第 1 部 金沢区町内会連合会定例会（令和元年 10 月）
Ⅰ 行政関係
１ 警察署管内犯罪・交通事故発生状況について

（金沢警察署）

◆犯罪発生件数（令和元年９月末現在）
【振り込め詐欺キーワード】
発生件数 ：
５６６件（前年比△１３９件） ○還付金の返金手続はＡＴＭではできません。
＜主な犯罪件数＞
○必要があってお金を渡す時は、息子さんやお孫さ
空き巣 ：
１６件（ 〃
△７件）
んの顔を確認してから渡すようにして下さい。
振り込め ：
４９件（ 〃
△８件）
職権盗 ：
１８件（ 〃
１５件） ○警察官等がキャッシュカードを自宅に受け取
自転車盗 ：
２０７件（ 〃 △５０件）
りに行くことは絶対にありません。
ひったくり：
１件（ 〃
１件）
◎最近の犯罪傾向 区役所職員を名乗るキャッシュカード手渡し型の詐欺が発生しています。
◆運転免許の自主返納について
運転に不安を感じたら自主返納を検討しましょう
◆免許の有効期限について
元号変更による免許の有効期限忘れにご注意ください。
◆10 月1 日から自転車運転時の任意保険加入義務化

◆交通事故発生件数（令和元年９月末現在）
＜交通事故発生状況（人身事故・暫定値）＞
発生件数 ：
４００件（前年比 △２９件）
死者数 ：
０件（ 〃
△２件）
負傷者数 ：
４５３件（ 〃 △４６件）

保険の有無の確認を

◎最近の傾向 金沢区内で、交通死亡事故が発生しました。

２ 金沢区内火災・救急状況について

（金沢消防署）

＜火災状況＞（金沢区内）
区分

／

年

主な
出火原因
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９ ※令和元年度

１９

１０

９

その他の火災

９

９

０

死者

０

０
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負傷者

３

３

放火

６

１

「ひとつずつ
いいね！で確認
０
火の用心」
５

配線器具

４

０

４

たばこ

３

２

１

火遊び

３

０

３

その他

１２

１６

△４

令和元年

平成３０年

８，５４９

８，３６９

急病

５，７３８

５，６４６

一般負傷

１，５２７

１，４５１

交通事故

３９０

３９０

※区内の救急件数が
増加中です。
９２
救急車の適正利用に
７６ ついて、ご協力お願い
いたします。
０

その他（自損・加害等）

８９４

８８２

１２

建物火災

損傷被害

令和元年
２８

火災件数
火災種別

（９月末現在）

全国統一防火標語

＜救急状況＞（金沢区内）
区分

／

年

救急件数

内 訳

（備考）令和元年中の数値は速報値であり、確定値ではありません。

増△減

１８０

３ 横浜市立大学と連携した大都市制度シンポジウムの開催について
（政策局大都市制度推進課）
横浜の未来に向けた取組や横浜市が実現に向け取り組んでいる新たな大都市制度「特別自治市」の
実現による効果等について、
市民の皆様に分かりやすくお伝えするため、
大都市制度シンポジウム
「大
都市・横浜の目指すべき将来像」を開催します。
また、利用者向けチラシについて、自治会町内会への回覧をお願いします。

（配送ルート）

◆日

時 １２月８日（日） １３時３０分～１６時（開場１３時）

◆場

所 横浜市立大学金沢八景キャンパスシーガルホール（横浜市金沢区瀬戸２２－２）

◆定
◆内

員 ４５０名（参加費無料・先着申込順）１０月２１日（月）から申込受付開始
容 (1) 基調講演 「横浜の都市づくりと今後の可能性」
鈴木 伸治 氏（横浜市立大学国際教養学部教授）
(2) 研究発表 大都市が抱える課題や「特別自治市」についての横浜市大生の考察
(3) 座談会
大都市・横浜の目指すべき将来像
～新たな大都市制度『特別自治市』の実現に向けて～
望月 正光 氏（関東学院大学経済学部教授）
鈴木 伸治 氏（横浜市立大学国際教養学部教授）
橘田 誠
（横浜市政策局担当理事）
宇野 二朗 氏
（横浜市立大学国際教養学部教授）
【コーディネーター】

