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磯子区連合町内会長会２月定例会 

日時 令和２年２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）令和２年１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、１月末まで被害件数 12 件で、前年に比べ 11 件の増加となってい

ます。 

 

 

２ 磯子消防署 

（１）火災・救急状況について 

令和２年１月末の区内の火災発生件数は１件で、前年に比べ４件の減少となっていま 

す。市内では 60 件発生しており、前年に比べ４件の減少となっています。 

救急出場件数は、区内 949 件で、前年に比べ 35 件減少しております。市内全体では 

19,065 件で、前年に比べ 1,821 件の減少となっています。 

 

 

（２）「春の火災予防運動」ポスターの掲出について（掲示依頼） 

    ３月１日から３月７日までの一週間、全国一斉に「春の火災予防運動」が実施されま 

す。この広報ポスター（Ａ４版）について、各自治会町内会の掲示板への掲出をお願い 

いたします。 
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市連の報告 
１ ＩＲ(統合型リゾート)について（情報提供） 

横浜市が目指すＩＲの方向性や考え方について、「ＩＲ(統合型リゾート)の方向性 

（素案）」として、市民意見募集を実施しますのでお知らせいたします。 

 

（１）募集期間：令和２年３月６日（金）～４月６日（月） 

（２）意見提出方法：意見募集パンフレット（概要版）に印刷されたはがき、ＦＡＸ、 

Ｅメールによりご意見をご提出ください 

（３）意見募集パンフレット（概要版）の配付場所： 

各区役所、市民情報センター、市ホームページなど 

※３月４日（水）配架を予定 

（４）問合せ先：都市整備局ＩＲ推進課 

  電話：６７１－４１３５ ＦＡＸ：５５０－３８６９ 

 
 
２ 令和２年国勢調査実施に伴う調査員推薦の御協力について（依頼） 

   本年 10 月１日に、全国一斉に令和２年国勢調査が実施されます。 

調査実施に向け、調査員の推薦を３月上旬頃に自治会・町内会長様宛てにご依頼させて 

いただきますので、お知らせさせていただきます。 

 

【調査員推薦の流れ】 

（１）３月上旬に自治会・町内会長様宛て、調査員推薦の依頼文を送付 

（２）自治会・町内会長様は、被推薦者からの「調査員就任承諾書」をとりまとめ、 

「調査員推薦名簿」を添えて、４月 10 日（金）までに統計選挙係へ提出していただ 

きます 

 

○問合せ先：総務課統計選挙係 担当：中鉢・山田 

      電話：７５０－２３１６、２３１７ ＦＡＸ：７５０－２５３０ 
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３ 令和２年民生委員・児童委員及び主任児童委員候補者の推薦について 

（依頼） 

   民生委員・児童委員及び主任児童委員の欠員補充及び増員につきまして、各地区推薦準 

備会、連合地区推薦準備会を開催し、候補者を推薦していただくよう、各自治会町内会長 

様のご協力をお願いいたします。 

令和２年につきましては、欠員地区及び増員が必要な地区のみの推薦となり、任期は次 

期一斉改選（令和４年 11 月 30 日）までとなります。 

 

○問合せ先：福祉保健課 担当：伊地知・濱中 

      電話：７５０－２４１１ ＦＡＸ：７５０－２５４７ 

 

 

４ 健康増進法の一部を改正する法律（改正健康増進法）の全面施行に伴う 

対応について（依頼） 

望まない受動喫煙を防ぐことを目的とした、健康増進法の一部を改正する法律（改正健 

康増進法）が、令和２年４月１日に全面施行されますのでご説明させていただきます。 

なお、改正健康増進法の説明資料を、各自治会町内会へ１部配布させていただきます。 

また、周知用のポスター（Ａ４版）も作成しましたので、各自治会町内会の掲示板への 

掲出（表面のみ）をお願いいたします。 

 

（１）改正健康増進法の説明資料：各自治会町内会へ１部配布 

（２）周知用のポスター（Ａ４版）：各自治会町内会の掲示板数 

（３）問合せ先：健康福祉局保健事業課 

        電話：６７１－２４５４ ＦＡＸ：６６３－４４６９ 

 

 

５ 新型コロナウイルス感染症に関するコールセンターの開設等について 

（掲示依頼） 

国内外の新型コロナウイルス感染症患者の増加にともない、新型コロナウイルス感染症 

に関する「コールセンター（一般電話相談）」および「帰国者・接触者相談センター」を 

開設しましたのでお知らせいたします。 

なお、感染予防対策とコールセンターを周知するためのポスター（Ａ４版）を作成しま 

したので、各自治会町内会の掲示板への掲出をお願いいたします。 

 

○問合せ先：健康福祉局健康安全課  担当：金子 

      電話：６７１－４１８２ ＦＡＸ：６６４－７２９６ 
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区連の議題 

１ 議題・依頼事項 

（１）「広報よこはま磯子区版」等に関わることについて 

 

