も引き続き、地域防犯活動物品を提供させていただきますので、ご希望される 

場合はお申し出ください。 

 

ア 提供物品： 

・のぼり旗（４種類） ・のぼり旗用ポール 

・ピントエース(のぼり旗の巻き上がり防止器具) ・腕章 ・合図灯 

・ホイッスル ・帽子 ・ベスト ・ステッカー  

※各物品ごとに提供数に上限を設けています。上限数を超える場合は、お応えでき 

ない場合がありますので、事前にご相談をお願いします。 

※【青色回転灯】をご希望の場合は、担当までご連絡ください。 

イ 受け取り方法：地域振興課（６階４番窓口）でお渡しします。 

   ウ 問合せ先：地域振興課施設利用推進担当 加藤・長尾 電話：７５０－２３９３ 

 

 

３ チラシ等の回覧・掲示依頼について 

（１）一般公開講座講演会「十年介護」のお知らせについて（回覧依頼） 

    社会福祉法人横浜市福祉サービス協会主催で横浜市健康福祉局が共催する講演会「十年 

介護」のご案内です。元・日本テレビアナウンサーの町亞聖さんが、車いすの母を介護 

した 10年の奇跡の時間を語ります。 

この講演会のチラシについて、各自治会町内会での回覧をお願いいたします。 

 

ア 日時：平成 29年９月 14日（木） 14時～16時 

イ 会場：磯子公会堂 

ウ 参加費：無料 

エ 申込み方法：メール・ＦＡＸ・往復はがきのいずれかで、 

郵便番号・住所・名前・電話番号・参加人数を明記し応募 

       ・メール：kensyu@hama-wel.or.jp 

       ・ＦＡＸ：２２７－１７１１ 

       ・往復はがき：〒220-0021 横浜市西区桜木町６丁目３１番４階 

               社会福祉法人横浜市福祉サービス協会研修センターあて 

オ 締切：定員に達した時点 

カ 問合せ先：社会福祉法人横浜市福祉サービス協会 研修センター 

       電話：２２７－１７１０ 
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（２）「横浜にぎわい寄席９月興行 磯子区民優待デー」について 

（回覧依頼） 

    磯子区の区制 90周年を記念し、横浜にぎわい座で毎月１日から７日に実施する「横浜 

にぎわい寄席」の９月興行において、区民優待デーとして当日券を特別価格で販売します 

ので、各自治会町内会への周知（回覧）をお願いいたします。 

 

【優待の概要】 

ア 対象公演：横浜にぎわい寄席 ９月興行 

イ 日 時：平成 29年９月１日（金）～９月７日（木） 

（各日 14時～16時 30分（13時 30分開場）） 

ウ 優待内容：当日券を次の価格で販売 

  ・一般／シニア：2,800円／2,700円を 2,000円 

  ・学生（高校生以上）：1,500円を 1,000円 

  ・こども（中学生以下）：1,000円を 700円 

  ・障害者手帳をお持ちの方：1,500円を 1,000円 

エ 対象者：磯子区在住、在勤、在学の方 

      ※窓口で区内在住、在勤、在学であることを確認できる免許証・名刺・学生 

証などを掲示してください。 

オ 問合せ先：横浜にぎわい座 電話：２３１－２５１５ 

 

 

（３）日野こもれび納骨堂の使用者募集について（掲示依頼） 

    バリアフリー対応かつ天気を気にせずお参りできる「日野こもれび納骨堂」(港南区日 

野中央、日野公園墓地内。洋光台駅より徒歩約 13分)が、平成 30年度に開所します。 

これに先立ち、９月に使用者を募集しますので、地域の皆様にお知らせいたします。 

 

ア 募集時期：平成 29年９月１日（金）～９月 29日（金） 

各区役所、行政サービスコーナー等にて申込書類を配布予定 

イ 問合せ先：健康福祉局環境施設課  電話：６７１－２４５０ 

                   FAX：６６４－６７５３ 

 

 

 

 

 



 10 

 

（４）「せんきょにいこう！！ワンダー・ワンダー・コンサート２」の開催 

に伴うチラシについて（掲示依頼） 

磯子区明るい選挙推進協議会では、区民の積極的な投票参加を促すことを目的として、 

投票率の低い子育て世代とそのこどもを対象に次のとおりイベントを開催します。 

 つきましては、本イベントについて広く周知を図るため、９月 14日（木）までの間、 

チラシの掲示板への掲出をお願いいたします。 

  

   【イベント概要】 

   ア 日時：平成 29年 10月９日（月・祝） 11時 30分～12時 30分（11時開場） 

   イ 会場：区民文化センター杉田劇場 ５階ホール 

        （磯子区杉田１－１－１ らびすた新杉田） 

   ウ 費用：無料 

   エ 定員：300名（応募者多数の場合は抽選） 

   オ 申込期間・方法：平成 29年８月１日（火）～９月 14日（木） 

             往復はがきによる申し込み 

             （座席は杉田劇場で指定させていただきます） 

カ 問合せ先：区民文化センター杉田劇場 電話：７７１－１２１２ 

磯子区明るい選挙推進協議会事務局 

（総務課統計選挙係 根本・服部） 電話：７５０－２３１７ 
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（５）「いそご地域づくり塾」受講生募集チラシの回覧について 

