1 部 金沢区町内会連合会定例会（令和３年４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３月末現在）
発生件数 ：
１２５件（前年比 △４８件）
＜主な犯罪件数＞
空き巣 ：
２件（ 〃
１件）
特殊詐欺 ：
１１件（ 〃
△１０件）
自転車盗 ：
２９件（ 〃
△１４件）
ひったくり：
１件（ 〃
１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 区役所職員を名乗る還付金詐欺が発生しています。
◆交通事故発生件数（令和３年３月末現在）
＜交通事故発生状況（人身事故・暫定値）＞
発生件数 ：
１５５件（前年比 ＋１１件）
死者数 ：
０件（ 〃
△３件）
負傷者数 ：
１７１件（ 〃
＋８件）

自転車マナーアップ強化月間
５月１日（土）～３１日（月）
～ご協力をお願いします～

◎最近の傾向 ６５歳以上の方の交通事故が多く発生しています。

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

損害程度

主な
出火原因

（令和３年３月末現在）
令和３年

令和２年

増△減

※コンロによる火災が発生

△１ しています。

１１

１２

建物火災

９

９

０ コンロの使用中は、目を離

その他の火災

２

３

△１ さず、その場から離れない

死者

１

０

負傷者

１

６

△５ また、衣服への着火にも注

こんろ

３

１

電気機器

２

０

２ 意が必要です。袖口をまく
２ るなどをして、火がつかな

たばこ

１

１

０ いように心がけましょう。

電灯・電話等の配線

１

３

△２

その他

４

７

△３

１ ようにしましょう。

＜救急状況＞（金沢区内）
区分

内 訳

／

年

令和３年

令和２年

増△減

救急出場件数

２，６４０

２，８７０

△２３０

急病

１，７４８

１，８５３

△１０５

一般負傷

４７０

５６７

△９７

交通事故

１３３

１２５

８

※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）
２８９
３２５
△３６
（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 （新型コロナウイルスワクチンの接種の状況について）
（健康福祉局健康安全課）
４月から開始をしているワクチン接種について、現時点の状況及び今後の見通しについて、情報提
供いたします。

（各単会１部）

◆新型コロナウイルスワクチン接種の個別通知は、４月下旬に 80 歳以上と 75～79 歳の方、
５月中旬に 70～74 歳と 65～69 歳の方にお送りできるよう、段階を設けて準備を進めていま
す。各接種手法の開始時期は、施設接種は４月 12 日の週、集団接種は５月中旬、個別接種
は６月以降を予定しております。
また、新型コロナウイルスワクチンに関する「ワクチン NEWS」を創刊いたしましたの
で、ご覧ください。
◆問合せ：
【ワクチン接種全般について】横浜市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
☎０１２０－０４５－０７０
※受付時間：９時から 19 時（土、日、祝・休日も実施）
FAX ：０５０－３５８８－７１９１
※耳の不自由な方の問合せ FAX 番号です
【本資料について】

健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当
☎６７１－４８４１

４ 横浜ＩＲ（統合型リゾート）について

（都市整備局ＩＲ推進課）

横浜イノベーションＩＲの広報冊子を４月１日に発行しました。本冊子は２０２０年３月２７日発行の日経
マガジンスタイル「統合型リゾート（ＩＲ）特集号」を一部転載し、発行したものです。
横浜イノベーションＩＲに関する経済評論家の岸博幸氏と平原副市長の特別対談や横浜国立大学大学院都
市科学部長（当時）川添裕氏、横浜青年会議所第７０代理事長 三村悠三氏の取材記事を掲載しています。
そのほか、
「横浜イノベーションＩＲが目指すこと」など、ＩＲや横浜イノベーションＩＲに関する情報等
も掲載しています。
◆問合せ：都市整備局ＩＲ推進課 ☎６７１－４１３５

（各単会１部）

５ 健康ウォーキング普及チラシ「ひと駅歩きで健康に」の啓発について
（福祉保健課）
福祉保健課健康づくり係では、毎日忙しく、運動をすることが難しい方（主に働く世代）に向けて、
通勤時間などを利用して最寄り駅のひと駅手前から歩くことをおすすめしています。
京浜急行線及びシーサイドラインの各駅間の距離（最短０．６ｋｍ～最長２．４ｋｍ）を記載した
ルートマップや、ご自身で歩いた数を１，０００歩ごとにマス目を埋めて達成度合いを確認できる歩
数記録表を掲載したチラシを作成しましたので、産業関係団体等と連携して啓発を行います。
ぜひ、地域でもご活用ください。
◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８４０

６ その他
（１）
「市民防災の日」金沢かわら版（４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（４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

