1 部 金沢区町内会連合会定例会（令和３年２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３年１月末現在）
発生件数 ：
３４件（前年比 △１８件）
＜主な犯罪件数＞
空き巣 ：
０件（ 〃
△１件）
特殊詐欺 ：
１件（ 〃
△６件）
自転車盗 ：
１０件（ 〃
△１件）
ひったくり：
０件（ 〃
±０件）

（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！」
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◎最近の犯罪傾向 パソコン画面に「ウイルス感染しています」等と表示され、修理名目で電子マネーを
要求される架空料金請求詐欺が増えています。
反射材を着用して交通事故防止！
令和２年中の県内の交通事故死者１４０人のうち、夜
間の歩行中に被害に遭われた方は２８人でした。夜間
の外出時は、反射材を身に着けましょう。
※反射材は、車両のライト等を反射する交通安全グッ
ズです。
◎最近の傾向 県内では、夜間・早朝や、単独の交通死亡事故が発生しています。
◆交通事故発生件数（令和３年１月末現在）
＜交通事故発生状況（人身事故・暫定値）＞
発生件数 ：
４８件（前年比
＋４件）
死者数 ：
０件（ 〃
△２件）
負傷者数 ：
５２件（ 〃
＋３件）

２ 金沢区内火災・救急状況について

（金沢消防署）
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＜救急状況＞（金沢区内）
区分
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※急な病気やけがで受診の
相談をしたいときは・・・
☎＃７１１９
(携帯電話、ＰＨＳ、プッシュ
回線の固定電話)
または
☎０４５２３２-７１１９

その他（自損・加害等）
８７
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△２３
（備考）令和３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。

３ （仮称）小柴貯油施設跡地公園一部公開時期の変更と名称決定について
（環境創造局公園緑地整備課）
（仮称）小柴貯油施設跡地公園の第一期エリアについては、一部公開時期を令和３年夏ごろに変更
させていただくことになりました。
また、地域の皆様のご意見を伺うなど検討を進めた結果、公園の名称を「小柴自然公園」とさせて
いただくことになりましたので、併せてご報告いたします。
◆問合せ：環境創造局公園緑地整備課 ☎６７１－４６１１

４ 「横浜水缶」販売の終了について

（水道局サービス推進課）

昭和５６年から、災害時における市民の皆さまの飲料水備蓄を促進することを目的に「横浜水缶」
を販売してきましたが、令和３年３月末をもって水缶販売を終了します。
◆販売終了の理由
製造事業者から、家庭での缶の需要が増加していることなどから水缶製造を打ち切りたいとの申
し入れがあり、水道局として検討した結果「横浜水缶」の製造・販売の終了はやむを得ないと判断し
ました。
◆販売受付終了日
令和３年２月２８日（日）
（水道局お客さまサービスセンターで受付：☎８４７－６２６２）
◆今後の水の備蓄について
「はまっ子どうし The Water」
（保存期間：製造日から２年間）での備蓄をご検討ください。
１ケース：500ml×24 本、水道局直販価格：2,400 円、送料：10 ケースまで 200 円
◆問合せ：水道局サービス推進課 ☎６７１－３０７３

５ 新たな劇場整備の検討について

（政策局劇場計画課・芸術創造課）

「横浜市新たな劇場整備検討委員会」より提言をいただいたのでご報告します。
新たな劇場の重要な役割である、次世代育成や地域の文化活動の活性化などについて、市民の皆様
と直接意見交換を行うワークショップを開催するなど、地域からの声を聴きながら検討します。
（各単会１部）
◆問合せ：政策局劇場計画課・芸術創造課 ☎６７１－４３９９、４１９８

