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磯子区連合町内会長会 10月定例会 

日時 令和３年 10月 18日（月）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９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 321件で、前年に比べ 78件の減少となっています。特殊詐 

欺の被害件数は 26件で、前年に比べ 25件の減少となっています。 

 

 

（２）令和３年９月末の人身交通事故発生状況について 

    磯子区内の人身交通事故発生件数は 271件で、前年に比べ 33件の増加となっていま 

す。死者数は３人で昨年と同数、負傷者数は 313人で 34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 

９月末までの磯子区内の火災発生件数は 22件で、前年に比べ５件の増加となっていま 

す。市内では 536件発生しており、前年に比べ 47件の増加となっています。 

救急出場件数は、区内 6,881件で、前年に比べ 44件増加しております。市内全体では 

151,764件で、前年に比べ 6,850件の増加となっています。 

 

 

（２）「秋の火災予防運動」ポスターの掲出依頼について 

令和３年 11月９日（火）から 11月 15日（月）までの７日間にわたり、全国一斉に 

「秋の火災予防運動」が実施されます。火災予防運動の広報ポスターについて、各自治 

会町内会の掲示板への掲出をお願いいたします。 

 

〇問合せ先 

  磯子消防署総務・予防課予防係 担当：藤原・加藤  

  電話：７５３－０１１９ FAX：７５３－０１１９ 
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市連の報告 
 

１ 新型コロナウイルスワクチン集団接種会場について 

    現在、全 18会場ある集団接種会場のうち、13会場は２回目接種の終了日にあわせ、順 

次、会場を閉じていきます。11月から２回接種ができる集団接種会場は５か所（鶴見公会 

堂、南公会堂、慶應義塾日吉キャンパス協生館２階、戸塚スポーツセンター、瀬谷区総合庁 

舎５階）となりますので、接種をご希望する方は、是非この機会にご予約ください。 

 

 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 

 

 
２ 年末年始のごみと資源物の収集日程について 

年末年始のごみと資源物の収集日程について、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。 

なお、チラシは 11月の区連会で各自治会町内会へ配送させていただきます。 

 

  【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(金)から１月３日(月)まで、収集をお休みさせていただきます。 

（２）「燃やすごみ」の収集日が「月・金曜日」の地域は、12月 29日（水）と１月５日 

（水）に臨時収集を行います。 

 

〇問合せ先 

【収集日程に関すること】 

  資源循環局業務課計画係  

 電話：６７１－２５５１ FAX：６６２－１２２５ 

【広報に関すること】 

     資源循環局業務課運営係 

 電話：６７１－３８１５ FAX：６６２－１２２５ 
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３ 横浜みどりアップ計画［2019-2023］ 

2020年度実績概要版リーフレット作成のご報告について 

「緑豊かなまち横浜」を次の世代に引き継いでいくために、「横浜みどり税」を財源の 

一部にして「横浜みどりアップ計画」を推進しています。 

このたび、2020年度を振り返り、取組の成果を事業報告書にまとめましたので、ご報告 

いたします。概要版のリーフレットと、横浜みどり税のチラシについては、市連会及び区連 

会での説明後に、各自治会町内会長あてに送付させていただきます。また、区ごとの実績が 

掲載された実績報告書は、ホームページよりご覧いただけます。 

 

  【実績報告書ホームページ掲載場所】 

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

machizukuri-kankyo/midori-koen/midori_up/jigyou_houkoku.html 

 または  横浜みどりアップ計画  で検索 

    

〇問合せ先 

【横浜みどりアップ計画の実績に関すること】 

環境創造局みどりアップ推進課 

電話：６７１－２７１２  FAX：２２４－６６２７ 

【横浜みどりアップ計画に関すること】 

環境創造局政策課 電話：６７１－４２１４ FAX：５５０－４０９３ 

【横浜みどり税に関すること】 

財政局税務課 電話：６７１－２２５３ FAX：６４１－２７７５ 
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区連の議題 

