第 1 部 金沢区町内会連合会定例会（令和元年９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
◆犯罪発生件数（令和元年８月末現在）
発生件数 ：
４９３件（前年比△１４５件）
＜主な犯罪件数＞
空き巣 ：
１４件（ 〃
△８件）
振り込め ：
４７件（ 〃
△１件）
職権盗 ：
１４件（ 〃
１２件）
自転車盗 ：
１７７件（ 〃 △５０件）
ひったくり：
１件（ 〃
１件）
◆交通事故発生件数（令和元年８月末現在）
＜交通事故発生状況（人身事故・暫定値）＞
発生件数 ：
３５７件（前年比 △２４件）
死者数 ：
１件（ 〃
△１件）
負傷者数 ：
４０６件（ 〃 △３６件）
◎最近の傾向 ８月中、区内の人身交通事故は前年に
比べ増加傾向でした。自転車事故は去年よりやや増加
しています。交差点での右左折等注意しましょう。

（金沢警察署）

○還付金の返還手続きはＡＴＭではできません。
○必要があってお金を渡すときは、息子さんや
お孫さんの顔を確認してから渡すようにして
下さい。
○警察官等がキャッシュカードを自宅に受け取
りに行くことは絶対にありません。
◎最近の傾向 デパート従業員を名乗り、キャッシュ
カードをすり替える職権盗が連続発生しています。

◆運転免許の自主返納について
１ 運転に不安を感じたら自主返納を検討しましょう
有効期限内返納で「運転経歴証明書」が発行できます
２ 運転適性相談実施中。家族も相談できます。
◆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。
◆認知機能検査・高齢者講習について
現在大変込み合って予約が取りづらい状態です。
早めにご予約ください。

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
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出火原因
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いたします。
７
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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

７６

（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。

３ 金沢シーサイドラインの自動運転再開について

（道路局企画課）

金沢シーサイドラインは、事故の再発防止対策を実施し、８月 31 日（土）から自動運転を再開し
ました。再開の経緯等について、道路局及び株式会社横浜シーサイドラインからご報告させていただ
きます。
また、利用者向けポスターについて、自治会町内会への回覧をお願いします。
（配送ルート）
◆問合せ：道路局企画課 ☎６７１－３５３２

４ 防災計画修正に伴う市民意見募集の実施について
（総務局防災企画課）
横浜市では、今年度は主に大規模な事故や火災等への対策を定めた「都市災害対策編」について、
修正について検討を進めています。
そこで、計画の修正にあたり、幅広く市民の皆様のご意見を伺うため、市民意見募集を実施します
のでお知らせします。
パンフレットは区役所、市民情報センター等で配布し、本市ホームページでも公開します。
また、広報よこはま１０月号でお知らせするほか、記者発表も行う予定です。
（配送ルート）
◆募 集 期 間 １０月１日（火）～１１月１日（金）
◆意見の提出方法

(1) 電子メール so-bousaikikaku@city.yokohama.jp
(2) 郵送（消印有効）
〒231－0017 横浜市中区港町１－１ 横浜市役所５階
横浜市総務局危機管理室防災企画課
(3) ＦＡＸ ６４１－１６７７
※郵送の場合、書式は問いません。
※リーフレット添付の専用はがきは切手不要です。

◆資料の閲覧方法

ホームページに掲載するほか、市役所市民情報センター、金沢区役所総務課
でご覧になれます。

◆問合せ：総務局危機管理室防災企画課 ☎６７１－４０９６ ＦＡＸ６４１－１６７７

５ 防災スピーカーの設置について

（総務局緊急対策課）

災害時における情報伝達手段のさらなる充実のため、区役所や地域防災拠点に整備済の防災行政用
デジタル移動無線を活用し、Ｊアラートの緊急情報などを放送する「防災スピーカー」を設置します。
各年度に整備した防災スピーカーは翌年度４月１日から運用を開始します。
（配送ルート）
◆令和元年度設置場所 小田小学校、高舟台小学校
◆今後のＪアラート情報伝達試験（今年度）
令和元年１２月４日、令和２年２月１９日 いずれも午前１１時頃。
◆問合せ：総務局緊急対策課 ☎６７１－４１４１

