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磯子区連合町内会長会 10月定例会 

日時 平成 29年 10月 17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 24件で被害金額は約 2,400万円となっており、件

数については前年に比べ４件の増加、被害金額はマイナス約 1,100万円となっています。 

 
 

（２）平成 29年９月末の人身交通事故発生状況について 

    磯子区内の９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９月までの人身事故発生件数は前年に比べ 15件の増、死者数は２人 

の減、負傷者は 12人の増となっております。 

 

 

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 28件で、前年に比べ７件増加となっています。市内では、614件の 

火災が発生しており、前年同期で 86件の増加となっています。 

救急出場件数は、区内 6,603件で、前年に比べ 278件増加しております。市内全体では、 

144,415件で、前年に比べ 6,393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（木）から 11月 15（水）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。 

今年度の全国統一標語は、「火の用心 ことばを形に 習慣に」です。ご協力お願いい 

たします 

 
 

 

 

 

 



 2 

 

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。 

なお、チラシは 11月下旬頃に各自治会町内会に直接配送する予定です。 

 

  【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(日)から１月３日(水)まで、収集をお休みさせていただきます。 

（２）「燃やすごみ」については、上記の期間を除いて、各地域の通常の収集日どおり 

  収集いたします。 

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

    通常の曜日どおり収集します。 

 

 

２ 平成 29年度第２四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 4月から 9月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。 

 横浜市全体の実績は、着実に減少しておりますが、磯子区においては、昨年度同時期比で 

僅かながら増加しました。第 3四半期は例年、増量期となります。年末の大掃除などでのご 

みの分別・リユースの取組推進や、料理の食べきりなど食品ロス削減にご協力お願いいたし 

ます 
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３ よこはま保健医療プラン 2018（素案）に関するパブリックコメントの 

実施について（市民意見募集） 

医療局では、平成 30年度からの６年間を計画期間とする、次期プラン「よこはま保健医 

療プラン 2018」の策定を進めています。 

 今後、広く市民の方の意見を募るため、パブリックコメントを実施しますので、お知らせ 

いたします。 

 

（１）意見募集期間：平成 29年 10月 26日（木）～11月 27日（月） 

（２）実施概要：パブリックコメント用資料は、10月 26日（木）から、医療局ホームペー 

ジでダウンロードできるほか、市役所市民情報センター及び医療局医療政 

策課、並びに各区役所区政推進課広報相談係及び福祉保健課でご覧いただ 

けます。 

<ホームページ> http://www.city.yokohama.lg.jp/iryo/i-keikaku/ 

（３）提出方法：郵送・メール・ＦＡＸ・ホームページでの入力フォームのいずれかで、 

       ・郵送：〒231-0017 横浜市中区港町１－１ 

           横浜市医療局医療政策課あて 

    ※パブリックコメント用資料の「郵送はがき」部分を切り取って 

ご利用ください。 

・メール：ir-policy@city.yokohama.jp 

       ・ＦＡＸ：６６４－３８５１ 

       ・入力フォーム：上記ホームページから専用フォームに入力 

  （４）問合せ先：医療局医療政策課 電話：６７１－２９９３                  
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４ 「横浜市公共建築物の再編整備の方針（素案）」の 

 市民意見募集について 

学校等の建替えの機会を捉えた公共建築物の多目的化・複合化等の再編整備を進めるため、 

基本的な考え方や取組の方向性をとりまとめた「横浜市公共建築物の再編整備の方針」の策 

定を進めています。 

策定にあたって幅広く市民の皆様のご意見を伺うため、方針（素案）について市民意見募 

集を実施しますのでお知らせいたします。 

 