６ 横浜ＩＲ（統合型リゾート）について

（都市整備局ＩＲ推進課）

１ ＩＲ（統合型リゾート）事業説明会について
ＩＲ事業説明会のオンライン参加、サテライト会場の申込みを締め切りましたが、当日のライブ
配信（You Tube）は申込み不要でご視聴いただけます。また、緊急事態宣言延長に伴い、第１回～
第５回までのサテライト会場は中止します。
２ 横浜特定複合観光施設設置運営事業 実施方針について
１月２１日（木）に横浜におけるＩＲ区域の整備の意義及び目標、本事業を実施する上で必要と
なる要件や設置運営事業予定者の選定方法などＩＲ区域の整備の実施方針等を公表するとともに、
ＩＲ施設の設置・運営を行おうとする民間事業者の公募も開始しました。
３ 「横浜ＩＲを考えるシンポジウム」のＹｏｕＴｕｂｅ横浜市公式チャンネル公開について
１２月２０日に開催しました「横浜ＩＲを考えるシンポジウム」をＹｏｕＴｕｂｅ横浜市公式チ
ャンネルで公開しています。なお、インターネット環境がない方向けに、市民情報センター、各区
の図書館で DVD の閲覧・貸出を行っています。
◆ＩＲ事業説明会公式チャンネル

◆横浜ＩＲを考えるシンポジウムのホームページ

◆問合せ：都市整備局ＩＲ推進課 ☎６７１－４１３５

７ 令和２年度福祉保健のつどい 中止について

（福祉保健課）

新型コロナウイルス感染拡大防止による緊急事態宣言の延長に伴い、令和２年度金沢区福祉保健の
つどいを中止します。
◆福祉保健のつどい（中止）
（１）日時：令和３年３月６日（土） 午後１時３０分～４時
（２）場所：金沢公会堂
（３）内容：第１部 第４６回金沢区社会福祉功労者表彰及び感謝式典
第２部 基調講演及び地区事例発表
◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８２４

８ 「春の火災予防運動」に伴うポスターの配布について
（金沢消防署総務・予防課）
火災が発生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「春の火災予防運動」が実施されます。
つきましては、防火ポスターを配送させていただきますので、火災予防意識の啓発にご活用いただ
きますようお願い申し上げます。

（各単会５部）

◆春の火災予防運動
（１）実施機関
３月１日（月）～３月７日（日）
（２）全国統一防火標語
「その火事を 防ぐあなたに 金メダル」
※ 例年皆様にご依頼し実施している駅頭広報につきましては、今回緊急事態宣言を受け、消防
職員のみで実施することを予定しています。
◆問合せ：金沢消防署総務・予防課 ☎７８１－０１１９

９ 新型コロナウイルスワクチン接種について（情報提供）

（総務課）

新型コロナウイルスワクチン接種に向け、国の示す接種順位等に従って、全ての市民の方々が市
内各所でワクチンの接種を受けられるよう準備しております。
この度、
４月に予定されている接種開始に向けて記者発表を行いましたのでお知らせいたします。
（各単会１部）
◆問合せ：総務課 ☎７８８－７７０６

１０ その他
（１）地域力通信ハーモニー令和２年度第４号の配布について
（地域振興課）
金沢区地域情報誌「ハーモニー第４号」を発行しました。前号に引き続き、新型コロナウイルス感
染症対策を工夫して実施した地域活動を取材しましたので、ご覧ください。
（各単会１部）
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０９

（２）
「市民防災の日」金沢かわら版（２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（２月号）を発行しましたので、ご覧ください。
（各単会１部）
◆問合せ：金沢消防署総務・予防課 ☎７８１－０１１９

第２部 金沢区町内会連合会定例会（令和３年２月）
Ⅰ 行政関係
１ 令和 3 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１２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、１２月１日に委嘱式を
実施し、委嘱状の伝達を行いました。委員の選任のご協力ありがとうございました。
令和３年は、７月及び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。
◆令和３年７月１日付委嘱
（１）推薦依頼 ２月下旬
（２）推薦準備会開催 ３月～４月
（３）推薦関係書類提出期限 ４月２６日（月）
◆令和３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 ６月～８月
（３）推薦関係書類提出期限 ９月下旬
◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８２０