（２）
「金沢区統計要覧２０２０－２０２１」のホームページ掲載について
（総務課）
金沢区の各種統計数値等を紹介する「金沢区統計要覧２０２０-２０２１」を金沢区役所ホームペー
ジに掲載します。
◆「金沢区統計要覧」で検索
◆問合せ：総務課 ☎７８８－７７１２

（３）令和３年度 金沢区主要行事日程一覧について

（地域振興課）

１月区連会で配付しました「令和３年度金沢区主要行事日程一覧」を更新いたしましたので、ご確
認をお願いいたします。

（各単会１部）

◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０９

（４）地域力通信ハーモニー令和３年度第１号の回覧について
（地域振興課）
金沢区地域情報誌「ハーモニー令和３年度第１号」を発行しました。今号では、皆様の地域に寄り
添う地域支援チームの令和３年度メンバーのご紹介をさせていただきます。
自治会町内会での共有と、可能な限り、回覧をお願いいたします。
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０９

（回覧板）

Ⅱ 関係団体等
１ 「第 47 回（令和３年度）金沢まつり花火大会及びいきいきフェスタ」の
中止と協賛金の取扱いについて（金沢まつり実行委員会）
新型コロナウイルス感染症の終息が見通せないことから、大変残念ではありますが、今年度の
「花火大会」及び「いきいきフェスタ」の中止を、金沢まつり実行委員会において決定しました。
そのため、地区連合町内会及び各自治会・町内会に例年依頼している協賛依頼は行いません。次
年度こそは、金沢の夜空に「大輪の花」を咲かせたいと思いますので、ご協力のほど、よろしく
お願いいたします。
◆問合せ：金沢まつり実行委員会事務局（地域振興課内） ☎７８８－７８０１

２ 令和３年度九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間について
（金沢区安全・安心まちづくり協議会）
令和３年度九都県市一斉の自転車マナーアップ強化月間にあたり、広く区民に周知するため、
横浜市実施要綱の配布を依頼します。

（各単会１部）

◆問合せ：金沢区安全・安心まちづくり推進協議会事務局（地域振興課内）
☎７８８－７８０１

３ 金沢区民生委員児童委員協議会広報誌「かなざわ民児協だより第５６号」
の配付について（金沢区民生委員児童委員協議会）
民生委員児童委員の活動を広く知っていただくため、金沢区民生委員児童委員協議会の広報誌「か
なざわ民児協だより」第５６号を発行いたしました。
つきましては、可能な範囲での回覧のご協力をお願いいたします。
（回覧板）
◆問合せ：金沢区民生委員児童委員協議会（福祉保健課内）☎７８８－７８２０

４ 「金沢区 Youth(ユース) 21」第７６号の回覧について
（金沢区青少年指導員協議会）
各自治会町内会長にすでにお送りしている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７６号（令和２年３月発行）ですが、金沢区青少年指導員の活動を紹介するものでございます
ので、可能な範囲での回覧のご協力をお願いいたします。
（回覧板）
◆問合せ：金沢区青少年指導員協議会事務局（金沢区地域振興課内）
☎７８８－７８０５

５ 青少年見守り活動のポスターの掲示について
（金沢区青少年指導員協議会）
例年、青少年指導員がスクールゾーンを巡回し、登下校の見守りについてのチラシ配布やポスティ
ング、声掛けを行う「スクールゾーンキャンペーン」を実施しておりましたが、新型コロナウイルス
感染拡大防止の観点から従来の活動を変更しました。
つきましては啓発ポスターの掲示をお願いしま
す。
（掲示板）
◆問合せ：金沢区青少年指導員協議会事務局（金沢区地域振興課内）
☎７８８－７８０５

６ 「更生保護かなざわ」第９１号・第９２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９１号・第９２号を発行しましたので、
自治会町内会での可能な範囲での回覧のご協力をお願いいたします。
（回覧板）
◆問合せ 金沢保護司会
事務局：金沢区社会福祉協議会 ☎ ７８８－６０８０

７ 「福祉かなざわ」第１１４号の発行について
（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１１４号は令和２年１１月１日に発行されたものです。
自治会町内会での可能な範囲での回覧のご協力をお願いいたします。是非ご覧ください。
（回覧板）
◆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３年４月）
Ⅰ 行政関係
１ 横浜市長選挙執行に伴う依頼について