１ 議題・依頼事項 

（１）自治会町内会長永年在職者表彰予定者の確認について、 

令和３年度磯子区自治会町内会長感謝会の日程等について 

 令和３年度の自治会町内会長永年在職者表彰について、対象者の確認をお願いいたしま 

す。また、磯子区自治会町内会長感謝会の日程等についてお知らせいたします。 

  

 ア 自治会町内会長永年在職者表彰予定者の確認について 

   各地区の対象者についてご確認いただき、訂正や疑問点等がありましたら、 

11月２日（火）までにご連絡ください。 

 イ 磯子区自治会町内会長感謝会の日程等について 

  （ア）開始日時 

     令和４年３月 14日（月） 開会 17：00（予定） 

  （イ）会場 

     区役所７階 701・702会議室 

     ※開催方法等の詳細は、今後の新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、 

11月以降の区連会にてお知らせする予定です。 

ウ 問合せ先 

     地域振興課地域活動係 担当：金澤、坂本 

   電話：７５０－２３９１ FAX：７５０－２５３４ 
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（２）「横浜型地域包括ケアシステムの構築に向けた磯子区アクションプラン」 

（素案）に関する関係者意見募集について 

  平成 30年３月に策定した「横浜型地域包括ケアシステム構築に向けた磯子区行動指 

針」について、この度、「第８期 横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認 

知症施策推進計画（よこはま地域包括ケア計画）（令和３～５年度）」に応じて、「横 

浜型地域包括ケアシステムの構築に向けた磯子区アクションプラン」への名称変更をと 

もなう改定を行います。 

改定にあたり、関係する方々から素案への意見募集を実施します。 

     

ア 意見募集期間 

    令和３年 11月１日（月）～12月 10日（金） 

イ 資料配布場所 

11月１日（月）より、横浜市磯子区ホームページに素案を公表します。 

【URL】https://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/kurashi/fukushi_kaigo/ 

koreisha_kaigo/care-plan/isogo 

ウ 意見提出方法 

    郵送、ファクシミリ、Ｅメール等で意見を受け付けます。 

エ 問合せ先 

    高齢・障害支援課  担当：北山、島内、深谷、廣瀬、瀧澤、大橋 

    電話：７５０－２４１７ FAX：７５０-２５４０ 

    メールアドレス：is-houkatucare@city.yokohama.jp 
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２ 事務連絡  

（１）自治会町内会広報講習会の開催について 

自治会町内会の広報についての講習会を実施いたします。広報のご担当者様は、参加に

ついて是非ご検討ください。 

 

ア 講習会の内容 

  講習会は、異なる日程・内容で、全３回実施いたします。ご希望いただいたうちの 

１回にのみ、ご参加いただけます。 

【第１回】 

12月８日（水） 

13時 30分～16時 30分 

テーマ：「自治会町内会活動を伝える！写真の撮り方

のコツを学ぼう」 

講師：橋本 浩美 氏（フォトグラファー） 

【第２回】 

12月 15日（水） 

13時 30分～16時 30分 

テーマ：「自治会町内会の広報誌を作成する基礎を学

ぼう」 

講師：時任 和子 氏（NPO 法人夢・コミュニティ・

ネットワーク理事） 

【第３回】 

12月 18日（土） 

14時～17時 

テーマ：「広報誌を彩るイラストを描いてみよう」 

講師：鈴木 太郎 氏（イラストレーター） 

※各回とも会場は磯子区役所７階 701会議室、定員は７名となります。 

 

イ 申込方法 

申込書を FAX、Ｅメール、郵送、または直接窓口（区役所６階 61番窓口）へご持参 

    ください。申込多数の場合は先着順となるほか、同一自治会町内会からの複数申込を 

    制限させていただくなどの調整を行います。 

ウ 申込締切 

令和３年 11月 12日（金） 

エ 申込・問合せ先 

地域振興課地域活動係 担当：金澤、高橋 

  電話：７５０－２３９１ FAX：７５０－２５３４ 

  メールアドレス：is-chishin@city.yokohama.jp 

【ホームページ URL】

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

jichichou/koushukai.html 
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（２）第 13回磯子区民駅伝大会（オンライン駅伝）の参加者募集について 