    地域の課題解決のための手法を学ぶ場として、「いそご地域づくり塾」を開講します。 

内容は、地域の居場所づくりについて、専門家による講義のほか、先進事例の見学や、 

グループワークなど実践的なものとなっています。 

 この「いそご地域づくり塾」の受講生を募集しますので、チラシの回覧についてご協力 

をお願いいたします。 

 

【いそご地域づくり塾の概要】 

ア テーマ：居場所づくり 

イ 日程：10月 10日（火）～平成 30年１月９日（火） 全７回 

ウ 場所：磯子公会堂集会室ほか 

エ 講師：長田英史氏（NPO法人れんげ舎代表理事） 

オ 対象：磯子区内で新しく居場所づくりを始めたい方 25名 

カ 参加費：無料（現地見学の際の交通費、昼食代等実費負担あり） 

キ 申込み方法：電話、FAX、メール、郵送等で、いそご区民活動支援センターまで 

ク 締切：９月 11日（月）必着 

ケ 問合せ先：地域振興課活動支援係 担当：石橋・中村 電話：７５０－２３９６ 

       いそご区民活動支援センター  電話：７５４－２３９０ 

 

 

４ 区社会福祉協議会 

（１）「共同募金だより」の全戸配布について（依頼） 

本年度も「共同募金だより」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 配布時期：９月 

イ 配布手数料：１部につき２円 

ウ 振込予定：日赤会費協力謝金と併せて平成 30年１月頃振り込ませていただきます 

エ 問合せ先：磯子区社会福祉協議会 担当：西谷 

       電話：７５１－０７３９ FAX：７５１－８６０８ 
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（２）平成 29年度共同募金会磯子区支会地区感謝（協力）費の配布 

について（お知らせ） 

平成 29年度も 10月から 12月にかけて、自治会町内会の皆様のご協力をいただきなが 

ら共同募金運動を実施いたします。その活動経費として、地区感謝(協力)費を振り込み 

させていただきます。 

 

   ア 地区感謝費：一地区につき 20,000円 

   イ 納入日：平成 29年８月中（今年度社協にご提出いただいている口座へ振込みます） 

ウ 問合せ先：磯子区社会福祉協議会 担当：西谷 

       電話：７５１－０７３９ FAX：７５１－８６０８ 

 

 

（３）平成 29年度「磯子区災害ボランティアセンター設置・運営訓練」の 

実施について（掲示依頼） 

いざという時に備え、本年度も災害ボランティアセンターの設置・運営に関する訓練を 

開催いたします。多くの区民の皆さんにご参加・周知していただきたく、掲示についてご 

協力をお願いいたします（事前申込み不要）。 

 

   ア 開催日時：平成 29年９月 23日（土・祝） 13時～16時 

   イ 開催場所：磯子センター 体育館 

ウ 問合せ先：磯子区社会福祉協議会 担当：小池 

       電話：７５１－０７３９ FAX：７５１－８６０８ 

 

 

（４）平成 28年度事業報告並びに収入支出決算書・平成 29年度事業計画 

並びに収入支出予算書冊子の配付について 

磯子区社会福祉協議会、平成 28年度事業報告並びに収入支出決算書・平成 29年度事業 

計画並びに収入支出予算書冊子が完成しましたので、配付させていただきます。 

 

○問合せ先：磯子区社会福祉協議会 担当：井上 

      電話：７５１－０７３９ FAX：７５１－８６０８ 
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５ その他 

（１）資料配布 

ア 汐見台自治会連合会だより 第 344号 

イ 岡村地区連合町内会・岡村地区社会福祉協議会 広報紙「おかむら」第 30号 

ウ スイッチＯＮ磯子まめ通信第 112号            各自治会町内会に配布 

エ 磯子流！地球にやさしい暮らしかたのススメ(Vol.11)    各自治会町内会に配布 

オ 磯子区制 90周年記念 第 41回磯子まつり（掲示板には表面のみをお願いします） 

                       各自治会町内会に班回覧数・掲示板数 

カ 民児協いそご第 37号                各自治会町内会に班回覧数 

キ 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 

   ク 平成 29年度 秋の全国交通安全運動 横浜市実施要綱   各自治会町内会に配布 

 
 
 
閉 会 

次回開催日：平成 29 年９月 19 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  岡村中部自治会  洋光台連合自治会 

 

洋光台北団地一街区自治会  洋光台六街区自治会 
 

区連会ホームページ更新情報 （６月 16 日～７月 17 日） 