（金沢区選挙管理委員会）
（総務課）

令和３年８月２２日（日）を期日として横浜市長選挙が執行されます。
つきましては、選挙執行にあたり御協力をいただきますようお願いいたします。
（各単会１部）
◆選挙期日等
（１）選挙期日：令和３年８月２２日（日） （８月８日（日）告示）
（２）投票所 ：区内３６か所
（３）期日前投票所：
・金沢区役所６階（８月９日（月）～８月２１日（土）８時３０分～２０時）
・金沢スポーツセンター（８月９日（月）～８月２１日（土）９時３０分～２０時）
・横浜市立大学総合体育館（８月１８日（水）～８月１９日（木）９時３０分～２０時）
（４）開票所：横浜市立大学総合体育館（予定）
◆地区連合自治会町内会に御依頼する事項
（１）投票日当日の投票管理者１人の推薦（推薦期限：６月７日（月）
）
※投票立会人２人と投票事務従事者については、後日投票管理者に推薦を依頼します。
（２）期日前投票所の投票立会人２人の推薦（推薦期限：６月７日（月）
）
◆各自治会町内会に後日御依頼する事項
（１）選挙公報の配布
（２）選挙啓発（PR）ポスターの掲出
◆問合せ：金沢区選挙管理委員会事務局（総務課内）☎７８８－７７１２

２ 令和２年度家庭ごみ収集量の実績（速報値）について
（資源循環局政策調整課）
家庭ごみ収集量は、新型コロナウイルス感染症の影響で、緊急事態宣言発出期間中を中心に、
家で過ごす時間が長くなったことにより、前年同時期と比べ増加しました。
新型コロナウイルス感染症の影響下にあっても、ごみ処理は市民生活に必要不可欠な業務であ
り、決して止めることはできません。コロナ禍においても市民の皆様が日常生活を安心して送れ
るよう、感染症対策を徹底し、ごみの収集・運搬・処理・処分を確実に継続していきます。
・燃やすごみ

約 1 万 9,000 トン（3.5％）増加

・缶・びん・ペットボトル

約 4,000 トン（8.1％）増加

・プラスチック製容器包装

約 3,000 トン（5.3％）増加
収集量

燃やすごみ
令和２年度
令和元年度
増減

566,576
547,191
19,385
(3.5％)

缶・びん・
ペットボトル
57,965
53,625
4,340
(8.1%)

【単位：トン】
プラスチック製容
器包装
54,755
52,013
2,742
(5.3%)

◆問合せ：資源循環局政策調整課 ☎６７１－２５０３

３ 環境事業推進委員のご推薦にかかるお礼について
（地域振興課資源化推進担当）
各自治会町内会から御推薦をいただいた１９８名の方に、委嘱状と活動手引きを郵送しました。
◆今年度は、新型コロナ感染拡大防止の為、委嘱式を中止し委嘱状と活動手帳を環境事業推進委
員の方に郵送しました。
推薦にあたりましては、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、推薦のお礼をお送りしています。
（各単会１部）
◆問合せ：地域振興課資源化推進担当 ☎７８８－７８０８

４ 街きれい金沢推進週間の実施に伴うごみ袋の配付について
（地域振興課資源化推進担当）
街きれい金沢推進週間（５月８日（土）～５月１６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

自治会町内会数

袋配布枚数

（各単会１部）
合 計

０～ ５００

１２０

２０

２，４００

５０１～１０００

３９

３０

１，０８０

１００１～１５００

９

４０

３６０

４
１６９

５０

２００
４，０４０

１５０１～
合

計

◆問合せ：地域振興課資源化推進担当 ☎７８８－７８０８

５ 地域活動推進費補助金及び防犯灯維持管理費補助金、町の防災組織活動
補助金「申請書類の個別相談と受付」の実施について
（地域振興課）
地域活動推進費補助金及び防犯灯維持管理費補助金、町の防災組織活動補助金の申請について、
担当職員がマンツーマンで、申請書類の内容を確認し、書類の受付を行います。
自治会町内会長や会計担当の方など申請事務にかかわる方はぜひご参加ください。
（各単会１部）
◆日時及び会場
（１）５月２９日（土）１３時～１６時 区役所６階６０１窓口
（２）６月２６日（土）９時～１２時

区役所６階６０１窓口

◆申込み
事前申込みは不要です。直接会場へお越しください。
※平日（月曜～金曜：８時４５分～１７時）も適宜受け付けています。可能な範囲で事前に来
庁日時をご連絡ください。
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１

６ 令和３年度 新任自治会町内会長研修会の開催について（地域振興課）
新たに自治会町内会会長に就任される方を対象に研修会を開催いたします。
つきましては、新任自治会町内会長の方で参加を御希望される方はお申込みください。
（各単会１部）
◆日時・会場 ※(1)、(2)は同内容。
（１）５月１９日（水）１０時～１１時３０分 区役所５階１号会議室
（２）５月２９日（土）１０時～１１時３０分 区役所５階１号会議室
◆内容
（１）地域の防犯について
（２）交通安全について
（３）防災訓練について
（４）金沢区町内会連合会の役割について
（５）依頼事務・補助金申請手続きについて
・地域活動推進費・防犯灯維持管理費の補助について
・町の防災組織活動費補助金について
（６）緊急時情報システムについて
（７）活動支援について
（８）質疑応答
◆対象
令和３年度に新たに自治会町内会長に就任される方
◆申込
５月１０日（月）までに区役所地域振興課あてＦＡＸ、E メール等でお申し込みください。
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１ FAX７８８－１９３７
Ｅメール kz-chikatsu@city.yokohama.jp

