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磯子区連合町内会長会 11 月定例会 

日時 令和元年 11 月 18 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）令和元年 10 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、前年に比べ増加しています。 

 特殊詐欺について、10 月末まで被害件数 72 件で、前年に比べ 29 件の増加となってい

ます。 

 
 

（２）令和２年磯子警察署武道始式の開催について 

令和２年の磯子警察署武道始式について、下記の予定で計画をしています。 

    正式に決定しましたら、後日ご案内いたします。 

   

   ア 日付：令和２年１月 24 日（金） 

   イ 場所：磯子警察署４階 道場 

 

 

２ 磯子消防署 

（１）火災・救急状況について 

区内の火災発生件数は 28 件で、前年に比べ８件の増加となっています。市内では、 

559 件発生しており、前年同期で 20 件の減少となっています。 

救急出場件数は、区内 7,963 件で、前年に比べ 67 件増加しております。市内全体で 

は、174,899 件で、前年に比べ 5,439 件の増加となっています。 

 

 

（２）消防出初式ポスターの掲示について（掲示依頼） 

令和２年 1月 11 日（土）、磯子区消防出初式を開催いたします。 

つきましては、各自治会町内会の掲示板にポスターの掲出をお願いいたします。 

  

ア 日時：令和２年１月 11（土） 10:00～11:30 

イ 場所：杉田臨海緑地（荒天時：磯子公会堂） 

ウ 内容：・第一部 式典 

・第二部 総合演技 

・第三部 消防ふれあい 
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市連の報告 
１ 第 27 期青少年指導員候補者の推薦について（依頼） 

現在、活動されている青少年指導員の任期が令和２年３月 31 日をもって満了となるた 

め、新たな第 27 期青少年指導員の推薦をお願いいたします。 

 

（１）任期：２年（令和２年４月１日から令和４年３月 31 日まで） 

（２）推薦人数：地区連合町内会ごとに定数を定めさせていただきましたので、ご協力を 

        お願いいたします 

（３）提出期限：令和２年１月 31 日（金） 

（４）提出先：地域振興課活動支援係 担当：杉山・中村 電話：７５０－２３９６ 

 

 

２ 民生委員・児童委員及び主任児童委員の一斉改選に伴う推薦結果 

について（情報提供） 

民生委員・児童委員及び主任児童委員の一斉改選にあたり、候補者推薦にご協力いただ 

き有難うございました。 

 ご推薦いただいた候補者につきまして、横浜市民生委員推薦会（10 月 31 日開催）及び 

横浜市社会福祉審議会民生委員審査専門分科会（11 月５日開催）における審査を経て、横 

浜市長より厚生労働大臣へ推薦し、12 月１日付で委嘱される予定です。 

 

   ○問合せ先：福祉保健課  担当：伊地知・濱中  電話：７５０－２４１１ 

 

 

３ 令和元年台風第 19 号に係る災害援護資金貸付制度及び 

台風第 15 号・19 号に係る災害弔慰金、災害障害見舞金、 

被災者生活再建支援制度について（情報提供） 

災害援護資金貸付制度（台風 19 号で被災された方）、災害弔慰金・災害障害見舞金支給 

制度（台風 15 号・19 号で被災された方）の概要についてお知らせいたします。 

また、先月ご説明した被災者生活再建支援制度について、台風 19 号も対象となりました 

ので改めてお知らせいたします。 

 

   ○問合せ先：健康福祉局福祉保健課 担当：飯野・遠藤・小林 

         電話：６７１－４０４４ 
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４ ＩＲに関する市民説明会について 

ＩＲ（統合型リゾート）の市民説明会について、12 月の６区での開催に続き、１月以 

降、月ごとに４区ずつ開催いたします。 

日程など詳細については決定次第、広報よこはま、市ホームページ等で順次、お知らせ 

いたします。 

 

 

５ 天皇陛下御即位奉祝記帳所へのご協力の御礼とご報告について 

（情報提供） 

天皇陛下御即位にあたり、本年５月１日（水）～３日（金）及び 10 月 22 日（火）に、 

すべての区役所及び市役所に記帳所を設置しました。 

市全体で、５月は 9,254 筆（磯子区：423 筆）、10 月は 2,494 筆（磯子区：226 筆）、 

合計で 11,748 筆（磯子区：649 筆）ものご記帳をいただきました。芳名帳は５月 20 日及 

び 11 月１日に宮内庁にお届けいたしました。 

自治会・町内会のみなさまにおかれましては、近隣の方々へのご周知へのご協力や、ご 

記帳を賜り、誠にありがとうございました。 
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区連の議題 

１ 受賞者一覧 

 

