第 1 部 金沢区町内会連合会定例会（令和元年７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６月末現在・既届）
【振り込め詐欺キーワード】
発生件数 ： ３２３件（前年比 △１２１件） ○還付金の返還手続きは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ときは、息子さんや
空き巣 ：
６件（
〃
△８件）
お孫さんの顔を確認してから渡すようにして
振り込め ：
３７件（
〃
△１件）
下さい。
自転車盗 ： １１７件（
〃 △１２件） ○警察官等がキャッシュカードを自宅に受け取
ひったくり：
０件（
〃
０件）
りに行くことは絶対にありません。
◎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
◆交通事故発生件数（令和元年６月末現在）
１ 運転に不安を感じたら自主返納を検討しましょう
＜交通事故発生状況（人身事故・暫定値）＞
発生件数 ： ２６３件（前年比 △１１件） ２ 運転適性相談実施中。家族も相談できます。
３ 有効期限内返納で「運転経歴証明書」を発行できます
死者数 ：
０人（
〃
△１件）
高齢者講習について
負傷者数 ： ２９８人（
〃 △１２件）
混んでいますので早めにご予約ください。

◎最近の傾向

６月中、金沢区内の人身交通事故は、前年に比べ減少傾向でした。高齢者の事故や自
転車事故が多いので注意しましょう。

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

損傷被害

主な
出火原因

令和元年

平成 30 年

増△減

１４

１３

建物火災

７

６

その他の火災

７

７

今後も引き続き、放火
をさせない、されない安
１ 全な街づくりにご協力を
０ お願いします。

死者

０

０

０

負傷者

２

１

１

放火

４

１

３

火遊び

３

０

３

たばこ

３

１

２

こんろ

１

０

１

その他

３

１１

△８

火災件数
火災種別

（６月末現在）

１

＜救急状況＞（金沢区内）
※水分補給をして熱中症から
カラダを守ろう！
救急件数
５，６１３ ５，３９５
２１８ ※急な病気やけがで
急病
３，７８０ ３，５７８
２０２ 受診の相談をしたいときは・・・
☎＃７１１９
一般負傷
９９４
９７０
２４ （携帯電話、ＰＨＳ、
内 訳
プッシュ回線の固定電話）
交通事故
２５８
２４３
１５
または
その他（自損・加害等）
５８１
６０４
△２３
☎０４５－２３２－７１１９
（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。放火欄は疑いを含みます。

区分

／

年

令和元年

平成 30 年

増△減

３ 生命を脅かす病気の子どもと家族の療養生活支援施設（小児ホスピ
ス）設立支援事業について
（医療局医療政策課）

小児がんや難病等により在宅で療養生活を送る子どもや家族の生活の質の向上を支える活動を支援
する、
「生命を脅かす病気の子どもと家族の療養生活支援施設（小児ホスピス）設立支援事業」を金沢
区で実施します。本事業へのご理解とご協力をお願いします。

◆問合せ：医療局医療政策課

☎６７１－４８２７

４ 「神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」による保険
義務化等に関するチラシの回覧について（道路局交通安全・自転車政策課）
令和元年１０月１日から実施される自転車保険等の加入義務化について広く周知するため、
「神奈川
県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」による保険義務化等に関する広報チラシの自治会
町内会での回覧につきましてご協力をお願いします。
（配送ルート）
◆問合せ：道路局交通安全・自転車政策課 ☎６７１－３８７３

５ 「地域づくり塾かなざわ」受講者の推薦について
（地域振興課地域力推進担当）
地域における課題解決の取組の活性化に向けて、地域活動を効果的に推進するノウハウや区内外の
好事例を、区民の皆様が共に学び合う講座「地域づくり塾かなざわ」を開催いたします。
各地区から、２名程度の受講者の推薦をお願いいたします。
（配送ルート）
◆開催日時
◆会
場
◆定
員
◆参 加 費
◆申
込

１０月２８日（月）～１２月６日（金）
（全３講）
金沢区役所６階２号会議室ほか
３０名（目安として各地区２名程度）
無料（フィールドワークに交通費がかかる場合は、実費自己負担）
地区連合町内会または地区社会福祉協議会の会長推薦に基づき、受講申込書を
１０月１１日（金）までに金沢区社会福祉協議会《担当：長谷川》まで提出。

