1 部 金沢区町内会連合会定例会（令和２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
◆犯罪発生件数（令和２年６月末現在）
発生件数 ：
３０５件（前年比△１８件）
＜主な犯罪件数＞
空き巣 ：
３件（ 〃
△３件）
特殊詐欺 ：
３４件（ 〃
△９件）
自転車盗 ：
６２件（ 〃 △５５件）
ひったくり：
１件（ 〃
１件）
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（金沢警察署）

○こんな言葉を電話で聞いたら詐欺だ！
「急にお金が必要！用意して！」
「キャッシュカードを預かります！」
「ＡＴＭで医療費を還付します！」
○留守番電話設定のお願い！
「犯人は留守番電話を嫌います！」
「常に留守番電話設定を！」
「留守番電話が作動する前に取らないで！」

◎最近の犯罪傾向 家電量販店員を名乗るオレオレ詐欺が発生しています。
夏の交通事故防止運動
◆交通事故発生件数（令和２年６月末現在）
○令和２年７月１１日（土）～２０日（月）
＜交通事故発生状況（人身事故・暫定値）＞
発生件数 ：
２４４件（前年比 △１９件） スローガン
死者数 ：
負傷者数 ：

３件（ 〃
２８２件（ 〃

３件） ○安全は心と時間のゆとりから
△１７件） 〇交通ルールを守って夏を楽しく安全に

◎最近の傾向 令和２年６月３０日、道路交通法が一部改正され、妨害運転罪が創設されました。

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

火災件数
火災種別
損傷被害

主な
出火原因

（令和２年６月末現在）

令和２年

令和１年

増△減

※コンロの使用中は、目を
５ 離さず、その場から離れな

１９

１４

１５

７

その他の火災

４

７

△３ また、衣服への着火にも注

死者

１

０

負傷者

９

２

１ 意が必要です。袖口をまく
７ るなどをして、火がつかな

配線器具

３

１

２ いように心がけましょう。

こんろ

３

１

２

電灯・電話等の配線

２

０

２

放火

２

４

△２

その他

９

８

１

建物火災

８ いようにしましょう。

＜救急状況＞（金沢区内）
※急な病気やけがで受診の
相談をしたいときは・・・
救急件数
５，２０８ ５，６１３
△４０５
☎＃７１１９
内 訳 急病
３，４４５ ３，７８１
△３３６ (携帯電話、ＰＨＳ、プッシュ
一般負傷
９９４
９９０
４ 回線の固定電話)
または
交通事故
２２８
２５９
△３１
☎０４５２３２-７１１９
その他（自損・加害等）
５４１
５８３
△４２
（備考）令和２年中の数値は速報値であり、確定値ではありません。放火欄については、疑いを含みます。

区分

／

年

令和２年

令和１年

増△減

３ 横浜ＩＲ（統合型リゾート）について

（都市整備局ＩＲ推進課）

「横浜ＩＲ（統合型リゾート）の方向性（素案）
」について、今年３月６日から４月６日までの間、
パブリックコメントを実施しましたので、ご意見の件数や分類、市の考え方の概要などをご報告し
ます。
いただいたご意見などを参考に、
「横浜ＩＲ（統合型リゾート）の方向性」
（案）として、修正し
た点などについて、ご報告します。
また、市民説明会の内容と同じような情報をお伝えするため、動画を作成しています。
準備が整い次第、ウェブページに掲載します。
◆問合せ：都市整備局ＩＲ推進課 ☎６７１－４１３５

４ 横浜市における特別定額給付金について

（市民局総務課）

特別定額給付金について、早期の給付に向けて作業を行っております。最新の情報につきましては、
随時、本市ホームページや広報よこはま等において周知しておりますが、広報用ポスターを作成しま
したので各自治会町内会の掲示板への掲示について、ご協力をお願いします。
申請期限は、令和２年９月１０日（木）までです。
（掲示板）
◆問合せ：横浜市特別定額給付金コールセンター（日本語・英語・中国語）
☎：０５７０－０４５５９２ ９時～１７時（６・７月は土・日曜日・祝祭日も対応）
ＦＡＸ：０４５－６８１－８３７９
聞こえない方の問合せ用ＦＡＸです。ＦＡＸでは申請出来ませんのでご注意ください。

