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磯子区連合町内会長会６月定例会 

日時 令和３年６月 17日（木）10：00 

会場 区総合庁舎７階 ７０１・７０２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３年５月末の犯罪発生状況について 

磯子区内の犯罪発生件数は 174件で、前年に比べ 51件の減少となっています。 

特殊詐欺の被害件数は 15件で、前年に比べ 25件の減少となっています。 

 

 

２ 磯子消防署 

（１）火災・救急状況について 

５月末までの磯子区内の火災発生件数は 13件で、前年に比べ３件の増加となっていま 

す。市内では 340件発生しており、前年に比べ７件の増加となっています。 

救急出場件数は、区内 3,564件で、前年に比べ 160件減少しております。市内全体で 

は、78,298件で、前年に比べ 629件の減少となっています。 

 

 

  



 2 

 

市連の報告 
 

１ 新型コロナウイルスワクチン接種の状況について 

 新型コロナウイルスのワクチン接種について、現在の状況について情報提供いたします。 

 

（１）高齢者接種の予約状況 

   ６月８日時点での予約状況は、約 123.1 万回となっています。内訳は、集団接種約 4 

5.9 万回、大規模接種 18.5万回、個別接種約 58.7 万回（ワクチン配送量による推 

計）です。 

（２）個別接種について 

   かかりつけ患者の方以外にも接種を行う医療機関は、６月９日時点で約 850か所と 

なりました。予約方法・予約開始日については、市ホームページで公表しているほか、 

６月 16日に「広報よこはま特別号」を発行してご案内しています。 

（３）64歳以下の方への個別通知（接種券）について 

   64歳から 12歳までの方（対象者：約 245万人）の接種券を、６月下旬から７月にか 

け、段階的に発送する予定です。なお、接種については、基礎疾患を有する方等の優先 

接種者から順次開始します。  

 

  〇問合せ先 

   【ワクチン接種全般について】 

    横浜市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター 

    電話：０１２０－０４５－０７０  

       ※受付時間：９時から 19時（土、日、祝・休日も実施） 

FAX ：０５０－３５８８－７１９１ 

  ※耳の不自由な方の問合せ FAX番号です 

   【区連会でのお知らせについて】 

    健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当 

    電話：６７１－４８４１ FAX：６６４－７２９６ 
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２ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック開催に伴う 

ポスターの掲出について 

 ７月 23日から東京 2020オリンピックが開幕し、横浜では野球・ソフトボール、サッカー 

競技が開催されます。市民の方に広く周知させていただきたく、自治会町内会掲示板へのポ 

スター掲出にご協力をお願いいたします。 

 

〇問合せ先 

市民局オリンピック・パラリンピック推進課 担当：野口・菅谷 

電話：６７１－３６９０ FAX：６６４－１５８８ 

 

 

３ 横浜ＩＲ（統合型リゾート）について 

 横浜ＩＲの事業者公募の状況についてお知らせいたします。 

 １月 21日、実施方針及び募集要項等を公表し、事業者の公募を開始しました。その後、 

最初の資格審査通知日である２月 15日に、１者が審査を通過したことを公表しました。そ 

して、最終の通知日である５月 31日に、２者が通過していることを公表しました。 

 

〇問合せ先 

都市整備局ＩＲ推進課 

電話：６７１－４１３５ FAX：５５０－３８６９ 
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４ マンホールトイレ設置助成制度について 

 自主的な防災活動を積極的に行っている組織に対し、マンホールトイレの設置にかかる助

成を行います。申請を検討される際は、環境創造局管路保全課までご相談ください。 

 

（１）助成の対象 

ア 上部構造物（パネル又はテント、便器）※ 

イ 下部構造物（上部構造物の設置に必要な排水管及び汚水ます） 

ウ 容量 200リットル以上の雨水タンク及び付属品※ 

  ※１建築物につき１基、雨水タンク及び付属品のみの助成は不可 

  （２）助成金額 

     マンホールトイレ設置費用の 10分の９以内（上限 30万円） 

  （３）申請期間 

     令和３年８月 16日（月）～令和４年１月 28日（金）※予算がなくなり次第終了 

（４）申請先・問合せ先 

   環境創造局管路保全課 担当：杉田、川上、中島 

電話：６７１－２８２９ FAX：６４１－５３３０ 

 

 

５ 内水ハザードマップの改定について 

大雨の際に、下水道管や水路からの浸水が想定される区域や浸水する深さを示した内水 

ハザードマップを平成 26年度より公表しています。 

 このたび、気候変動の影響による大雨の増加や、本市でも令和元年に観測史上最大とな 

る降雨を観測したことなどを踏まえ、改定を行いました。６月 28日より本市ホームペー 

ジにて公表いたします。また、７月の区連会にて、Ｂ２用紙に印刷した内水ハザードマッ 

プを各自治会町内会に配送いたします。 

 

（１）公開先 

    横浜市ホームページ  内水ハザードマップ 横浜市  で検索 

 （２）配布について 

   内水、洪水、高潮のハザードマップを一冊にまとめた「浸水ハザードマップ」を、 

令和４年度に磯子区に全戸配布する予定です。 

（３）問合せ先 

   環境創造局下水道事業マネジメント課 担当：山崎、伊藤、室屋 

電話：６７１－２８３８ FAX：６６４－０５７１ 
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区連の議題 

１ 議題・依頼事項 

（１）自主防災組織による防災訓練の実施及び書類の提出について 

磯子区では例年、地域の防災力の向上のため、各自主防災組織（自治会町内会、連合町 

内会）における防災訓練の実施を依頼しています。しかしながら令和２年度に引き続き、 

新型コロナウイルス感染拡大の不安が払拭できない状況ですので、地域の皆様の安全を最 

優先に、「３密」の回避、マスクの着用、手洗い・手指消毒など、感染対策を徹底してい 

ただいたうえで、開催可否について各自主防災組織にてご検討ください。 

また、訓練を実施した場合には、防災訓練実施報告書のご提出をお願いいたします。 

 