◆問合せ：地域振興課 地域力推進担当 ☎７８８－７８０９

６ ラグビーワールドカップ 2019™開催に向けたファンゾーン告知ポスターの
掲出依頼について
（市民局ラグビーワールドカップ 2019 推進課）
ラグビーワールドカップ 2019™開催期間中に公式イベントである「ファンゾーン」が設置されます。
会場内では、大型スクリーンによる試合映像の放映（パブリックビューイング）やグルメ、様々なラ
グビー関連のイベント等が実施されます。
（配送ルート）
◆開 催 日 時

【 ９ 月】２０日（金）～２２日（日）
、２８日（土）
、２９日（日）
【１０月】 ５日（土）
、６日（日）
、１２日（土）
、１３日（日）
、
１９日（土）
、２０日（日）
、２６日（土）
、２７日（日）
【１１月】 １日（金）
、２日（土）
１２：００～２２：００（開催時間は開催日により異なります）

◆会場（入場料） 臨港パーク.（入場無料）
◆問合せ：市民局ラグビーワールドカップ 2019 推進課 ☎６７１－４５７８

７ 元ラグビー日本代表 吉田義人 氏による講演会参加者募集について
（地域振興課）
ラグビーワールドカップ 2019™開催都市特別サポーター（神奈川・横浜）であり元ラグビー日本代表
の吉田義人氏の講演会を開催します。多くの皆様にご来場いただくため、各自治会町内会において回覧
にご協力いただきますようお願い申し上げます。
（配送ルート）
◆日
時
◆会場・定員
◆申 込 方 法

８月１８日（日）午前１０時３０分（開場午前１０時から）
金沢公会堂 先着約６００名
氏名・電話番号記載の上、電話・ＦＡＸ・Ｅメール等で申し込み。

◆申込・問合せ：地域振興課区民活動支援担当 ☎７８８－７８０５ ＦＡＸ７８８－１９３７
Ｅメール kz-sports@city.yokohama.jp

８ ラグビーパブリックビューイング（リポビタン D チャレンジカップパシフ
ィックネーションズ2019 日本ラウンド日本代表対トンガ代表戦）について
（地域振興課）
（地域振興課）
リポビタンＤチャレンジカップパシフィックネーションズ
2019 日本ラウンド日本代表対トンガ代表
戦を金沢公会堂にて、大型スクリーンによる試合映像の放映（パブリックビューイング）を実施します。
自治会町内会において周知にご協力いただきますようお願い申し上げます。
（配送ルート）
◆日
時
８月３日（土）１８：００～２１：３０（予定）※開場１７：３０
◆会場・定員
金沢公会堂 先着約５００名
※あわせて、トークショーやラグビーで横浜を訪れる国（アイルランド、スコットランドなど）
の国歌等を歌うイベントも実施します。
◆問合せ：市民局ラグビーワールドカップ 2019 推進課 ☎６７１－４５８７

９ 横浜音祭り２０１９ 開催周知に係るポスター掲出依頼について
（文化観光局文化プログラム推進課）
９月１５日（日）～１１月１５日（金）の期間をコア期間として、日本最大級の音楽フェスティバル
「横浜音祭り２０１９」を開催します。
多くの市民の皆様にご来場いただくため、自治会町内会において、当フェスティバルのポスター掲出
をお願いします。
（配送ルート）
◆問合せ：文化観光局文化プログラム推進課 ☎６７１－３４０４

１０ その他
（１） 「市民防災の日」金沢かわら版（７月号）の発行について
「市民防災の日」金沢かわら版（７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

（２） 地域力通信「ハーモニー」令和元年度第２号発行について
金沢区内の地域における活動や、区役所の取組について紹介した広報紙を発行しました。
つきましては、自治会町内会での回覧をお願いします。
（配送ルート）
◆問合せ：地域振興課 地域力推進担当 ☎７８８－７８０９

（３） 令和元年度 金沢区主要行事日程一覧について
４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、１０月、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

Ⅱ 関係団体等
１ 第４５回金沢まつり花火大会ポスターの掲示板掲出及び交通
規制チラシの回覧について
（金沢まつり実行委員会）

第 45 回金沢まつり花火大会のポスターにつきまして、各自治会町内会の掲示板への掲出をお
願いいたします。また、花火当日の交通規制のチラシにつきまして各自治会町内会の皆様への回
覧をお願いします。
（配送ルート）
◆ 問合せ

金沢まつり実行委員会
事務局 ： 金沢区地域振興課

☎ ７８８－７８０１

２ 「福祉かなざわ」第１１１号の回覧依頼について
（横浜市金沢区社会福祉協議会）
区民参加の広報誌「福祉かなざわ」第１１１号を発行しましたので、自治会町内
会への回覧をお願いします。
（配送ルート）
問合せ 金沢区社会福祉協議会