６ 災害用備蓄食料の有効活用（無償配布）について（総務局地域防災課）
横浜市の備蓄食料を知っていただくことや家庭内での備蓄を進めていただくこと等の防災意識の
啓発や食品ロス削減の観点から、賞味期限内の備蓄食料を無償でお配りします。
（配送ルート）
◆お配りする備蓄食料 非常災害用クラッカー 300 箱（21,000 食）程度
・１箱当たりの食数 70 食
・賞味期限 2020 年３月もしくは５月
・１箱あたりの梱包の大きさ（26 ㎝×49 ㎝×37 ㎝、約 10 ㎏）
◆対 象 横浜市内の法人・団体（自治会・町内会、ＮＰＯ、社会福祉法人、企業等）
◆申込期間 10 月 21 日（月）～11 月１日（金）（申込者多数の場合抽選）
◆申込方法 郵送・ＦＡＸ・インターネットによる申し込み。
ホームページ

横浜市 備蓄有効活用

🔍 検索

◆問合せ：総務局地域防災課 ☎６７１－２０１１

７ 天皇陛下御即位奉祝記帳所の設置について

（総務課）

１０月２２日に執り行われる即位礼正殿の儀にあたり、市民の皆様の祝意をお受けするため、記帳所
を設置します。記帳は後日宮内庁へお届けします。

（資料なし）

◆日時 １０月２２日（火・祝）午前１０時～午後４時
◆場所 金沢区庁舎１階及び市庁舎
◆問合せ：総務課庶務係 ☎ ７８８－７７０４

８ 横浜市上郷・森の家のリニューアルオープンについて（市民局地域施設課）
栄区上郷町にある研修・宿泊施設「横浜市上郷・森の家」は、開館以来２７年を経過し、施設の老
朽化が進んでいましたが、平成３１年１月から行っていたＰＦＩ事業による改修工事がこの程終了
し、９月１日にリニューアルオープンしました。
横浜市民の利用は、１，０００円割引になりますので、個人やグループで是非ご利用ください。
◆問合せ：市民局地域施設課 ☎６７１－２３２７

９ 横浜マラソン２０１９開催に伴う交通規制チラシの回覧について
（横浜マラソン組織委員会事務局）（市民局）
横浜マラソン２０１９の１１月１０日（日）開催にあたり、沿道周辺で交通規制が実施されますの
で、ご理解ご協力をいただくために規制チラシの回覧をお願いします。
（配送ルート）
◆交通規制時間（コース全般） （１）一 般 道：６：３０頃～１５：３０頃
（２）首都高速：５：００頃～１６：００頃
◆問合せ：横浜マラソン交通規制コールセンター ☎２６４－６２４０（交通規制に関する問合せ）
横浜マラソン組織委員会事務局 ☎６５１－０６６６（大会全般に関する問合せ）

10 健康づくり月間事業について

（福祉保健課）

健康づくり月間事業として、金沢区三師会による講演会や相談事業をはじめ、いきいきフェスタで
の健康づくり月間コーナーなど、健康づくりに関する各種イベントを実施します。
つきましては、イベント周知のため、掲示板へのポスター掲出をお願いします。 （配送ルート）
◆歯科医師会 無料口腔がん検診（要申込）
日
時
１０月３日（木）午後１時～４時
会
場
金沢区三師会館
対
象
区内在住、在学、在勤の成人の方でお口の粘膜や歯ぐき、舌に異常や違和感、
心配のある人 ３０人抽選
申込・締切
往復はがきで金沢区三師会（〒236-0015 金沢町 48）に申込（９月１９日必着）
。
◆医療講演会「口腔がんについて」１０月１０日（木）金沢公会堂多目的室（要申込、参加無料）
【講師】横浜市立大学附属病院 歯科・口腔外科・矯正歯科教授 光藤 健司 氏
申込：９／１９～１０／３（土日・祝日除く）に電話で金沢区三師会へ申込（先着８０名）
◆相談コーナー１０月１０日（木）区役所５階
・健康相談（午後１時３０分～午後３時３０分、受付：午後３時まで）
・歯科相談（午後２時３０分～午後４時３０分、受付：午後４時まで）
・お薬相談・健康茶試飲・血流測定（午後１時～午後４時３０分、受付：午後４時まで）
問合せ：金沢区三師会へ
◆自由参加イベント（申込不要、参加無料）
（１） 動物の飼育・健康相談、無料糞便検査（１０月１日～１５日）
（２） 身近な薬局でお薬手帳を使ってお薬相談（１０月１日～１５日）
（３） 健康づくりパネル展・レシピ集配布（１０月２５日・２８日・２９日）
◆問合せ：福 祉 保 健 課
金沢区三師会