◆問合せ：政策局大都市制度推進課 ☎６７１－２９５２

４ 金沢八景駅北側地下通路及び金沢八景駅周辺における市民アンケート
調査について
（都市整備局市街地整備調整課）
京浜急行電鉄の金沢八景駅北側にある、駅の東西を連絡する地下通路（線路下の通路）について、
今後も安全に通行できるように、
施設所有者である京浜急行電鉄と連携して補強工事を予定していま
すのでお知らせします。
また、駅前広場や東西自由通路など、主要各施設の供用を開始した金沢八景駅周辺における整備効
果の検証として、近隣地域を対象に市民アンケート調査も実施します。
◆問合せ：都市整備局市街地整備調整課 ☎６７１－２７２３

５ 複合商業施設「ブランチ横浜南部市場」の今後の施設利用について
（経済局南部市場活用課）
令和元年９月２０日に開業した「ブランチ横浜南部市場」は、大和リース株式会社が全国に展開す
る複合商業施設ブランドで、
「つどう、つながる、ひろがる」を施設コンセプトに、地域のコミュニ
ティを育む拠点を目指しています。
つきましては、地域の皆様の積極的なご利用をお待ちしていますので、施設の利用を希望される方
は、担当までご連絡をお願いいたします。
◆施設所在地：金沢区鳥浜町１－１ （金沢シーサイドライン「南部市場駅」すぐ）
◆施設利用例：マルシェ、物販、各種飲食イベント、ステージ等
◆問合せ：経済局南部市場活用課

☎４５９－３３１３

６ 横浜市プレミアム付商品券事業に関する周知への御協力について
（経済局・こども青少年局・健康福祉局）
横浜市プレミアム付商品券を１０月１日から販売し、各登録店舗での利用を開始しています。広報
チラシを作成しましたので、周知のため貴自治会町内会でのチラシ掲示にご協力くださいますよう、
お願いいたします。

（配送ルート）

◆チラシの内容
(1) 購入引換券の交付申請期限を１１月３０日から１２月２０日までに延長
※なお、購入引換券の交付申請は住民税非課税者のみ必要
(2) 商品券の購入対象者、利用可能額、購入・利用可能期間
(3) 商品券に関するお問合せ先
※内容に応じて、お問合せ先が異なります。
◆問合せ：経 済 局 商 業 振 興 課

☎６７１－２５６９

こども青少年局企画調整課 ☎６７１－４２８１
健康福祉局企画課

☎６７１－３４２１

７ 国際園芸博覧会の招致に関するチラシの回覧について
（国際園芸博覧会招致推進課）
横浜市では、平成２７年６月に米軍から返還された旧上瀬谷通信施設において、都市基盤整備の促
進、地域の知名度やイメージの向上、さらには国内外の先導的なまちづくりに寄与するため、２０２
７年の国際園芸博覧会の招致を推進しています。
このたび、広報チラシを制作いたしましたので、広く市民の皆様にご案内させていただきたく、貴
自治会町内会での回覧にご協力をお願いいたします。
（配送ルート）
◆問合せ：政策局国際園芸博覧会招致推進課 ☎６７１－４６２７

８ 第２期横浜市子ども・子育て支援事業計画（素案）に係るパブリック
コメントの実施について
（こども青少年局企画調整課）
令和２年度から令和６年度を計画期間とする「第２期横浜市子ども・子育て支援事業計画」の策定に
向けて、幅広く市民の皆様のご意見を伺うため、素案に対するパブリックコメントを実施します。
（配送ルート）
【市民意見募集の概要】
◆募

