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磯子区連合町内会長会７月定例会 

日時 令和３年７月 16日（金）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６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 217件で、前年に比べ 50件の減少となっています。特殊詐 

欺の被害件数は 19件で、前年に比べ 26件の減少となっています。 

 

 

（２）令和３年６月末の人身交通事故発生状況について 

    磯子区内の人身事故発生件数は 164件で、前年に比べ 23件の増加となっています。 

死者数は０人で３人の減少、負傷者数は 190人で 24人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 

６月末までの磯子区内の火災発生件数は 16件で、前年に比べ５件の増加となっていま 

す。市内では 387件発生しており、前年に比べ 23件の増加となっています。 

救急出場件数は、区内 4,285件で、前年に比べ 171件減少しております。市内全体で 

は、94,745件で、前年に比べ 1,165件の増加となっています。 
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市連の報告 
 

１ 新型コロナワクチンの接種にかかる在宅高齢者等への支援について 

   新型コロナワクチンの接種について、国の示す接種順位等に基づいて進めているところで 

すが、支援を必要とする在宅の高齢者等に対し、必要な情報が届きにくい傾向があります。 

自治会町内会における日頃の見守り活動の中で、(*)支援を必要とする在宅の高齢者等に 

あたる方がワクチン接種に関してお困りでしたら、区高齢・障害支援課や地域ケアプラザ 

等、その方が日常的にご相談されている先へおつなぎいただくなどのご協力をお願いいたし 

ます。 

 (*)支援を必要とする在宅高齢者等の一例 

   ・要介護状態や自宅療養中の 65歳以上の方 

   ・介護サービスを利用していないが、介助なしでは外出困難な一人暮らし高齢者の方 

や高齢夫婦のみの世帯など 

  

〇問合せ先 

健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当 担当：鈴木・中山 

電話：６７１－４０３６ FAX：６６４－７２９６ 

 

 

２ 東京 2020 大会横浜版ウェルカムガイドブックの発行について 

 東京 2020オリンピックが７月 23日（金・祝）に開会します。横浜市では、横浜ゆかりの 

日本代表選手や市内の開催競技、事前キャンプ・ホストタウン情報などを掲載したオリジナ 

ルのガイドブックを発行します。各自治会町内会長あてに個別に郵送させていただくほか、 

７月下旬から各区役所の窓口での配布、特設ウェブサイトへの掲載を行いますので、ご自宅 

での観戦等にぜひご活用ください。 

 

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：園原・三好 

電話：６７１－３６９０ FAX：６６４－１５８８ 
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３ 横浜市空家等に係る適切な管理、措置に関する条例の施行について 

空家等の適切な管理を促進し､管理不全な空家等の防止･解消につなげることを目的とした 

「横浜市空家等に係る適切な管理、措置に関する条例」を８月に施行いたします。 

 

〇問合せ先 

【条例について】 

建築局建築指導課 担当：大橋、加藤（航）、加藤（祐） 

電話：６７１－４５３９ FAX：６８１－２４３４ 

【総合的な空家等対策の推進について】 

建築局住宅政策課 担当：田中、小澤 

電話：６７１－４１２１ FAX：６４１－２７５６ 

 

 

４ 横浜市総合防災訓練（九都県市合同防災訓練）の実施について 

 横浜市では、毎年度、各機関と連携した「横浜市総合防災訓練」を実施しています。 

令和３年度の横浜市総合防災訓練は、11月７日（日）に、九都県市合同防災訓練の中央 

会場として、西区みなとみらいの耐震バースを中心に実施いたします。 

なお、訓練は一般見学者席を設け、市民の皆様にもご見学いただけますが、見学者の数を

制限するため、９月に事前募集（抽選）を行う予定です。 

 

〇問合せ先 

総務局緊急対策課 担当：日比谷・矢内  

電話：６７１－２０６４ FAX：６４１－１６７７ 
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５ 横浜ＩＲ（統合型リゾート）について 

 横浜ＩＲの実現にあたり、ギャンブル等依存症や治安など、ＩＲを構成する施設の一つで 

あるカジノに起因する懸念事項への取組について、市民の皆さまに理解を深めていただくた 

め、有識者による対談を行います。対談の様子は、横浜市公式 YouTubeチャンネルで配信い 

たします。 

（１）配信開始日 

令和３年７月 19日（月） 

（２）出演者 

池田 文隆さん（一般社団法人 グレイス・ロード 

グレイス・ロード甲斐サポートセンター 統括センター長） 

三原 聡子さん（独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター 主任心理療法士） 

（３）プログラム（第１回） 

ギャンブル等依存症について考える（前編） 

 ※対談は、全３回行う予定です。第２回は 10月上旬に配信いたします。 

（４）公開先 

横浜市公式 YouTubeチャンネル 

（https://www.youtube.com/user/CityOfYokohama）  

  （５）問合せ先 

都市整備局ＩＲ推進課 

電話：６７１－４１３５ FAX：５５０－３８６９ 
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６ 「地域づくり大学校」及び「いそご地域づくり塾」について 