☎ ７８８－７８４０（健康づくり月間全体について）
☎ ７８２－８７８５（三師会のイベントについて）

11「秋の火災予防運動」に伴うポスターの掲出及び駅頭広報の実施について
（金沢消防署）
火災が発生し拡大しやすい時季を迎え、火災予防意識の啓発を図り、火災による死傷者の発生や
財産の焼失を防ぐことを目的として、全国一斉に「秋の火災予防運動」が実施されます。
つきましては、防火ポスターを掲示板等に掲出していただき、火災予防意識の啓発にご活用くださ
いますようお願いします。
また、駅頭において広報活動を実施いたしますので、ご協力お願いいたします。 （配送ルート）
◆秋の火災予防運動
１ 実 施 期 間
１１月９日（土）から１１月１５日（金）まで
２ 全国統一防火標語
『ひとつずつ いいね！で確認 火の用心』
３ 駅 頭 広 報
(1) 京急金沢文庫駅舎（日時：１１月 ８ 日（金）午後６時～）
(2) 京急京急富岡駅舎（日時：１１月１１日（月）午後６時～）
◆問合せ：金沢消防署 予防課 ☎ ７８１－０１１９

12 その他
（１） 「市民防災の日」金沢かわら版（８・９月号）の発行について
「市民防災の日」金沢かわら版（８・９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．第４５回金沢まつり「花火大会」のお礼及び「いきいきフェスタ」の開
催ポスター掲出について
（金沢まつり実行委員会）
第４５回金沢まつり「花火大会」は、多くの皆さまに御覧いただき、開催することができました。
皆様方の御支援・御協力に感謝申し上げます。
引き続き、金沢まつり「いきいきフェスタ」を次のとおり開催いたしますので、是非、御参加い
ただくようお願いいたします。
また、自治会町内会の掲示板へのポスターの掲出をお願いいたします。
（配送ルート）
【金沢まつり・いきいきフェスタ】
◆日 時 １０月１９日（土）午前１０時～午後３時３０分
荒天時は翌日に順延します。
◆会 場 海の公園
◆内 容 バザー・事業ＰＲコーナー、ステージ、健康づくりコーナー、
フリーマーケット、お楽しみ抽選会
など
◆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．Ａozora Ｆactory の開催について
（NPO 法人 Aozora Factory）
１０月１２日（土）に“ものづくり”企業の体験型ワークショップ「Aozora Factory」を開催し
ます。
「作る・楽しむ・共有する」をテーマに３０以上の企業や団体、横浜市立大学芦澤ゼミが協
働して、今年度は LINKAI 横浜金沢応援イベントとして開催します。
（配送ルート）
◆ 問合せ NPO 法人 Aozora Factory

☎ ７８４－２６２６

３．
「金沢ブランド展示会」の開催について （横浜金沢観光協会）
「金沢ブランド」認定商品（４３品目）の PR 展示等を通じて横浜金沢観光のブランド力向
上を目指し、さらに横浜金沢の逸品と言われる新たな地元生産物、加工物、工芸品の発掘及び
新規開発につながる交流ができるよう展示会を開催します。
別添チラシの掲出をお願いします。
（配送ルート）
◆日
時
令和元年１１月２３日(祝・土）午前１０時～午後３時
◆場
所
金沢地区センター１階体育館ほか
◆内
容
「金沢ブランド」に認定されている商品の展示、販売、
ワークショップの開催。
◆問合せ 横浜金沢観光協会

☎７８０－３４３１

４．
「金沢区 Youth(ユース) 21」第７５号の回覧について
（金沢区青少年指導員協議会）
金沢区青少年指導員協議会の広報誌「金沢区 Youth(ユース) 21」第７５号を発行しましたの
で、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 金沢区青少年指導員協議会
事務局：金沢区地域振興課 ☎ ７８８－７８０５

５．
「横浜矯正展」ポスターの掲出について
（横浜刑務所作業部門）
この「矯正展」は矯正施設における様々な活動等を広く一般社会に紹介することにより、被
収容者の改善更生を支援することを目的に開催します。
受刑者が改善更生を目指し、心を込めて作り上げた作品をご覧ください。
つきましては、ポスターの掲出をお願いいたします。
（配送ルート）
◆日時

１１月２日（土）
、３日（日）午前９時３０分～午後３時

◆会場

横浜刑務所庁舎前等

◆交通

市営地下鉄「港南中央駅」から徒歩５分
京浜急行「上大岡駅」から徒歩１５分

◆問合せ 横浜刑務所作業部門

☎８４２－００４０

６．
「防犯かながわ」第１５７号の回覧について （金沢防犯協会）
神奈川県防犯協会連合会より発行の「防犯かながわ」第１５７号を発行しましたので、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
金沢防犯協会
☎ ７８５－５６５６