地域に根差した「磯子区名物」の駅伝大会として、区民を中心としたオンライン駅伝 

大会を開催しますので、各地区連合町内会チームの参加にご協力をお願いいたします。 

 

ア 日時：令和４年１月８日（土）～１月 23日（日） 

イ 場所：各チーム（各自）決めたコース 

ウ 大会内容：小学生３・４年生の部から混合の部まで、全９部門で実施。１チーム４ 

人でエントリーし、計測アプリ「ＴＡＴＴＡ（タッタ）」を活用のうえ、各チーム 

及び個人の記録を競います。     

   エ 申込方法：参加者名簿及び参加料振込明細表（写）を郵送で提出してください 

オ 募集期間：令和３年 10月 20日（水）～11月 20日（土） 

   カ 問合せ先：磯子区民駅伝大会事務局（磯子スポーツセンター） 

          磯子区杉田５－３２－２５ 

TEL：７７１－８１１８ FAX：７７１－８１２０ 

 

 

（３）令和３年度「磯子区社会福祉大会」「第４期スイッチＯＮ磯子策定記念講 

演会」の開催について 

第４期磯子区地域福祉保健計画（スイッチＯＮ磯子）の策定を記念しまして、講演会を 

   開催いたします。自治会町内会にて活動を実施している皆様にご周知いただき、ぜひご参 

加くださいますようお願いいたします。また、第１部として磯子区内の社会福祉の推進に 

特に功績のあった個人または団体を表彰する「磯子区社会福祉大会」を開催いたしますの 

で、併せてご参加ください。 

ア 日時 

令和３年 11月 26日（金）午後１時 30分～４時（午後１時開場） 

イ 会場 

磯子公会堂ホール（講堂） 

    ウ 参加申込 

      案内チラシに記載の電話、FAXまたは電子申請よりお申し込みください。 

    エ 担当 

      福祉保健課事業企画担当 担当：栗原、尾形、小島 

      電話：７５０－２４４２ FAX：７５０－２５４７ 
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３ チラシの掲示依頼について 

（１）「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 

の掲示板への掲出について 

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」防犯・ 

交通安全部門の最優秀作品について、啓発用ポスターを作成いたしましたので、自治会 

町内会の掲示板への掲出をお願いいたします。 

 

〇問合せ先 

地域振興課区民活動支援担当  担当：高橋、山本 

    電話：７５０－２３９３ FAX：７５０－２５３４ 

        

 

４ その他 

（１）資料配布 

ア 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  

   イ 令和３年度磯子区市民の意思決定支援事業講演会チラシ 各自治会町内会に配布 

 ウ 消費生活推進員パネル展のご案内                    各自治会町内会に配布 

エ 横浜市青少年指導員連絡協議会 全市統一行動キャンペーン啓発チラシ 

                              各自治会町内会に掲示板数 

   

閉 会 
 

次回開催日：令和３年 11 月 17 日（水） 10：00 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

自治会町内会の活動情報・会報誌が掲載されています。 
是非、ご覧ください。（  磯子区連合町内会長会  で検索！）  
各自治会町内会の専用のアカウントでログインいただき、簡単に会の活動報告や会報誌をアッ

プロードすることができます。ご活用ください。 

※専用のアカウントがご不明な場合は、ご連絡ください。 

（問合せ先：磯子区連合町内会長会事務局（磯子区役所地域振興課） 電話：750-2391） 

磯子区役所ホームページ内に自治会・町内会の皆様にご提出いただく様式の情報を集約して 
掲載するページ（自治会町内会向け様式ダウンロードページ）を開設しています。 
是非、ご活用ください。（  磯子区 自治会町内会向け様式ダウンロード  で検索！） 
【URL】 

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

kyodo_shien/jichichou/youshiki.html 

 

区連会ホームページについて  

 自治会町内会様式ダウンロードページについて 