５ 金沢区心部まちづくり構想（素案）の意見募集について （区政推進課）
金沢文庫駅から金沢八景駅までの区域にかけての、将来的な『大規模土地利用の転換』に備えて、
「金沢区心部まちづくり構想」を策定していきます。その素案について、市民意見募集を行います。
◆意見募集期間：令和２年７月２１日（火）から令和２年８月３１日（月）まで
◆意見提出方法：郵送、ＦＡＸ、Ｅメール、または横浜市電子申請システム
◆素案閲覧場所：区役所、図書館、地区センター 他
※詳しくは、意見募集のウェブページをご覧ください。
（
「金沢区心部まちづくり構想 意見募集」で検索）
◆問合せ：区政推進課 ☎７８８－７７２９

６ 金沢消防団員募集について

（金沢消防署総務・予防課）

令和２年６月１日現在、金沢消防団の団員数は５４２人（定数５８０人、充足率約９３.４％）であ
り、定年退団等により定数を下回っています。地域防災の一翼を担う消防団員を確保するため、地域
における募集活動にご協力をお願いします。

（各単会１部）

◆消防団員とは
（１）入団資格

区内在住・在勤・在学の１８歳以上（７０歳定年）

（２）報酬

年額報酬３４，０００円、出動報酬１回３，４００円 等

（３）活動

１か月に１～２回、自治会町内会等における防災訓練指導や救命救急指導。
火災等の災害が発生した場合の、消火活動や避難誘導の活動。

◆問合せ：金沢消防署総務・予防課 ☎７８１－０１１９

７ その他
（１）
「市民防災の日」金沢かわら版（７月号）について
（金沢消防署総務・予防課）
「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。
（各単会１部）
◆問合せ：金沢消防署総務・予防課 ☎７８１－０１１９

（２）地域力通信ハーモニー令和２年度第２号の発行について
（地域振興課）
金沢区内の地域における活動や区役所の取組についての情報紙を発行いたしました。
（各単会１部）
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０９

（３） 令和２年度金沢区主要行事日程一覧について

（地域振興課）

４月区連会で配付しました「令和２年度金沢区主要行事日程一覧」を更新いたしました。今後は、
１０月、１月の区連会で配布いたします。
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０９

（各単会１部）

Ⅱ 関係団体等
１ 「第４６回（令和２年度）金沢まつりいきいきフェスタ」の中止につい
て
（金沢まつり実行委員会）
新型コロナウイルス感染症の収束が見通せず、参加者の安全確保が困難であるため、１０月１７日
（土）に予定していた第４６回金沢まつり「いきいきフェスタ」は、大変残念ではありますが、中止
することが金沢まつり実行委員会において決定されました。
なお、中止については、広報よこはま９月号でもお知らせします。
◆問合せ：金沢まつり実行委員会事務局 ☎７８８－７８０１

第２部 金沢区町内会連合会定例会（令和２年７月）
Ⅰ 行政関係
１ 令和２年民生委員・児童委員及び主任児童委員候補者の推薦について
（福祉保健課）
令和２年７月１日付委嘱の民生委員児童委員の選任につきましては、新型コロナウイルスの影
響により、１カ月遅れて８月１日付委嘱として実施されることになりました。その結果、委嘱式
も８月３日に執り行われる予定です。委員の選任について、ご協力ありがとうございました。
令和２年は、引き続き１２月に欠員補充を行います。つきましては、欠員がある自治会町内会
におかれましては、各地区推薦準備会及び連合地区推薦準備会を開催し、候補者を推薦していた
だきますよう、各自治会町内会長のご協力をお願いいたします。
また、候補者の方にご依頼する際の参考として、ＰＲ用チラシを作成いたしましたので、あわ
せてご活用ください。

（各単会１部）

◆令和２年１２月１日付委嘱
（１）推薦依頼 ７月下旬
（２）推薦準備会開催 ７月下旬から９月
（３）推薦関係書類提出期限 ９月２５日（金）
◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８２０

２ 食生活等改善推進員(ヘルスメイト)養成講座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。

（掲示板）

◆ヘルスメイト養成講座
（１）日時

各回１３時３０分～１５時３０分（全９回）

①１０月２１日（水） ②１１月５日（木） ③１１月１８日（水） ④１２月１日（火）
⑤１２月１６日（水）
⑥令和３年１月２０日（水） ⑦２月３日（水） ⑧２月１７日（水） ⑨３月３日（水）
（２）会場