７．
「更生保護かなざわ」第８９号の回覧について（金沢保護司会）
横浜市金沢保護司会の広報誌「更生保護かなざわ」第８９号を発行しましたので、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 金沢保護司会
事務局：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 9 月）
Ⅰ 行政関係
１ 金沢区生涯学習交流会「フォーラム KANAZAWA２０１９」のチラシ
回覧について
（地域振興課）
金沢区の生涯学習や地域での活動を紹介する「フォーラム KANAZAWA２０１９」を開催いたし
ますので、チラシの回覧をお願いいたします。
（配送ルート）
◆日 時：１１月１６日（土）午前１０時～午後３時３０分
◆会 場：金沢区役所、泥亀公園
◆内 容：
「街の先生」や「登録団体」の活動などの展示や体験
◆申 込：当日直接会場へ（入場無料 ※一部実費負担があります。
）
◆問合せ：地域振興課区民活動支援担当

☎ ７８８－７８０６

２ 第４期横浜市地域福祉保健計画の策定に向けた区民意識調査にかかる
お礼について
（福祉保健課）
各自治会町内会にてご協力いただいた、第４期金沢区地域福祉保健計画（愛称：いきいき金沢・
ささえあいプラン）
（令和３～７年度）策定の基礎資料となる、区民意識調査の回収状況について
ご報告します。

調査対象区分

（資 料 な し）
（配送ルート）
対象者数

回収数

回収率

7,769

4,019

51.7%

自治会町内会長等※

825

545

66.1%

福祉保健活動団体（代表）

103

90

87.4%

障害児者当事者団体（当事者）

15

10

66.7%

区民

※自治会町内会長・地区社会福祉協議会関係者、民生委員児童委員、保健活動推進員

◆調査結果は、令和２年２月の広報（区版）にて公表予定です。
アンケートの実施にあたりましては、格別の御高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
配送ルートにて、各自治会町内会長様あてに、ご協力のお礼をお送りしています。
◆問合せ：金沢区福祉保健課事業企画担当

☎７８８－７８２４

３ 訪問歯科健診について

（高齢・障害支援課）

通院が困難な在宅高齢者を対象に、訪問歯科健診を行うことにより、早期対応及び口腔機能の改善
を図ります。案内チラシの回覧をお願いいたします。

（配送ルート）

◆実施期間 令和元年９月１日～令和２年１月３１日
◆対 象 者 市内在住で歯科健診に行くことができない７５歳以上で要介護３※以上で、現在、
医療保険や介護保険において歯科に関する治療・管理を受けていない方
５４０名（先着順） ※要支援１・２、要介護１・２の方は、内科等の定期的な
訪問診療を受けている場合には対象となります。

◆内

容 歯科医師による歯科健診及び歯科衛生士による歯科保健指導（診療・治療は対象外）

◆自己負担 無料
◆申込・問合せ：金沢区在宅医療相談室 ☎・FAX７８２－５０３１（受付 平日９時～１５時）

４ ラグビーワールドカップ２０１９TM 日本大会パブリックビューイング
「日本代表 Ｖ スコットランド代表」の回覧について （地域振興課）
１０月１３日（日）金沢公会堂にて、
「ラグビーワールドカップ２０１９TM 日本大会パブリックビ
ューイング 日本代表 V スコットランド代表」開催に伴い、イベントチラシの回覧をお願いします。
（配送ルート）
◆実施日時：１０月１３日（日）１９時～ ゲストショー
（開場：１８時３０分 キックオフ：１９時４５分）
◆申込不要、当日先着５００名、入場無料
◆問合せ：金沢区地域振興課 ☎７８８－７８０５

５ 「横浜 F・マリノス・サッカー体験教室及び DeNA ランニングクラブ
アカデミー・走り方教室」の回覧について
（地域振興課）
１０月１９日（土）金沢まつりいきいきフェスタでの「横浜 F・マリノス・サッカー体験教室及び
DeNA ランニングクラブアカデミー・走り方教室」の参加募集チラシについて、貴自治会町内会で
の回覧をお願いします。
◆問合せ：金沢区地域振興課 ☎７８８－７８０５