ア 令和元年度 配布謝金支払に伴う書類提出依頼について 

令和元年度下半期（10 月号～３月号）分の広報紙配布にかかる謝金の支払をする 

にあたり、報告書のご提出をお願いいたします。 

配布報告書等の書類については、今回の区連会資料に同封しております。 

 

（ア）提出書類：広報よこはま磯子区版等 配布報告書 

（イ）提出期限：令和２年３月 12 日（木） 

（ウ）問合せ先：区政推進課広報相談係  担当：木村・伊藤・前田 

電話：７５０－２３３８ ＦＡＸ：７５０－２５３２ 

 

イ 令和２年度の配布について 

令和２年度も「広報よこはま」、「県のたより」及び「ヨコハマ議会だより」に 

    ついて、各世帯への配布にご協力をお願いいたします。 

 

（ア）広報紙概要 

発行回数：毎月発行の 12 回 

（ヨコハマ議会だよりは、５月、８月、11 月、２月の４回） 

配送方法：月末までに、配送業者を通じて送付します 

配布時期：各世帯へ発行月の 10 日までに配布してください 

（イ）配布謝金：「広報よこはま」１部９円、「県のたより」１部８円、 

「ヨコハマ議会だより」１部４円 

（ウ）問合せ先：区政推進課広報相談係  担当：木村・伊藤・前田 

電話：７５０－２３３８ ＦＡＸ：７５０－２５３２ 
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（２）令和２年度磯子区環境行動推進功労者・功労団体表彰候補者の 

推薦について（依頼） 

表彰要領をご参照いただきまして、該当者がいる場合は別紙推薦書にご記入のうえ、 

別添の返信用封筒によりご提出をお願いいたします。 

    なお、該当者がいない場合でも、その旨ご記入いただきまして、ご提出をお願いいた 

   します。 

 

ア 推薦対象：①個人 

②団体（地域住民で構成しているグループ・学校・企業） 

イ 推薦期限：令和２年３月 27 日（金） 

ウ 提出・問合せ先：地域振興課資源化推進担当 松田・宮川 

          電話：７５０－２３９７ ＦＡＸ：７５０－２５３４ 

 

 

 

２ 事務連絡 

（１）磯子区緊急時情報伝達システムへの登録について（ご案内） 

「緊急時情報伝達システム」は、予め電話登録された方に自動音声で気象警報等の広 

範囲な防災情報を発信していましたが、「断水」や「ガス漏れ」など、地域限定の緊急 

情報を該当地域のみに発信が出来るようにいたしました。この機会に是非ご登録をお願 

いいたします。登録・利用は無料となります。 

 

ア 対象者：地区連合町内会長または自治会町内会の役職にある方 

イ 申請方法： 

   （ア）これまでにシステムに登録申請され、かつ自治会町内会長の役職に変更がない方 

      ⇒ 提出いただく必要はありません 

   （イ）これまでにシステムに登録申請されていない方 

      ⇒ 登録調査票の提出をお願いします 

ウ 申請期限：令和２年４月 30 日（木） 

エ 問合せ先：総務課危機管理・地域防災担当  担当：大矢・石川 

電話：７５０－２３１２ ＦＡＸ：７５０－２５３０ 
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（２）広報よこはま磯子区版 紙面モニター制度（インターネット回答）の 

実施について 

広報よこはま磯子区版へのご意見を募集するため、紙面モニター制度（インターネッ 

ト回答）を試験的に実施します。モニターは、一般募集のほか、各種委嘱委員の方々へ 

お声かけする予定です。各自治会・町内会長（役員）様におかれましても、モニターと 

してご協力いただくことが可能な場合は、担当までご連絡いただけますようお願いいた 

します。 

 

ア モニター：・自治会町内会長（役員）でご協力いただける方 

・各種委嘱委員でご協力いただける方 

（民生委員・児童委員、保健活動推進員、青少年指導員、 

スポーツ推進委員、消費生活推進員、環境事業推進委員、消防団） 

           ・一般募集（15 歳以上の磯子区在住、在勤、在学の方） 

※広報よこはま４月号等でお知らせします 

イ モニター期間：令和２年５月号から令和３年４月号まで（１年間） 

ウ 内容：広報よこはま磯子区版をご覧いただき、ホームぺージから簡単なアンケート 

にお答えいただきます 

エ 申込方法：令和２年４月 30 日（木）までに、ホームページまたは電子メールで 

       申し込み 

オ 申込・問合せ先：区政推進課広報相談係 担当：木村・伊藤 

             電話：７５０－２３３５ ＦＡＸ：７５０－２５３２ 

             電子メール：is-kouhou@city.yokohama.jp 

 

 

（３）令和２年度「磯子区地域運営補助金」の募集について 

区内の自治会町内会を含む２つ以上の団体が連携し、地域の課題解決のために継続的 

   に行う活動に対して補助金を交付します。 

 