（１）「地域づくり大学校」修了生の活動事例の発信について 

横浜市では、地域活動の担い手を育成する取組として、「地 

域づくり大学校」（地域大）を NPO法人等と協働で実施しており、その修了生から地域課題 

の解決や魅力づくりにつながる様々な取組が生まれています。そこで、地域大修了生の活動 

事例を 18区から１例ずつまとめて、ホームページで発信しましたので、ご覧ください。 

磯子区からは、「いそご地域づくり塾」を受講後、未就園児とその保護者が集うことので 

きる「mamariba」を岡村地区で開催した方の事例が掲載されています。 

  

【横浜市市民局ホームページ】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/ 

shiminkyodo/kyodo/jirei/chiikidai.html 

 

〇問合せ先 

市民局地域活動推進課 担当：関、森              

電話：６７１－３６２４ FAX：６６４－０７３４ 

 

（２）「いそご地域づくり塾 2021」受講生募集ポスターの掲示について 

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 2021」を開講し 

ます。特技や経験を活かして楽しく地域活動に参加するために、専門家による講義のほ 

か、実践者からの学び、イベント体験などを通して、様々なノウハウを身につけられる 

内容となっています。受講生を募集するため、自治会町内会の掲示板へのポスター掲出 

についてご協力をお願いいたします。 

 

    ア テーマ ：さぁ はじめよう！ 自分らしく 

     イ 日程  ：令和３年 10月８日（金）～12月３日（金） 全５回 

     ウ 場所  ：磯子区福祉保健活動拠点（磯子センター４階）ほか 

     エ 講師  ：時任和子氏、坂本寿子氏 (NPO法人夢・コミュニティ・ネットワーク) 

     オ 対象  ：磯子区内で地域活動を始めたい方 定員 20名 

     カ 参加費 ：無料(体験参加時の交通費等実費負担あり) 

     キ 申込  ：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 申込期限：令和３年９月 17日（金）必着 

    ケ 問合せ先：地域振興課区民活動支援担当 担当：石橋・小野 

電話：７５０－２３９８ FAX：７５０－２５３４ 

            いそご区民活動支援センター 

電話：７５４－２３９０ FAX：７５９－４１１６  
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区連の議題 

１ 議題・依頼事項 

（１）今後執行される選挙における投票所従事者の推薦について 

    令和３年８月 22日執行の横浜市長選挙につきましては、投票所・期日前投票所に従事 

する方をご推薦いただき、ありがとうございました。 

令和３年度は、衆議院議員総選挙（任期満了：10月 21日）が予定されており、また、  

横浜市議会議員補欠選挙の可能性についても新聞等で報じられています。今後、選挙の執 

行が確定しましたら、投票所に従事する方の推薦依頼を行わせていただきますので、ご理 

解くださいますようお願いいたします。 

 

〇問合せ先 

総務課統計選挙係 担当：松本・吉野 

電話：７５０－２３１６ FAX：７５０－２５３０ 

 

    

（２）「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について 

令和３年度上半期（４月号～９月号）分の広報紙配布に係る謝金のお支払いのため、必 

要書類のご提出をお願いいたします。ご提出いただく書類及び詳細につきましては、８月 

末頃に別途、各自治会町内会長様宛に郵送させていただきます。 

 

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 

イ 提出期限：令和３年９月 17日（金） 

ウ 問合せ先：区政推進課広報相談係  担当：大熊・金子 

電話：７５０－２３３５ FAX：７５０－２５３２ 
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２ 事務連絡 

（１）令和３年度磯子区民意識調査の実施について 

    磯子区では、区民の皆さまの意識やご意見、ご要望を把握することにより、今後も住み 

よいまちをつくるためにアンケート調査を行います。対象となる方には、調査票を郵送し 

ますので、ご協力をお願いいたします。なお、この調査に関して、電話や訪問で個人情報 

を問い合わせることはありません。 

 調査結果は１月下旬に取りまとめ、区ホームページで公表する予定です。 

 

ア 調査期間 

９月１日（水）～９月 30日（木）（締切） 

イ 対象 

18歳以上の区民・3,500人（住民基本台帳から無作為抽出） 

ウ 問合せ先 

区政推進課企画調整係 担当：谷田・吉野  

電話：７５０－２３３１ FAX：７５０－２５３３ 

 

 