７ 自治会町内会館整備について

（地域振興課）

令和４年度に自治会町内会館を新築・購入、増築、改修、修繕の補助申請を予定している自治
会町内会は、事前に御相談のうえ、関係書類を期日までに御提出ください。

（各単会１部）

◆申請書類：事前に御相談いただいたうえで、自治会町内会長へお渡しします。
◆提 出 先：金沢区地域振興課
◆提出期限：令和３年７月頃予定（事前に御相談いただいたうえで、期日を御案内します。
）
◆留意事項
（１）申請（予定）については、総会での承認が必要です。
（総会資料及び議事録が必要です。
）
（２）申請受付予定団体の決定は、令和４年度予算確定後となります。
（令和４年３月末頃）
（３）会館整備費補助申請を予定されている団体は、必ず事前に地域振興課に御相談ください。
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０２

８ 自治会町内会・地区連合町内会アンケート調査報告書の送付について
（市民局地域活動推進課）
３月市連会・区連会定例会におきまして、標記アンケートの調査結果を速報版としてお知らせ
いたしました。
このたび、調査報告書が完成いたしましたので、自治会町内会長様へ一部ずつ配付させていた
だきます。今後の自治会町内会活動に対する本市施策の資料とさせていただくとともに、自治会
町内会の皆様におかれましても今後の活動のご参考にしていただければ幸いです。
（各単会１部）
◆問合せ：市民局地域活動推進課 ☎６７１－２３１７

９ 第３３期横浜市スポーツ推進委員候補者の推薦及び委嘱について（お礼）
（地域振興課）
各自治会町内会からご推薦をいただいた１０８名の方に、４月８日（木）に委嘱式を行い、委
嘱状を交付させていただきました。
推薦にあたりましては、格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

（各単会１部）

◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０５

１０ 保健活動推進員の推薦に対するお礼と委嘱に関するご報告について
（福祉保健課）
各自治会町内会からご推薦をいただいた２２２名（３月３０日時点）の方に、委嘱させていた
だきます。新型コロナウイルス感染症の影響を受け、委嘱状の直接交付は各地区代表の方のみと
し、代表以外の方には郵送での交付とさせていただきました。
推薦にあたりましては、格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

（各単会１部）

◆委嘱状交付（代表の方のみ）
令和３年４月２２日（木） １０時～１０時３０分 ５階１号会議室
◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８４０

１１ 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。また、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。
◆問合せ：経済局消費経済課 ☎６７１－２５８４

（掲示板）

Ⅱ 関係団体等
１ 特別展「武蔵国鶴見寺尾郷絵図の世界」チラシの掲出依頼について
（神奈川県立金沢文庫）
特別展「武蔵国鶴見寺尾郷絵図の世界」のご案内です。
鶴見地域の景観を描いた「武蔵国鶴見寺尾郷絵図」とその関連資料を展示するとともに、近
隣の法華寺(横浜市港北区)に伝来した「大般若経」を始めとする神奈川県下の「大般若経」
を一堂に集め、中世東国の信仰世界をご紹介します。
本展覧会のチラシの掲示をお願いします。
（掲示板）
◆日 時
◆休館日

３月２６日（金）～５月２３日（日）
午前９時～午後４時３０分 （入館は午後４時まで）
毎週月曜日、４月３０日（金曜日）
、５月６日（木曜日）

◆問合せ

神奈川県立金沢文庫 学芸課

☎７０１－９０６９
ＦＡＸ７８８－１０６０

２ パンフレット「自治会町内会加入のご案内」の申込について
（金沢区町内会連合会）
自治会町内会の加入促進策としてパンフレットを作成しています。
このパンフレットが必要な場合は、
「金沢区自治会町内会加入のご案内申込票」に必要事項
を記入のうえ事務局へお申込みください。
後日郵送にてお届けします。
（各単会１部）
◆問合せ

金沢区町内会連合会 事務局
〒236-0028 金沢区洲崎町 1-18
☎ ７８０－３４３２
ＦＡＸ３４９－７０３５

３ 自治会町内会長バッチ等の有料頒布について
（金沢区町内会連合会）
横浜市共通の自治会町内会長バッチを有料頒布いたしますので、ご希望の方は、お申し出く
ださるようお願いいたします。
（各単会１部）
◆ 頒布価格
単位自治会町内会長バッチ
１，６００円
地区連合自治会町内会長バッチ
３，８００円
◆ 問 合 せ（申込み）
金沢町内会連合会

☎ ７８０－３４３２