ア 募集期間：令和２年２月 12 日（水）～３月 12 日（木） 

イ 補助金額：補助対象経費と認められる額の９割を上限に補助（１割は自己負担） 

ウ 補助上限額：１年目 50 万円、２年目 40 万円、３年目 30 万円 

エ ご相談・問合せ先：区政推進課地域力推進担当 担当：前島・井上 

              電話：７５０－２３９８ ＦＡＸ：７５０－２５３３ 
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（４）地域防犯活動物品（振り込め詐欺防止に係るのぼり旗）の提供開始に 

ついて 

新たな地域防犯活動支援物品として、振り込め詐欺防止に係るのぼり旗を作成しまし 

たので、提供を開始いたします。ご希望される場合は担当までお申し出ください。 

 

ア 提供開始物品：のぼり旗（振り込め詐欺に注意） 

イ 提供方法：区役所地域振興課（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  担当：高橋・和田 

          電話：７５０－２３９３ ＦＡＸ：７５０－２５３４ 

 

 

 

３ チラシ等の回覧・掲示依頼について 

（１）「いそご消費生活だより（区版）」の発行について（回覧依頼） 

磯子区消費生活推進員が「いそご消費生活だより（区版）」を発行いたしました。 

各地区の活動などについて掲載されていますので、各自治会町内会での班回覧をお願 

いたします。 

 また、３月には地区ごとの活動についてまとめたリーフレットも配布いたしますの 

で、各自治会町内会での班回覧をお願いいたします。 

 

○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 

 

 

（２）「いそご保健活動推進員だより第 16 号」の発行について（回覧依頼） 

磯子区保健活動推進員会が「いそご保健活動推進員だより第 16 号」を発行いたしまし 

た。 

各地区の活動紹介や講演会報告が掲載されていますので、各自治会町内会での班回覧 

をお願いいたします。 

 

○問合せ先：福祉保健課健康づくり係  

      電話：７５０－２４４５ ＦＡＸ：７５０－２５４７ 
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（３）磯子区在宅医療市民啓発講座のチラシの掲示について（掲示依頼） 

磯子区在宅医療市民啓発講座「最期まで家で過ごすということ」について、講座の開 

催チラシを作成しましたので、各自治会町内会の掲示板への掲出（表面のみ）をお願い 

いたします。 

 

ア 日時：令和２年３月７日（土） 14：00～16：00（開場 13：30） 

イ 内容：劇「一人でもいい。最後まで家にいたいよ。」 

     ※劇の中で、磯子区版エンディングノートの書き方、医療・介護サービス 

      の説明等を行います 

ウ 会場：杉田劇場（磯子区杉田１－１－１ らびすた新杉田４Ｆ） 

エ 定員：250 名（先着順） 

オ 申込：事前予約はありません。直接、杉田劇場にお越しください 

カ 主催：レインボーネットワーク磯子 

        ※レインボーネットワーク磯子は、磯子区内の医療・介護に関わる専門職に 

よる、在宅医療・介護連携の現状の把握と課題の抽出、対応策等の検討を 

行う会議です 

   キ 問合せ先：高齢・障害支援課 

          電話：７５０－２４１７ ＦＡＸ：７５０－２５４０ 
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４ 区社会福祉協議会 

（１）令和２年度共同募金運動への協力依頼について 

    令和２年度も、自治会町内会を通じた共同募金（戸別募金）にご協力くださいますよ 

うお願いいたします。 

 

ア 共同募金運動実施時期：令和２年 10 月１日～12 月 31 日 

 

【参考】令和元年度の中間実績（令和元年 12 月 31 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 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 

 

 

（２）「福祉いそご」第 74 号配布について（依頼） 

「福祉いそご」第 74 号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：「広報よこはま３月号」と同時配布 

イ 問合せ先：磯子区社会福祉協議会 担当：中村 

       電話：７５１－０７３９ ＦＡＸ：７５１－８６０８ 

 

 

 

 

 

 

対象世帯数 本年度目安額 募金額

戸別募金 57,309 16,619,610 10,400,233

その他 1,400,000 1,083,948

合計 57,309 18,019,610 11,484,181

対象世帯数 本年度目安額 募金額

戸別募金 57,309 8,458,464 7,514,466

一般（赤い羽根）募金

年末たすけあい募金
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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 377 号 

イ スイッチＯＮ磯子まめ通信第 135 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４号              各自治会町内会に配布 

オ 磯子区洪水ハザードマップ                各自治会町内会に配布 

カ 商店街朝市（３月 14 日（土）開催）           各自治会町内会に配布 

 

 

 

閉 会 

次回開催日：令和２年３月 17 日（火） 10：00  

 

 

 ※本定例会の議題で令和２年度予算の執行を伴う事業などは、横浜市会での議決後に 

確定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   

 

区連会ホームページ更新情報 （1 月 17 日～２月 16 日） 