金沢区役所５階 栄養相談室ほか

（３）申込

９月３０日（水）までに、電話、ＦＡＸ（住所、氏名、電話番号）
、ＱＲコード
でお申込みください。

◆問合せ・申込先：福祉保健課 ☎７８８－７８４０

ＦＡＸ７８４－４６００

３ 災害時要援護者名簿（情報共有方式）の提供について
（高齢・障害支援課）
｢情報共有方式｣による災害時要援護者の名簿提供を今年度も行います。
金沢区における説明会の予定をお知らせいたしますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
（既に協定を締結または申請中の自治会町内会を除く単会へ１部）
※「情報共有方式」とは
行政が保有する災害時要援護者の個人情報を、本人からの拒否の意思表示がない限り、協定
締結した自主防災組織等に提供します。
◆第１回説明会
（１）日時：令和２年９月１２日（土）１１時～
（２）場所：区役所１階１号会議室
（３）申込方法：令和２年９月４日（金）までに、電話またはＦＡＸでお申込ください。
◆問合せ・申込先：高齢・障害支援課

☎７８８－７７７３ ＦＡＸ７８６－８８７２

４ 災害時の避難行動について

（総務課）

これから本格的な出水期となりますが、新型コロナウイルス感染症が収束しない中での災害時
の避難行動について、内閣府・消防庁が「知っておくべき５つのポイント」を公表していますの
で、掲示板にて広く周知を図りたいと存じます。お手数ですが、ご協力いただきますよう、よろ
しくお願いいたします。
◆問合せ：総務課

（掲示板）

☎７８８－７７０６

５ 令和２年国勢調査の調査方法等の見直し及び広報ポスター掲出のお願い
について
（総務課）
令和２年国勢調査の調査員につきまして、自治会・町内会からたくさんの御推薦をいただき、
ありがとうございました。調査実施において、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一部
調査の方法等の見直しを行いましたのでお知らせいたします。あわせて、調査の実施について区
民の皆様に広くお知らせするため、自治会・町内会掲示板へのポスター掲示をお願いいたします。
（掲示板）
◆問合せ：総務課

☎７８８－７７１２

６ 新市庁舎移転に伴う什器等の再利用に向けた見学会について
（総務局管理課）
新市庁舎へ移転にあたり、新市庁舎や区役所、市関連施設等で什器の再利用を進めているところ
です。
自治会・町内会の皆様向けにも、什器の見学会（９月１３日から１５日）を旧市庁舎にて、実施
します。その場で必要な什器にマーキングを行っていただき、後日、什器をお渡しいたします。見
学を希望する方は、申込書に記載のうえ、８月３１日までに E-mail 又はFAX にて送付ください。
◆見学会
実施日

令和２年９月１３日（日）～１５日（火）
午前の部：９時３０分～１２時３０分、午後の部：１３時３０分～１６時３０分

◆見学場所

旧市庁舎（中区港町１－１）

◆申込期間

令和２年８月７日（金）９時～令和２年８月３１日（月）１７時

◆申込先

E-mail：so-chosyakanri@city.yokohama.jp ＦＡＸ：６６２－７６５０
※申込は、地区連合町内会単位となります。

◆問合せ：総務局管理課 ☎６７１－３３９５

７ 「１ year to Go!金沢区サマーフェスティバル！～東京 2020 オリンピッ
ク・パラリンピックを応援しよう！～」の開催について （地域振興課）
９月５日（土）金沢公会堂にて、
「１ year to Go!金沢区サマーフェスティバル！～東京 2020 オ
リンピック・パラリンピックを応援しよう！～」の開催に伴い、イベントチラシの掲示をお願い
いたします。

（掲示板）

◆イベントについて
（１）開催日

令和２年９月５日（土）１３時～１５時（開場：１２時３０分）

（２）申込方法 令和２年８月６日（木）９時より、電子申請（ホームページ「金沢区 東京
２０２０」で検索）または電話でお申込みください。
（先着２５０人）
◆問合せ・申込先：地域振興課

☎７８８－７８０５

８ その他
（１）消費者被害等の注意喚起ちらし「月次相談リポート」について
（経済局消費経済課）
「月次相談リポート」を発行しましたので、ご覧ください。
◆問合せ：経済局消費経済課 ☎６７１－２５８４

（各単会１部）

Ⅱ
１

関係団体等
「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「共同募金金沢区だより」の全戸配布を行います。
今年度は新型コロナウイルスの感染リスクも考慮し、できる範囲でのご協力を賜り
ますよう、お願いいたします。
◆送付時期
令和２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２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２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お願いい
たします。
なお、今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、納入期限にかかわ
らずご無理のない時期に実施していただきますよう、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２年６月１６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２年１０月３０日（金）
◆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事務局）
「安全・安心まちづくり旬間」
（１０月１１日(日)～１０月２０日(火)）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。
（各単会１部）
◆地域合同防犯パトロールの実施
・１０月１１日（日）～２０日（火）
・午前１０時から午後７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 ８月１７日（月）
◆申込方法 別添用紙でお申し込みください。
（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