 

２ 議題・依頼事項 

（１）令和２年 磯子区新年賀詞交換会のご案内について 

令和２年の磯子区新年賀詞交換会を次のとおり開催しますので、自治会町内会長様あ 

てに案内状を送付させていただきます。 

 

   ア 日時：令和２年１月７日（火） 12：00～13：30（受付開始：11:15） 

   イ 会場：ロイヤルホールヨコハマ ２階ヴェルサイユ 

   ウ 会費：4,000 円 

   エ 申込：令和元年 12 月 11 日（水）まで 

        窓口（現金払い）もしくは郵便振込のどちらかで申し込み 

   オ 問合せ先：総務課庶務係 電話：７５０－２３１１ 
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３ 事務連絡 

（１）磯子区バリアフリー基本構想意見募集について（意見募集） 

磯子区バリアフリー基本構想を作成するため、根岸駅、磯子駅、屏風浦駅、杉田駅、 

新杉田駅周辺のバリアフリーに関する問題や課題についてご意見を募集しますので、お 

知らせいたします。 

 

   ア 募集期間：令和元年 12 月２日（月）～令和２年１月 31 日（金）※当日必着 

   イ 提出方法：記入用紙に意見をご記入し、郵送、FAX、E メール、または直接窓口へ 

提出 

   ウ 記入用紙の入手先：区役所区政推進課（６階⑤番窓口）、区内各地区センター、 

区内各地域ケアプラザ、磯子スポーツセンター、 

市民情報センター（市庁舎１階）、 

磯子区バリアフリー基本構想ホームページからのダウンロード 

   エ 提出・問合せ先： 

（ア）郵送：〒235-0016 

    横浜市磯子区磯子３－５－１ 磯子区役所区政推進課 

（イ）FAX：０４５－７５０－２５３３ 

   （ウ）Ｅメール：is-kikaku@city.yokohama.jp 

   （エ）窓口：磯子区役所６階⑤番窓口 区政推進課 

   （オ）問合せ先：区政推進課まちづくり調整担当 電話：７５０－２３３１ 

 

 

（２）「令和元年度磯子区自治会町内会長感謝会」の開催について 

「令和元年度磯子区自治会町内会長感謝会」を開催いたします。 

    なお、開催の案内状につきましては、１月中旬頃に各自治会町内会長様あて郵送いた 

します。 

 

   ア 開催日時：令和２年３月５日（木） 17:00～18:30 

   イ 会場：磯子区役所７階会議室 

   ウ 表彰：区長表彰者には感謝状と記念品、市長表彰者には記念品の贈呈を行います 

エ 問合せ先：地域振興課地域振興係 担当：根本・高橋・野口 

          電話：７５０－２３９１ FAX：７５０－２５３４ 
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（３）親と子のつどいの広場「マカナ」の開所について（情報提供） 

このたび、磯子区では６か所目となる、親と子のつどいの広場「マカナ」が磯子区洋 

光台１丁目に開所することになりました。 

「子ども・子育て支援事業計画」に基づき設置される子育て支援の常設施設で、地域 

の未就学児とその保護者を対象に、①親子の集える広場の提供、②子育て相談、③子育 

てに関する情報提供を行っていますので、お知らせいたします。 

 

   ア 開所日：令和元年 12 月９日（月） 

   イ 内覧会：令和元年 12 月２日（月）・３日（火） 10:00～14:00 

ウ 設置場所：磯子区洋光台１丁目 13－30 第 10 武内ビル 201 号室 

エ 運営団体：子育て応援 kids スペース マカナ 

 

 

（４）根岸住宅地区の返還に係る原状回復作業のための共同使用について 

（情報提供） 

根岸住宅地区について、土地所有者への早期引き渡し及び将来の跡地利用に資するよ 

う原状回復作業を実施するため、同地区の土地を共同使用することを 11 月 15 日の日米 

合同委員会にて合意されたため、ご報告させていただきます。 

 