（１）閲覧場所：市ＷＥＢサイト 

        （http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/org/kokyo/ 

hozenrikatuyo/saihenseibi.html） 

市民情報センター、各区広報相談係窓口、 

財政局公共施設・事業調整課窓口 

（２）閲覧期間：平成 29年 10月２日(月)～11月 27日（月） 

（３）意見募集期間：平成 29年 10月 24日(火)～11月 27日（月） 

（４）提出方法：郵送・メール・ＦＡＸのいずれかで、 

       ・郵送：〒231-0017 横浜市中区港町１－１ 

           横浜市財政局 公共施設・事業調整課 保全・利活用計画担当あて 

・メール：za-hozen@city.yokohama.jp 

       ・ＦＡＸ：６５１－７５９９ 

（５）問合せ先：財政局公共施設・事業調整課 担当：梅澤・須那 

 電話：６７１－３８４５ 
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５ 第７期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の素案 

について（情報提供・市民意見募集） 

横浜市では、「第７期 横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」の策定を進めて 

います。第７期計画の策定にあたり、市民の方から広く御意見・要望等を伺うため、素案を 

もとに市民意見募集を実施するとともに、素案の区民説明会を開催しますのでお知らせしま 

す。 

なお、計画素案は 10月下旬完成予定のため、11月の区連会で配布・説明します。  

 

（１）意見募集期間：平成 29年 10月 31日（火）～12月 28日（木） 

（２）資料配布場所：市役所市民情報センター、区役所広報相談係、地域ケアプラザ など 

また、横浜市健康福祉局ホームページでも公開 

（３）意見提出方法：計画素案冊子に印刷したハガキの郵送、FAX又は Eメール 

（４）区民説明会の開催：平成 29年 11月 17日（金） 14：00～15：00 

            磯子区役所 701・702会議室 申込不要、先着 100名 

  （５）問合せ先：健康福祉局高齢健康福祉課 

          電話：６７１－３４１２ FAX：６８１－７７８９ 

 

 

６ 協働事業の提案支援モデル事業の実施について 

横浜市市民協働条例第 10条には、市民の皆様から横浜市に対し、市民協働事業を提案で 

きることが規定されています。 

このたび、「市民協働事業の提案」が市民の皆様に一層活用しやすいものとなるよう、「協 

働事業の提案支援モデル事業」を実施いたします。 

 

【概要】 

（１）協働事業の提案支援モデル事業について 

   事業期間を３年度として、次の３段階のステップを実施いたします。 

   ・ステップ１ 提案アイディアの募集（平成 29年度） 

   ・ステップ２ プランづくりへの支援（助成）（平成 30年度） 

 ・ステップ３ 事業実施への支援（助成）（平成 31年度） 

（２）提案アイディアの募集について 

   11月６日から 12月 28日まで地域課題の解決を図るための横浜市との事業の提案 

アイディア（助成金交付団体）を市民の皆様（自治会町内会、市民活動団体、企業等） 

から募集します。 

   ※詳細につきましては、添付チラシをご参照ください。 

  （３）問合せ先：市民局市民活動支援課 

          電話：２２７－７９１５ FAX：２２３－２０３２ 
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７ 平成 29年度自治会町内会長永年在職者表彰について 

（情報提供） 

   平成 29年度横浜市自治会町内会長永年在職者表彰式について、日程等が決まりましたの 

で、ご案内いたします。 

また、表彰予定者の確認について御協力をお願いいたします。 

 

（１）平成 29年度横浜市自治会町内会長永年在職者表彰式の日程等 

ア 表彰式（市長表彰）の日程等 

     （ア）日程：平成 30年２月８日、９日 14：30～16：15（磯子区は２月８日） 

     （イ）場所：市長公舎（西区老松町２） 

     イ 感謝会（区長表彰）の日程等 

（ア）日程：平成 30年２月 27日（火）13：00  

（イ）場所：磯子区役所７階会議室 

 

 （２）永年在職表彰予定者の確認について 

    永年在職者表彰予定者について、確認のご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

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）平成 30年磯子区新年賀詞交換会の受付の応援について 

平成 30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（金） 区連会 11月定例会にご持参ください（ＦＡＸ可） 