（配送ルート）

６ 令和元年度自治会町内会長永年在職者表彰式について（地域振興課）
本年度の自治会町内会長永年在職者表彰については、昨年度同様、長期在職者の方を対象とした
市長主催による表彰式を開催し、後日別途、各区で区長主催による区長感謝会を開催します。
◆表彰対象者
在職 10 年以上（５年ごと）の皆様をお招きし、市長から表彰をさせて頂きます。
また、来賓として各区連会長の皆様にもご参加いただきたく、よろしくお願いいたします。
◆会場
市長公舎を予定しております。
◆実施時期
令和２年２月上旬～中旬の２日間を予定しております。
※１日あたり９区の受賞者をお招き、表彰を行います。
◆その他
当日は、区役所から会場への送迎を予定しております。その他、詳細は決定次第ご報告します。
◆問合せ：金沢区地域振興課 ☎７８８－７８０２

７ その他
（１） 街きれい金沢推進週間の実施に伴うごみ袋の配布について
街きれい金沢推進週間【１０月１２日（土）～１０月２０日（日）
】に伴い、各自治会町内会で
実施する地域清掃用のごみ袋を配布しますので御活用ください。
加入世帯数

（資 料 な し）
（配送ルート）
合 計

自治会町内会数

袋配布枚数

０～ ５００

１１９

２０

２，３８０

５０１～１０００

４０

３０

１，２００

１００１～１５００

９

４０

３６０

１５０１～

４

５０

２００

合

計

１７２

◆問合せ：金沢区地域振興課 資源化推進担当 ☎ ７８８－７８０８

４，１４０

Ⅱ

関係団体等

１．共同募金運動への協力について
（(社)金沢区社会福祉協議会）
自治会町内会の皆様には、共同募金運動に対し、多大なご尽力を賜り感謝申し
あげます。今年も共同募金運動（赤い羽根募金、年末たすけあい募金）は、１０月
１日から始まりますので、引き続きご理解ご協力をお願いいたします。
◆募金活動期間

１０月１日（月）～１２月３１日（月）

◆目

赤 い 羽 根 募 金
年末たすけあい募金

安

◆問合せ

額

１世帯あたり２７０円
１世帯あたり１２０円

神奈川県共同募金会金沢区支会
事務局（社）金沢区社会福祉協議会

☎ ７８８－６０８０

２．
「民事・家事調停無料相談会」の開催に伴う案内チラシの掲出について
（横浜民事調停協会）
横浜民事調停協会は、調停無料相談会を次のとおり開催いたします。
開催案内チラシの自治会町内会掲示板への掲示をお願いします。
（配送ルート）
◆日

時

◆会

場

◆内

容

◆申

込

◆問合せ

１１月２２日（金）
午前１０時～午後４時（受付終了 午後３時３０分）
横浜市開港記念会館（横浜市中区本町１－６）
みなとみらい線「日本大通り駅」徒歩１分
ＪＲ・市営地下鉄「関内駅」徒歩１０分
不動産、借金、相続、交通事故、離婚、近隣関係などのトラブル
等でお困りの方に裁判所の民事調停委員や家事調停委員が無料で
相談をお受けします。
予約不要・当日会場で受付
横浜地方裁判所 庶務第二係
横浜家庭裁判所 庶務係

☎０４５－３４５－４１０４
☎０４５―３４５－３５０５

３．「関東学院大学秋学期公開講座」のチラシ回覧について
（関東学院大学社会連携センター）
秋学期公開講座の周知を図るため、講座チラシの回覧をお願いします。
（配送ルート）
公開講座内容の詳細は、社会連携センターへお問い合わせください。
専用の申込書付きの最新ガイドブックを無料で郵送いたします。
◆受付時間

◆問合せ

平日
８時３０分～１６時３０分
土曜日 ８時３０分～１２時３０分
※日曜日・祝日は受け付けていません。
関東学院大学 社会連携センター
☎７８６－７８９２
http://univ.kanto-gakuin.ac.jp/

４．「どうぶつえんの文化祭」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、エコや環境について学ぶブース出展、焼きさんまのふるまいや
金沢区の美味しいものの販売やダンスと音楽のステージの開催など「どうぶつえん
の文化祭」を開催します。また、アニマルアートコラボ展を同時開催します。
別添チラシの掲出をお願いします。
（配送ルー
ト）
◆日
時
◆同時開催

◆問合せ

１０月１２日（土）～１０月１４日（月・祝）
アニマルアートコラボ展
１０月１２日（土）～１１月１０日（日）
横浜市立金沢動物園

☎７８３－９１００