   ○問合せ先：政策局基地対策課  電話：６７１－２４７２ 
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４ チラシ等の回覧・掲示依頼について 

（１）第６回磯子区民輪投げ大会の開催について（掲示依頼） 

だれもが気軽に楽しめる輪投げをとおして、区民の健康づくりに役立てるとともに、 

区民相互の親睦を図るために「第６回磯子区民輪投げ大会」を開催いたします。 

つきましては、各自治会町内会の掲示板に、この大会の参加者募集チラシの掲出を 

お願いいたします。 

 

   ア 日時：令和２年３月１日（日） 9:30～12:00  

   イ 会場：磯子地区センター 

   ウ 参加者募集期間：令和元年 12 月 11 日（水）～令和２年１月 31 日（金） 

   エ 申込方法：郵送、ＦＡＸ、Ｅメールなど 

オ 問合せ先：磯子区スポーツ推進委員連絡協議会事務局 

       （〒２３５－００１６ 磯子区磯子３－５－１） 

          電話：７５０－２３９３ FAX：７５０－２５３４ 

          Ｅメール：is-sports@city.yokohama.jp 

 

 

（２）磯子区消費生活推進員の会主催「磯子くらしのセミナー」の開催 

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り「磯子くらしのセミナー『介護保険制度 入門 

編』」を行います。 

つきましては、各自治会町内会の掲示板に、このセミナーのチラシの掲出をお願い 

いたします。 

 

   ア 日時：令和元年 12 月 20 日（金） 10:30～12:00 

   イ 会場：磯子区役所７階 701・702 会議室 

   ウ 講師：高齢・障害支援課 大熊係長 

   エ 参加費：無料 

   オ 定員：当日先着 90 名（事前申込不要） 

カ 問合せ先：地域振興課地域振興係 担当：根本・宮川 

          電話：７５０－２３９７ FAX：７５０－２５３４ 
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対象世帯数 本年度目安額 募金額

戸別募金 57,309 16,619,610 4,139,217

その他 1,400,000 789,251

合計 57,309 18,019,610 4,928,468

対象世帯数 本年度目安額 募金額

戸別募金 57,309 8,458,464 1,673,932

その他 0 0

合計 57,309 8,458,464 1,673,932

一般（赤い羽根）募金

年末たすけあい募金

 

５ 区社会福祉協議会 

（１）令和元年度共同募金について（中間報告とお礼） 

今年度もお忙しい中ご協力をいただき、ありがとうございます。 

10 月 31 日現在で、下記の通りとなっておりますので、引き続きご協力のほど、よろ 

   しくお願いいたします。 

なお、募金に関わる資材等で不足がございましたら、事務局までご連絡をお願いいた 

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○問合せ先：磯子区社会福祉協議会  電話：７５１－０７３９ 

 

 

（２）障害児・者のための地域のサポーター講座について（情報提供） 

横浜市障害者ガイドボランティア事業や横浜市障害者後見的支援制度の説明を行う 

「障害児・者のための地域のサポーター講座」を実施いたします。 

本講座への受講者について、多くの方のご参加をお待ちしております。 

 

   ア 日時：令和２年１月 15 日（水） 10:00～12:00 

   イ 会場：磯子区福祉保健活動拠点 ４階 多目的研修室 

        （磯子区磯子３－１－４１） 

   ウ 定員：50 名（先着順） 

   エ 持ち物：筆記用具 

オ 申込・問合せ先：磯子区社会福祉協議会 移動情報センター 

 電話：７５９－４００５ FAX：７５１－８６０８ 
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６ その他 

（１）資料配布 

ア 汐見台自治会連合会だより 第 374 号 

イ スイッチＯＮ磯子まめ通信第 133 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 「つながる ひろがる」第２号              各自治会町内会に配布 

オ 年末年始のごみと資源物の収集日程          各自治会町内会に班回覧数 

カ 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（表面のみ） 

                            各自治会町内会に掲示板数 

キ 令和元年度 年末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 

ク 令和元年度 飲酒運転根絶強化月間 横浜市実施要綱    各自治会町内会に配布 

 
 

 

閉 会 

次回開催日：令和２年１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！ ） 

洋光台連合自治町内会  IHI 汐見台３丁目自治会  岡村中部自治会 

 

磯子山手町内会 

区連会ホームページ更新情報 （10 月 18 日～11 月 17 日） 