（各単会１部）

２ 広報紙の配布について

（区政推進課）

「広報よこはま」
「県のたより」
「ヨコハマ議会だより」の配布について、令和３年度も各世帯
への配布に御協力くださいますようお願いいたします。
なお、配布担当者や配布部数の変更がありましたら、別添の変更連絡票にて御連絡をお願いし
ます。

（各単会１部）

◆広報配布謝金
（１）
「広報よこはま」

１部あたり９円

（２）
「県のたより」

１部あたり８円

（３）
「ヨコハマ議会だより」

１部あたり４円

◆配布謝金の支払い
「広報よこはま」
「県のたより」及び「ヨコハマ議会だより」を合わせて、年度内に２回
（令和３年９月と令和４年３月）に分けてお支払いします。
◆送付時期と送付方法
毎月末日までに、配送業者を通じて貴団体の配布担当者へお届けします。
※令和４年１月号は、令和３年１２月２９日までにお届けします。
※各世帯へは、毎月１日～１０日までに配布をお願いします。
◆配布担当者や部数などの変更連絡先
区政推進課広報相談係 ☎７８８－７７２２ FAX ７８４－９５８０
※毎月１０日までにご連絡いただければ、翌月分の配布に間に合います。
◆問合せ：区政推進課広報相談係
市民局広報課広報紙担当

☎７８８－７７２２
☎６７１－２３３２

議会局秘書広報課広報等担当（ヨコハマ議会だよりに関すること） ☎６７１－３０４０

３ 金沢区における区民文化センターについて

（区政推進課）

令和２年９月に金沢区内 14 連合町内会、金沢区選出県市議会議員及び特定非営利活動法人横浜金
沢文化協会の連名で、
「金沢区における区民文化センターの整備要望について」の要望書をいただき
ました。
この度、金沢区における区民文化センターの整備に向けた基礎調査等の予算案が計上されました
◆問合せ：市民局地域活動推進課 ☎６７１－２３１７
ことを報告します。
◆令和３年度予算案
２款１項２目 文化芸術創造都市推進費 文化施設整備事業
１，０００千円（金沢区における基礎調査等）
金沢区における区民文化センターの整備に向けた基礎調査等を実施します。
具体的には、ご要望いただいている金沢八景駅東口に隣接する市有地の基礎調査を行います。
◆問合せ：区政推進課 ☎７８８－７７２９

４ 「金沢区おうちでエクササイズ！」のチラシ掲示について
（地域振興課）
新型コロナウイルス感染症の影響で自宅で過ごす時間が増え、運動不足になる方が増えているた
め、自宅でできる様々なエクササイズ動画を YouTube に投稿し、自宅でもできるエクササイズ動画
を紹介します。
つきましては、本取組のチラシ掲示についてご協力をお願いいたします。
なお、動画は右記 QR コードまたはホームページ「金沢区おうちでエクササイズ」で検索してい
ただくと閲覧できます。

◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０５

（ポスター掲示）

Ⅱ 関係団体等
１ 令和３年度共同募金運動への協力依頼及び令和２年度各種募金の中間報
告について
（金沢区社会福祉協議会）
令和３年度共同募金運動への自治会町内会を通じた戸別募金にご協力をお願いします。
１ 実施時期 ：令和３年１０月１日 ~ １２月３１日
２ 目標額 ：２７，７６０，０００円
（内訳）広域計画分 １０，１５０，０００円
地域計画分 １７，６１０，０００円
一世帯あたり目安額
３９０円（令和２年度と同額）
◆ 添付資料
（1）赤い羽根共同募金 寄付と配分の仕組みと実績
（2）令和２年度共同募金実績
（日本赤十字社会費・更生保護協会賛助金を含む）

◆問合せ

金沢区社会福祉協議会

☎７８８－６０８０