ウ 提出・問合せ先：総務課庶務係  担当：大島・徳道・宮田 

     電話：７５０－２３１２ FAX：７５０－２５３０ 

 

【賀詞交換会概要】 

   ア 日時：平成 30年１月５日（金） 12：00～13：30 

   イ 会場：ロイヤルホールヨコハマ 

   ウ 主催：磯子区新年賀詞交換会実行委員会 

   エ 会費：4,000円 

   オ 申込期間：平成 29年 11月 17日（金）～12月 15日（金） 

          窓口（現金払い）もしくは郵便振込のどちらかで申込 

 

 

（２）磯子区自治会町内会広報掲示板設置等補助金の申請手続きについて 

自治会町内会が維持管理を行っている掲示板について、新設、修繕に要する費用の一部 

を補助する制度を制定しましたので、申請手続きについてご案内させていただきます。 

 

   ア 申請対象者：自治会町内会、地区連合町内会 

   イ 補助対象経費：掲示板の新設（建替えを含む）、修繕 

            ※建替えの場合、掲示板の撤去に係る費用は補助対象になりません 

   ウ 補助率・補助限度額： 

   （ア）新設 補助率：費用の３分の２ 補助限度額：10万円  

   （イ）修繕 補助率：費用の３分の２ 補助限度額：４万円  

   エ 申請回数：期間内に１回 

   オ 申請期間：平成 29年 12月１日（金）～平成 30年１月 31日（水） 

カ 提出・問合せ先：地域振興課  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年度コスモスミーティングの実施報告について 

今年度は、テーマを自由に設定し、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。また、今年度初めて実施しました参加者アンケー 

トの結果も併せ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及び 

地区別のアンケート結果を、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。 

 

 

（２）「磯子の ABC」の配布について 

地域活動に携わる方々の一助となるよう、国勢調査などの統計資料を中心に、磯子区の 

状況を９地区別にまとめたデータ集「磯子の ABC」を作成しました。各自治会町内会に１ 

部配布しますので、是非ご活用ください。 

なお、「磯子の ABC」は５年に１度、国勢調査の結果公表に合わせて作成しています。 

 

 

（３）磯子区青少年健全育成指針の策定・公表について 

区内の青少年の健全育成を学校・家庭・地域が一体となって推進することにより、人と 

の温かいつながりを育み、明るい未来を実現することを目的に、磯子区青少年育成協議会 

が指針を策定しました。 

つきましては、各自治会町内会に冊子及び子ども向けリーフレットを１部ずつ配布いた 

しますので、是非ご覧ください。 

 

 

３ チラシ等の回覧・掲示依頼について 

（１）第５回磯子音楽祭のチラシの掲示について 

  （掲示依頼） 
磯子区民文化センター杉田劇場の主催事業「第５回磯子音楽祭」を開催いたします。 

各自治会町内会の掲示板へ、チラシの掲示をお願いいたします。 

 

ア 日時：平成 29年 12月９日（土） 14:00～16:00 

イ 会場：磯子公会堂  

ウ 公演内容：毎年恒例の磯子音楽祭、今年のテーマは「磯子」。区制 90周年を記念 

して、ベートヴェンの第九「歓喜の歌」を演奏いたします。 

さらに、磯子への様々な想いの作文朗読など、磯子愛に溢れた音楽祭 

です。 

エ お問合せ：磯子区民文化センター 杉田劇場 電話：７７１－１２１２ 

（磯子区杉田１－１－１ らびすた新杉田４階） 

 



 9 

 

（２）横浜市津波警報伝達システム等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 29年 11月 14日（火）11:00頃 

        【試験放送・横浜市のみ】平成 29年 11月 14日（火）11：10頃 

イ 放送場所：磯子区総合庁舎 他 12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、Yahoo！防災速報、 

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 

 

 