集

期

間

１０月１７日（木）～１１月１５日（金）

◆意 見 の 提 出 方 法 (1) 郵送 ※意見募集資料付属の専用はがき（切手不要）
(2) ＦＡＸ ６６３－８０６１
(3) 電子メール kd-iken@city.yokohama.jp
◆意見募集資料配布場所 市民情報センター、各区役所広報相談係・こども家庭支援課、地区センター等
◆素 案 冊 子 閲 覧 場 所 市民情報センター、各区役所広報相談係・こども家庭支援課、地区センター、
こども青少年局企画調整課、ホームページ等
◆問合せ：こども青少年局企画調整課 ☎６７１－４２８１

９ 台風被害に係る被災者生活再建支援制度の適用について
（福祉保健課）
令和元年台風１５号又は１９号により住宅が全壊等の被害を受けられた方に対し、
被災者生活再建支
援制度による支援金を給付することとなりましたのでご報告します。１１月の広報よこはまに掲載予定
です。

（配送ルート）

◆受付開始 １０月１５日（火）
◆受付期限 基礎支援金（令和２年１０月８日まで）
、加算支援金（令和４年１０月１１日まで）
◆対

象 横浜市内居住世帯で令和元年台風１５号又は１９号による被害により、居住していた
(1) 住宅が全壊した世帯、(2) 住宅が半壊し、住宅をやむを得ず解体した世帯
(3) 住宅の敷地に被害が生じ、住宅をやむを得ず解体した世帯
(4) 住宅が大規模半壊した世帯
※（1）
（2）
（4）は「罹災証明書」の被害区分がそれぞれ「全壊」
、
「半壊」
、
「大規模半壊」である必要があります。

◆受付・問合せ：金沢区福祉保健課 ☎７８８－７８２０

10 金沢区コミュニティサロン・ガイドブック「かなサロ」の作成及び
区民利用施設での配架について
（地域振興課 地域力推進担当）
金沢区では区内７つのコミュニティサロンと協働し「金沢区つながりステーション」として、
区内のコミュニティサロンの普及及び啓発に努めています。
この度地域のコミュニテイサロンを紹介するパンフレットを更新し、区民利用施設に配架します
のでお知らせいたします。
◆問合せ：地域振興課 地域力推進担当 ☎７８８－７８０６

11 令和元年度 金沢区主要行事日程一覧について
（地域振興課 地域力推進担当）
７月区連会で配布しました「令和元年度 金沢区主要行事日程一覧」を更新しました。
今後は、１月の区連会で配布いたします。
（配送ルート）
◆問合せ：地域振興課 地域力推進担当 ☎７８８－７８０９

12 住宅用火災警報器の抽選配付について

（金沢消防署）

消防局では、住宅防火対策の新たな試みとして１１月９日から１１月１５日まで（秋の火災予防
運動期間）を住宅用火災警報器の点検強化キャンペーン期間とし、特に１１月９日を住宅用火災警
報器の「市内一斉点検の日」として推進します。
このキャンペーンの一環として、高齢者世帯に住宅用火災警報器を抽選で配付いたします。
（配送ルート）
◆配付品及び配付数

連動型住宅用火災警報器２８０組（親器と子器の２個１組）

◆対

６５歳以上の方のいる世帯

象

世

帯

◆申込方法・提出先

往復ハガキ（返信用宛名及び応募者①住所②氏名③電話番号記載）に
よる申し込み（１１月３０日消印有効）
〒240-0001 横浜市保土ケ谷区川辺町２‐９
横浜市消防局予防課住宅用火災警報器応募担当 あて

◆問合せ：消防局予防課 ☎３３４－６６０２

13 その他
（１） 「市民防災の日」金沢かわら版（１０月号）の発行について
「市民防災の日」金沢かわら版（１０月号）を発行しましたので、御覧ください。
（配送ルート）
◆問合せ：金沢消防署 予防課 ☎ ７８１－０１１９

Ⅱ 関係団体等
１「KANAZAWA Sports 魂 (soul)」第５号の回覧について
（金沢区スポーツ推進委員連絡協議会）
金沢区スポーツ推進委員の広報誌「KANAZAWA Sports 魂 (soul)」第５号の自治会町内会
への回覧をお願いいたします。
（配送ルート）
◆問合せ