☎ ７８８―６０８０

第２部 金沢区町内会連合会定例会（令和元年７月）

Ⅰ 行政関係

１ 国際園芸博覧会の招致について（政策局国際園芸博覧会招致推進課）
国際園芸博覧会は国際的な園芸・造園の振興や花と緑のあふれる暮らし、地域・経済の創造や社
会的な課題解決への貢献を目的に開催される博覧会です。横浜市が目指しているのは国家的プロ
ジェクトとなる博覧会で、国内では、１９９０年に大阪で開催された「国際花と緑の博覧会（花
の万博）
」があります。
横浜市は現在、旧上瀬通信施設（米軍施設跡地）への国際園芸博覧会の招致を進めております
ので、その内容についてご報告いたします。

◆問合せ：政策局国際園芸博覧会招致推進課 ☎６７１－４６２６

２ 令和元年度「見にきて身になる！ミニ体験講座」の周知について
（地域振興課 地域力推進担当）
９月１日から９月３０日までの期間、金沢区の市民公益活動と生涯学習を推進し、豊かな地域社
会づくりに資することを目的として、区内区民利用施設及びコミュニティサロン１８施設を会場に、
金沢区「街の先生」と登録団体が、全４５講座を開催します。
つきましては、事業周知のためのパンフレットの回覧をお願いいたします。
（配送ルート）

◆問合せ：地域振興課区民活動支援担当

☎ ７８８－７８０６

３ 自治会町内会のための講習会の開催について（市民局地域活動推進課）
自治会運営に関する講演と地元の町内会による事例発表をセットにした講習会です。
自治会町内会の皆さまからの多くの御参加と、会報紙の御出展をお待ちしておりますので、よろ
しくお願いします。
（配送ルート）
◆講演会・事例発表会
①日時・会場（各回定員１００名）
第１回 ８月３１日(土) 10:00～（9:30 開場）南区役所７階会議室
第２回 ９月 ８日(日) 10:00～（9:30 開場）泉区役所４階４ABC 会議室
第３回 ９月１４日(土) 10:00～（9:30 開場）港北区役所 ４階１・２会議室
②内容 ・講演（１～３回共通） 開かれた自治会町内会の運営について
（講師：水津 陽子氏 合同会社フォーティＲ＆Ｃ代表）
・事例発表 自治会町内会・連合自治会による活動事例発表（各回１事例）
◆会報紙作成講習会（同時開催：会報紙展示会）
①日時・会場

９月２１日（土）14:30～16:00 （14:00 開場）
かながわ労働プラザ ３階 ホール（中区寿町１丁目４番地）

②内容 ・
「新聞記者が教える！会報紙の作り方」
（講師：菱倉 昌二氏 神奈川新聞社編集委員）
◆募集内容
【参加対象者】 どなたでも参加できます（特に、自治会町内会運営でお困りの方、他の自治
会町内会の取り組み事例を知りたい方、会報紙に磨きをかけたい方）
。
【会報紙の出展】会報紙展示会で展示する会報紙を募集します。お寄せいただいた会報紙は、
会報紙作成講習会で教材として使用させていただきます。
◆申込方法・申込締切
【申込締切】８月１６日（金）まで
【申込方法】別紙の申込書に記入していただき、金沢区地域振興課へ持参またはＦＡＸ。
会報紙展示会に出展される場合は、会報紙２部を地域振興課へ御提出ください。
会報紙データがある場合は、Ｅメールで直接市民局地域活動推進課へお送りくだ
さい。
◆問 合 せ：地域振興課 ☎７８８－７８０２

４ 自治会町内会回覧板の送付について

（地域振興課）

金沢区役所地域振興課で、防犯啓発用回覧板を作成いたしましたので、配送ルートにて各自
治会町内会に４枚ずつ送付します。
自治会町内会での回覧にご活用ください。
（資 料 な し）
（配送ルート）
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０２

５ 食生活等改善推進員（愛称ヘルスメイト）養成セミナーの受講者募集
について
（福祉保健課）
区が活動支援を行っているボランティア「食生活等改善推進員（愛称ヘルスメイト）
」を養成する
講座の受講者募集を行います。
つきましては、チラシ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。
（配送ルート）
◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８４０