（３）平成 29年度磯子区読書活動推進講演会の開催について（掲示依頼） 

区民が読書を親しむきっかけづくりのイベントとして、読書活動推進講演会を開催しま 

す。 

    今年度は、半世紀にわたって、横浜の港・街・人を撮り続ける写真家森日出夫氏を講師 

に招き写真に対する思いや、これまでの経験等を交えながら写真を通した横浜の歴史や魅 

力を語ります。 

    この講演会の周知のため、自治会町内会の掲示板への掲示について、ご協力お願いいた 

します。 

 

ア 日時：平成 29年 11月 11日（土） 13：30～15：00（開場 13:00） 

イ 場所：磯子公会堂 

ウ 申込：当日先着 500人 

エ 問合せ先：地域振興課活動支援係 担当：杉山・中村 

 電話：７５０－２３９５ FAX：７５０－２５３４ 
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（４）「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） 

    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・長尾  電話：７５０－２３９３ 

 

 

（５）磯子区社会福祉大会 及び 第３期磯子区地域福祉保健計画 

「スイッチＯＮ磯子」講演会について（回覧依頼） 

磯子区社会福祉大会及び第３期磯子区地域福祉保健計画「スイッチＯＮ磯子」講演会を 

合同で開催しますので、チラシの班回覧をお願いいたします。 

 

ア 日時：平成 29年 11月 29日（水） 14:00～16:15（13:30開場） 

イ 場所：磯子公会堂 

ウ プログラム等： 

第１部：磯子区社会福祉大会（14:00～15:00） 

       磯子区内において社会福祉の増進に特に功績のあった個人または団体の 

表彰 

第２部：「スイッチＯＮ磯子」講演会（15:00～16:15） 

ガッテン流！健康づくりの極意 

～聞かなきゃ損!?みんなで健康になる方法～ 

講師：北折 一 氏（元ＮＨＫ「ためしてガッテン」専任ディレクター） 

エ その他：定員 500名（先着順）、事前申込不要、手話通訳あり 

オ 問合せ先：・社会福祉大会について 

区社会福祉協議会  

電話：７５０－２３９６ ＦＡＸ：７５１－８６０８ 

・「スイッチＯＮ磯子」講演会について 

福祉保健課事業企画担当 

電話：７５０－２３９６ ＦＡＸ：７５１－８６０８ 
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（６）いそご地域活動ホームいぶき後援会主催「チャリティーコンサート」の 

開催について（掲示依頼） 

磯子区が後援する、いそご地域活動ホームいぶき後援会主催のチャリティーコンサート 

周知のため、各自治会町内会の掲示板へのチラシの掲出をお願いいたします。 

 

【チャリティーコンサート概要】 

ア 開催日時：平成 29年 12月 16日（土） 13:30開演（13:00開場） 

イ 開催場所：磯子公会堂 

ウ 料金など：一般 2,500円 後援会会員 2,000円など 全席自由 

エ チケット予約・問合せ先：いそご地域活動ホームいぶき 電話：７７８－１２２８ 

 

 

４ その他 

（１）資料配布 

ア 汐見台自治会連合会だより 第 347号 

イ スイッチＯＮ磯子まめ通信第 114号            各自治会町内会に配布 

ウ 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 

エ ラグビー日本代表戦開催チラシ（11月４日）        各自治会町内会に配布 

オ 磯子区人権啓発講演会（12月６日）            各自治会町内会に配布 

カ 第６回 ISOGOダンスまつり・参加者募集          各自治会町内会に配布 

キ 第 39回商店街朝市（11月３日）             各自治会町内会に配布 

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

ケ ３Ｒマーケット＆リユース家具市（11月３日）       各自治会町内会に配布 

 
 
閉 会 

次回開催日：平成 29 年 11 月 17 日（金） 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！ ） 

洋光台連合自治会  洋光台中央団地自治会  磯子山手町内会 
 
岡村中部自治会  汐見台第一団地自治会 

区連会ホームページ更新情報 （９月 19 日～10 月 16 日） 