（２）自治会町内会向け様式ダウンロードページの開設について 

   自治会町内会の皆様からご提出いただく申請・届出等の 

各種様式について、自治会町内会のご都合に応じてパソコン端末等でも作成いただけるよ 

う、電子データでの提供を進めています。このたび、区ホームページ内に、様式の情報を 

集約して掲載するページを設けましたので、お知らせいたします。 

 

【自治会町内会様式ダウンロードページ】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/kurashi/kyodo_manabi/ 

kyodo_shien/jichichou/youshiki.html 

 

〇問合せ先 

    【掲載されている様式について】 

     自治会町内会様式ダウンロードページに記載されている各事業の担当課までお問い 

合わせください 

【自治会町内会様式ダウンロードページについて】 

地域振興課地域活動係 担当：金澤・高橋 

   電話：７５０－２３９１ FAX：７５０－２５３４ 

   区政推進課広報相談係 担当：大熊・伊藤・金子 

      電話：７５０－２３３５ FAX：７５０－２５３２ 
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（３）地域防犯活動物品の提供について 

    地域防犯活動の支援策として、のぼり旗などの防犯活動物品を提供しています。古くな 

った物品の交換などのご要望にも対応いたしますので、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  

   ※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。 

イ 提供方法 

   磯子区役所地域振興課（６階 61番窓口）でお渡しします。 

ウ 問合せ先：地域振興課防犯担当 担当：高橋・山本・和田 

        電話：７５０－２３９３ FAX：７５０－２５３４ 

 

 

（４）プラスチック問題に関する啓発 DVDの配付について 

    コロナ禍における啓発活動の一環として、プラスチック問題に関する啓発 DVDを配付い 

   たします。自治会町内会の皆様でご活用ください。 

 

    ア タイトル 

「ポイ捨てごみはどこへ行く？～海を漂うプラスチック～」 

    イ 企画制作 

横浜市資源循環局 

     ウ 視聴時間 

約４分 30秒 

    エ 内容 

街中でポイ捨てされたごみは川に流れ海に辿り着き、海の生物に大きな悪影響を与 

えています。海に漂う「プラスチックごみ問題」と、私たちができることについて紹 

介します。 

    オ  その他 

           動画は、横浜市資源循環局ホームページでもご視聴いただけます。 

【URL】https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/gomi- 

recycle/gakushu/default20200.html#15975 

     （または  横浜市資源循環局 啓発動画  で検索） 

       カ 問合せ先 

  地域振興課資源化推進担当 担当：勝山・境 

 電話：７５０－２３９７ FAX：７５０－２５３４ 
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（５）「令和３年度 崖地現地調査」の実施について 

神奈川県により、土砂災害警戒区域の調査・見直しが進められています。本市において 

も、新たに区域指定がされた崖地や区域が変更された崖地について、専門家による調査を 

実施しますので、お知らせいたします。 

なお、調査にあたり、崖地近隣にお住いの皆様のお庭に立ち入らせていただく場合があ 

りますが、その際は必ず事前に調査員が伺い、ご説明させていただきます。 

 

  ア 令和３年度調査場所 

   南区・保土ケ谷区・磯子区 （３区合計 約 450箇所） 

 イ 調査期間及び時間 

   調査機関：令和３年８月中旬から令和４年２月まで（予定） 

   調査時間：９時から 17時までのうち数時間を予定（１箇所あたり） 

    ウ 建築局建築防災課がけ防災担当 磯子区担当：櫻町 

      電話：６７１－２９４８ FAX：６６３－３２５５ 

 

 

３ 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 

今年度も「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 振込予定時期：令和４年２月頃 

エ 問合せ先    ：磯子区社会福祉協議会  担当：山﨑 

          電話：７５１－０７３９ FAX：７５１－８６０８ 

 

 

（２）「令和２年度事業報告・収入支出決算書及び令和３年度事業計画・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「令和２年度事業報告・収入支出決算書及び令和３年度事業計 

画・収入支出予算書」の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：右馬 

      電話：７５１－０７３９ FAX：７５１－８６０８ 
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（３）令和３年度磯子区社会福祉協議会 職員担当業務一覧について 

令和３年度の磯子区社会福祉協議会職員の担当業務一覧を配付いたします。 

 

○問合せ先：磯子区社会福祉協議会  担当：伊藤 

      電話：７５１－０７３９ FAX：７５１－８６０８ 

 

 

４ その他 

（１）資料配布 

ア 汐見台自治会連合会だより 第 395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 38号 

   ウ 磯子区内水ハザードマップ              各自治会町内会に配布 

エ 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 

   オ 令和３年度 秋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 

 

 

 

 

閉 会 
 
 

次回開催日：令和３年９月 17 日（金） 10：00 

 
 

 

 

 

 区連会ホームページ更新情報 （６月９日～７月９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！ ） 

 洋光台北団地一街区自治会  岡村中部自治会   磯子山手町内会 
 岡村地区連合町内会 