６ 「金沢区保健活動推進員会からのお知らせ」の掲示板掲出について
（福祉保健課）
金沢区保健活動推進員会が啓発チラシ「金沢区保健活動推進員会からのお知らせ～吸う人も吸わ
ない人も 軽く考えていませんか？タバコのこと！」を作成しました。
各自治会町内会の掲示板への掲出をお願いします。
（配送ルート）
◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８４０

７ 県立循環器呼吸器病センター主催公開医療講座チラシの掲示板掲出
について
（福祉保健課）
県立循環器呼吸器病センター主催の公開医療講座「狭心症・心筋梗塞にならないために～胸
痛時の対応～」を開催いたします。
つきましては周知のため、各自治会町内会の掲示板への掲出をお願いします。
（配送ルート）
◆日
時
◆会場・定員

８月３１日（土）１４：００～１６：００ ※開場１３：３０
金沢公会堂 先着５００名（事前申込不要・入場無料）

◆問合せ：県立循環器呼吸器病センター ☎７０１－９５８１

Ⅱ 関係団体等
１ 「共同募金かなざわだより」の全戸配布協力依頼について
（神奈川県共同募金会金沢区支会）

１０月１日から始まる共同募金運動に先立ち、地域の皆様に募金の使途等をお伝え
することを目的に「共同募金かなざわだより」の全戸配布を行います。
自治会・町内会の皆様のご協力をいただきますようお願いいたします。
◆送付時期
令和元年８月下旬（
「広報よこはま」９月号と同時期）
◆送付方法
配送業者から各自治会・町内会の広報配布担当者様あてに直接送付します。
◆配布手数料 1 部につき２円
◆問合せ

金沢区社会福祉協議会

☎７８８－６０８０

２ 「令和元年度 横浜市金沢区社会福祉協議会会費」の納入について
（横浜市金沢区社会福祉協議会）

令和元年度 横浜市金沢区社会福祉協議会の事業推進のためにご協力をいただきますようお
願いいたします。
◆一世帯あたりの納入依頼額 ３０円
◆各単位自治会・町内会の会長様あてに依頼文及び請求書を
送付させていただきます。
◆依頼額は令和元年６月２０日時点の自治会・町内会名簿の
世帯数に基づき算出しています。
◆納入期限 令和元年１０月３１日
◆問合せ

金沢区社会福祉協議会

☎７８８－６０８０

３ 安全・安心まちづくり旬間における地域合同防犯パトロールの実施に
ついて
（金沢区安全･安心まちづくり推進協議会）
「安全･安心まちづくり旬間（10 月 11 日～20 日）
」の間に、自治会町内会で防犯パトロールを
実施する場合、金沢警察署、金沢防犯協会、金沢区役所等の職員が出向き、合同でパトロールを
行いますので、希望する自治会町内会は、申し込みをお願いいたします。
（配送ルート）
◆地域合同防犯パトロールの実施
・１０月１１日（金）～２０日（日）
※１９日（土）は「金沢まつりいきいきフェスタ」開催のため実施できません。
・午前１０時から午後８時（開始時間）までの時間帯。
パトロール同行は３０分以内
◆申込期限
９月６日（金）
◆申込方法 別添用紙でお申込みください。
（FAX・郵送･持参）
◆申込先 〒236-0021 金沢区泥亀２－９－１
金沢区安全・安心まちづくり推進協議会事務局（地域振興課）
☎７８８－７８０１ FAX７８８－１９３７

４ 体育協会広報紙「金沢区体協だより」の回覧について （金沢区体育協会）
金沢区体育協会の活動内容の周知及び情報交換を進める広報紙、
「金沢区体協だより」につきま
して、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

金沢区体育協会

☎ ７８２－９２３４

５「シルバーウィークスペシャル」のチラシの掲出依頼について
（公益財団法人 横浜市緑の協会）
金沢動物園では、９月１４日（土）～９月１６日（月・祝）に「シルバーウィークスペシャル」
を開催します。また９月１５日（日）～９月２１日（土）は市内在住の６５歳以上の方は入園無
料です。別添チラシの掲出をお願いします。
（配送ルート）
◆日 時
◆内 容

９月１４日（土）～９月１６日（月・祝）
インドゾウバックヤードツアー「お孫さんといらっしゃい」
（９/１６のみ実施）
「シルバーアニマルガイド」
（９/１４～１６）
近隣の活動団体による「お達者ステージ」
（９/１４～１６）

◆問合せ 横浜市立金沢動物園

☎７８３－９１００