 【防災訓練実施報告書の提出について】 

ア 提出期限 訓練終了後 14日以内 

イ 提出先  磯子区役所総務課危機管理担当 

   ウ 提出方法 

    （ア）窓口へ持参 ：磯子区役所６階 総務課 64番窓口 

    （イ）ＦＡＸ   ：７５０－２５３０ 

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

   エ 問合せ先：総務課危機管理担当 担当：大矢・魚住 

          電話：７５０－２３１２ FAX：７５０－２５３０ 

 

 

（２）「東京 2020大会コミュニティライブサイト in ISOGO」開催中止の決定に 

ついて 

 東京 2020オリンピックの期間中に予定していた「東京 2020大会コミュニティライブサ 

イト in ISOGO」については、新型コロナウイルス感染症対策としての不要不急の外出自 

粛、人流抑制の観点から、開催を中止することを決定いたしました。 

 

〇問合せ先 

地域振興課区民活動支援担当 担当：中鉢・遠藤 

電話：７５０－２３９３ FAX：７５０－２５３４ 
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（３）磯子区自治会町内会ＩＣＴ利活用導入補助金の申請について 

自治会町内会及び地区連合町内会を対象に、ＩＣＴ機器やソフトウェアの購入、インタ 

ーネット接続工事等の、ＩＣＴ利活用導入に対する補助事業を実施します。 

申請をご希望の場合は、期限までに必要書類をご提出ください。 

 

ア 申請対象者 

自治会町内会、地区連合町内会 10団体 

※申請を希望される場合は、事前エントリーシートをご提出ください。 

提出方法等は、募集要項をご確認ください。 

イ 補助対象経費 

各自治会町内会又は地区連合町内会における、ＩＣＴ利活用導入に係る費用 

（初期導入費用のみ対象） 

ウ 補助率・補助限度額 

補助率：対象経費の 10分の９、補助金限度額：18万円 

エ 申請期間  

・事前エントリー期間  

令和３年６月 17日(木)～令和３年７月 30日（金） 

・補助金申請書提出期限  令和３年９月３日（金） 

オ 提出・問合せ先 

地域振興課地域活動係 担当：金澤・野口 

電話：７５０－２３９１ FAX：７５０－２５３４ 
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（４）令和３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」に取り組んでいるご希望の方に、「訪問員証」を交付し 

   ています。令和３年度に変更（新規・退任）となった方を対象に、交付・返納の手続 

   きをお願いいたします。 

 

ア 手続き方法 

     新たに訪問員になった方の「地域支えあい事業訪問員証申請書」、訪問員ではなく 

なった方の「訪問員証」を各自治会町内会で取りまとめ、スイッチＯＮ磯子の地区別 

計画推進組織に提出してください。同組織にて、取りまとめて区に提出します。 

（各推進組織への提出期限については、各地区でご確認ください） 

   イ スイッチＯＮ磯子の地区別計画推進組織から区への提出期限 

     令和３年８月６日（金） ※提出期限後も、必要に応じて随時受け付けます 

   ウ 問合せ先：福祉保健課事業企画担当 担当：栗原・笠羽  

電話：７５０－２４４２ FAX：７５０－２５４７ 

 

 

２ 区社会福祉協議会 

（１）令和３年度 横浜市磯子区社会福祉協議会会費納入について 

令和３年度磯子区社会福祉協議会の会費納入について、ご協力くださいますようお願 

いいたします。 

 

   ア 会 費：各自治会・町内会加入世帯数×100円 

   イ 納入期限：令和３年８月 31日（火） 

ウ 問合せ先：磯子区社会福祉協議会 担当：宮野 

          電話：７５１－０７３９ FAX：７５１－８６０８ 

 

 

（２）令和３年度 磯子区更生保護協会の会費納入について 

令和３年度磯子区更生保護協会の会費納入について、ご協力くださいますようお願い 

いたします。 

 

   ア 会 費：各自治会・町内会加入世帯数×30円 

   イ 納入期限：令和３年８月 31日（火） 

   ウ 問合せ先：磯子区社会福祉協議会 担当：岡本 

電話：７５１－０７３９ FAX：７５１－８６０８ 
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３ その他 

（１）資料配布 

ア 地震火災対策に関する補助制度のご案内 

※下記対象自治会町内会に配布 

・滝頭地区（丸山第二町内会、丸山第三自治会、岡村東部自治会、滝頭第一自治会、 

滝頭岩瀬自治会、滝頭上町町内会、滝頭岡町町内会、中浜町内会、ライオ 

ンズガーデン横浜蒔田自治会） 

・岡村地区（岡村西部第一自治会、岡村西部第二自治会、岡村西部第三自治会、 

岡村中部自治会） 

・磯子地区（禅馬町内会、禅馬自治会、室之木町内会、広地町内会、北磯子住宅自治 

会、磯子山手町内会、ステージ２１磯子自治会） 

 

イ 横浜市消費生活総合センター 月次相談リポート    各自治会町内会に配布 

    ウ 令和３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 

    エ  一般財団法人全日本ろうあ連盟製作映画「咲む」上映会のお知らせ 

 各自治会町内会に配布 

       オ  磯子火災予防協会主催「防災講演会」のお知らせ  各自治会町内会に掲示板数 

   

 

 

閉 会 
 
 

次回開催日：令和３年７月 16 日（金） 10：00 

 
 

 

 

 

 区連会ホームページ更新情報 （５月９日～６月８日） 

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！ ） 

 岡村中部自治会   磯子山手町内会  