金沢区スポーツ推進委員連絡協議会
事務局：金沢区地域振興課 ☎ ７８８－７８０５

第２部 金沢区町内会連合会定例会（令和元年 10 月）
Ⅰ 行政関係
１ ＩＲに関する市民説明会について

（政策局政策課）

ＩＲ（統合型リゾート）に関する横浜市の考え方等についての市民説明会を１２月から各区で開
催します。
金沢区は１２月に金沢公会堂で開催します（１２月は６区で開催。他の１２区は 1 月以降、順次
開催）
。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お知らせします。
（配送ルート）
◆問合せ：政策局政策課 ☎６７１－４１３５

２ 年末年始のごみと資源物の収集日程について

（資源循環局業務課）

年末年始の１２月３１日（火）から１月３日（金）までは、ごみと資源物の収集をお休みさせて
いただきます。日程をお知らせするための班回覧用のチラシについては、例年どおり１１月下旬に、
各自治会町内会へ配送させていただきますので、よろしくお願いします。 （１１月配送ルート）
◆収集日程について
(1) １２月３１日（火）から１月３日（金）まで、収集をお休みさせていただきます。
(2) 「燃やすごみ」は、次のとおり収集します。
「月・金曜日」の地域
「火・土曜日」の地域
年末は１２月３０日（月）まで
年末は１２月２８日（土）まで、
年始は１月６日（月）から
年始は１月４日（土）から
(3) 「資源物」については、年末は１２月３０日（月）まで、年始は１月４日（土）から通常の
曜日どおり収集します。
◆問合せ：資源循環局 金沢事務所

☎７８１－３３７５

３ 第 14 回金沢区公園愛護会のつどい開催について

（金沢土木事務所）

区内の公園愛護会同志の交流を深め、また、自治会・町内会をはじめとする地域に皆さまに広く
活動を広報・ＰＲするため「公園愛護会のつどい」を開催します。
令和元年度横浜市長表彰の受賞や、熱心な愛護会活動事例の紹介、また、金沢区と区内公園愛護会が
協働で進めている「区の花ＰＲ事業」の取り組みについて情報提供します。このほか、金沢区の特色あ
る草花についての講演、若手演奏隊によるアトラクションを予定しています。

（配送ルート）

◆日

時

１２月４日（水）１３：３０～１６：００（１３：００開場 入場無料）

◆場

所

金沢公会堂（金沢区総合庁舎隣） ※公共交通機関をご利用ください。

◆プログラム

・令和元年度の横浜市長表彰（個人・団体）
・愛護会活動事例発表
・区内の公園に牡丹を増やそう～区の花ＰＲ事業～
・講演「金沢区を歩いてみよう、植物ウォッチング」
・アトラクション「ぴあちぇーれ」ヴァイオリン、クラリネット、ピアノ

◆問合せ：土木事務所

☎７８１－２５１５

４ 「金沢区民のつどい～東京２０２０大会に向けて盛り上がろう！～」
の参加者募集について
（地域振興課）
東京２０２０大会に向けた機運醸成の一環として、
「金沢区民のつどい～東京２０２０大会に向け
て盛り上がろう！～」を開催します。
（配送ルート）
◆日 時

１１月３０日（土）１３時～１５時（開場：１２時３０分）

◆場 所

金沢公会堂

◆定 員

当日先着５００名 ※入場無料

◆内 容

太極拳演武披露（内田 愛氏）
、パラリンピックに向けた講演会（稲葉 将氏）
、
ギニア伝統音楽披露（クルマンケ氏）
、東京五輪音頭－２０２０－披露等

◆問合せ：地域振興課区民活動支援担当 ☎７８８－７８０５

５ 令和元年度自治会町内会長永年在職者表彰式及び金沢区自治会町内会長
感謝会の開催について
（地域振興課）
令和元年度横浜市自治会町内会永年在職者表彰式及び金沢区自治会町内会長感謝会は、次の日程
で開催します。
なお、表彰対象者の皆様には、別途、ご案内状を郵送させていただきます。
（配送ルート）
【横浜市自治会町内会永年在職者表彰式】
◆日 時：令和２年２月６日（木）午後２時３０分～午４時１５分（予定）
◆会 場：市長公舎
◆参加者：受賞者ご本人、来賓（市連会長、区連会長）
、市長、区長、市民局長
◆ご案内：開催当日は、区役所～会場間において、マイクロバス等により送迎を行います。
受賞者は、金沢区役所６階会議室にお越しいただくことになります。別途郵送にて
市民局からご案内いたしますので、よろしくお願いいたします。
【金沢区自治会町内会長感謝会】
◆日 時：令和２年２月１３日（木）午後３時３０分～５時（予定）
（受付：午後３時～）
◆会 場：横浜テクノタワーホテル ３階宴会場
◆申込み：１２月１２日（木）までに、案内通知（１１月配送ルート）に同封しました「はがき」
をご返信ください。
◆送 迎：当日、区役所駐車場から送迎用バスを御用意いたしますので、御利用ください。
なお、バスの利用を御希望される方は、大変恐縮ですが午後２時３０分の時間厳守
でお願いします（午後２時４０分に区役所を出発します）
。
◆その他：アルコール等の飲み物が出ますので、お車での御来場は御遠慮ください。
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１

Ⅱ 関係団体等
１．
「柴漁港秋のさかなﾌｪｱ 2019」のポスターの掲出について
（横浜市漁業協同組合 柴支所）
横浜市漁業協同組合 柴支所では「柴漁港秋のさかなフェア２０１９」を開催いたします。東
京湾・横浜の漁業をたくさんの人に知っていただくことを主眼に学び、遊び、体験するイベント
です。
遊漁船乗船体験、柴漁港でとれた海鮮の直売、柴シーサイド恵の里や地元の専門店が多数出店
いたします。
ポスターの掲出をお願いいたします。
（配送ルート）
◆日 時

令和元年１１月９日（土） 午前９時～午後２時
少雨決行・荒天時は１６日（土）に延期

◆会 場

柴漁港
シーサイドライン海の公園柴口駅より徒歩６分

◆内 容

おさかなタッチングプール、遊漁船乗船体験、珍しい魚の展示、アナゴの筒釣り、
八景島シーパラダイスのペンギンと撮影会 柴ｼｰｻｲﾄﾞ恵みの里新鮮野菜、地元模
擬店多数出展 など

◆問合せ

横浜市漁業協同組合 柴支所

☎ ７０１－８１８２

２．市民公開講座チラシの掲出依頼について
（横浜南共済病院）
地域の総合病院として、金沢区民の方々に、リウマチのことやかかりつけ医を持つ重要性を知っ
ていただきたく、市民公開講座を開催します。
この市民公開講座のチラシの掲示をお願いします。
（配送ルート）
◆日 時
令和元年１２月１３日（金） １４：００～１６：００
◆場 所
横浜市金沢公会堂 ホール
◆ テーマ 関節リウマチ概論
リウマチと上手く付き合うために
かかりつけ医を持つ重要性
◆問合せ

横浜南共済病院 経営企画課 ☎７８２－２１０１内線（１４９７）

３．特別展「聖徳太子信仰」チラシの掲出依頼について
（神奈川県立金沢文庫）
特別展「聖徳太子信仰―鎌倉仏教の基層と尾道浄土寺の名宝―」のご案内です。
鎌倉時代に高まった聖徳太子信仰のいろいろな有り様について、尾道・浄土寺をはじめとす
る各地の彫刻や古文書などの諸資料を一堂に集め、金沢文庫が管理する国宝「称名寺聖教」
中の聖徳太子信仰関係の資料とともにご紹介します。
本展覧会のチラシの掲示をお願いします。
（配送ルート）
◆日 時
◆休館日

令和元年９月２１日（土）～１１月１７日（日）
午前９時～午後 4 時 30 分 （入館は午後 4 時まで）
１０月２３日（水）
、毎週月曜日（１１月４日開館）
、１１月５日

◆問合せ

神奈川県立金沢文庫 学芸課

☎７０１－９０６９
ＦＡＸ７８８－１０６０

