1 部 金沢区町内会連合会定例会（令和３年５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４月末現在）
発生件数 ：
１９０件（前年比 △３０件）
＜主な犯罪件数＞
空き巣 ：
６件（ 〃
３件）
特殊詐欺 ：
１４件（ 〃
△１１件）
自転車盗 ：
４７件（ 〃
△１件）
ひったくり：
１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 家電量販店員を騙るオレオレ詐欺が発生しています。
◆交通事故発生件数（令和３年４月末現在）
＜交通事故発生状況（人身事故・暫定値）＞
発生件数 ：
１９４件（前年比
１８件）
死者数 ：
０件（ 〃
△３件）
負傷者数 ：
２１６件（ 〃
＋１５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 二輪車の関係する交通事故が昨年に比較して増加しています。

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）
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＜救急状況＞（金沢区内）
区分

内 訳

／

年

※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）
３７１
３７８
△７
（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）
新型コロナウイルスのワクチン接種について、５月１７日以降に各区の公会堂などで集団接種が、
５月下旬から医療機関での個別が順次接種が始まりますので、現在の状況について報告させていただ
きます。また、医療機関名簿（区版）掲出のご協力をお願いいたします。
なお、医療機関名簿（全市版）は区役所・ケアプラザで５月中旬から配布するとともに、５月下旬
にはタウンニュースへ区版を掲載する予定です。

（掲示板）

◆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、ポスター掲示について】
健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当 ☎６７１－４８４２

４ 警戒レベル（避難情報）の変更について
（総務局危機管理室危機管理室緊急対策課）
令和元年６月から全国的に警戒レベルを用いた避難情報が発令（配信）されていますが、内閣府の
風水害対策の検討により、令和３年５月中に、警戒レベルの「避難情報の名称」が変更されます。
◆警戒レベル（避難情報）の変更【全国統一で変更されるもの】
（１）警戒レベル３の名称見直し
「避難準備・高齢者等避難開始」⇒「高齢者等避難」
（２）警戒レベル４の「避難勧告」と「避難指示（緊急）
」を ⇒「避難指示」に一本化
（３）警戒レベル５の位置づけ変更
「災害発生情報」⇒「緊急安全確保」
◆警戒レベル（避難情報）の文例（本市から配信）
緊急速報メール、防災情報 E メール、ツイッター等の警戒レベルの表記を変更します。
【文例】緊急速報メール（土砂災害警戒情報が発表された場合）
横浜市 【警戒レベル４】 避難指示
こちらは横浜市です。
〇月〇日〇時〇分、横浜市北部の一部地域に避難指示を発令しました。
対象地域：即時避難指示対象区域としてあらかじめお知らせしている区域
◆問合せ：総務局危機管理室緊急対策課 ☎６７１－２０６４

５ 横浜市防災スピーカーの運用及び設置工事について（総務局緊急対策課）
１ 防災スピーカーからの放送について
災害時の情報伝達手段のさらなる充実のために設置した「防災スピーカー」について、各区役
所から、各区独自の緊急を要する防災情報などを放送できるようになりました。
２ 防災スピーカーの設置工事について
防災スピーカーは令和元年度から３年度までの３か年にわたって設置工事を進めています。
令和３年４月までに１００か所の設置工事が完了しており、令和３年度は９０か所の設置工事
を実施します。

（各単会１部）

◆スピーカー設置場所
（令和３年４月までの設置工事完了分）
小田小学校、高舟台小学校、富岡消防出張所、西柴中学校、能見台南小学校
（令和３年上期工事、令和３年１０月運用開始（予定）
）
釜利谷小学校、能見台消防出張所
（令和３年下期工事・令和４年４月運用開始（予定）
）
釜利谷南小学校、富岡小学校、能見台小学校
◆問合せ：総務局緊急対策課 ☎６７１－３４５８

６ 令和３年度金沢区運営方針について

（区政推進課）

令和３年度金沢区運営方針を策定しましたので、その内容についてお知らせします。
◆基本目標：地域の皆様と共に考える、挑戦する、つくる！
～訪れたい、住みたい、住み続けたいまち 金沢を目指して～
◆問合せ：区政推進課 ☎７８８－７７２９

（各単会１部）

７ 横浜ＩＲ（統合型リゾート）について

（都市整備局ＩＲ推進課）

１ 横浜イノベーションＩＲシンポジウムの録画配信について
３月２７日（土）にオンラインで開催した「横浜イノベーションＩＲシンポジウム」の録画映像を横浜
市ＨＰ等で配信します。
２ ＩＲ事業説明会実施結果の公表について
２月から３月にかけてオンラインで開催したＩＲ事業説明会のアンケート結果を横浜市ＨＰで公表し
ました。
◆横浜イノベーションＩＲシンポジウム

◆ＩＲ事業説明会のＨＰ

◆問合せ：都市整備局ＩＲ推進課 ☎６７１－４１３５

８ 第８期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進
計画（よこはま地域包括ケア計画）の策定について
（健康福祉局高齢健康福祉課）
よこはま地域包括ケア計画「第８期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推
進計画（計画期間：３年度～５年度）
」の計画概要及び、同計画期間における介護保険料について報告
します。

（各単会１部）

◆問合せ：健康福祉局高齢健康福祉課 ☎６７１－３４１２

９ 新たな劇場整備の検討内容の紹介リーフレットについて
（政策局劇場計画課・芸術創造課）
新たな劇場整備については、令和元年度から「横浜市新たな劇場整備検討委員会」において検討を
進め、昨年１２月に提言をいただきました。
提言の内容につきましては、本年２月開催の市連会・区連会でご報告をさせていただきましたが、
このたび、検討の内容を分かりやすくお伝えするリーフレットが完成しましたので配布します。
（各単会１部）
◆問合せ：政策局劇場計画課 ☎６７１－４３９９
政策局芸術創造課 ☎６７１－４１９８

１０ その他
（１）
「市民防災の日」金沢かわら版（５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（５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５月）
Ⅰ 行政関係
１ 「広報よこはま」５月号配送に係るお詫びについて （市民局広報課）
「広報よこはま」５月号の配送につきまして、配送予定の遅れや配送部数の誤り等が発生し、
自治会町内会の皆様に多大なるご迷惑をおかけいたしました。誠に申し訳ございません。
委託業者と早急に調整を行い、６月号の配送から改善を行ってまいります。 （各単会１部）
◆問合せ：市民局広報課 ☎６７１－２３３２

２ 地域防災活動支援に向けた研修等のご案内について（総務局地域防災課）
地域防災活動支援に向けた研修等のご案内をいたします。

（各単会１部）

◆防災・減災推進研修＜基礎編＞
地域の防災活動を進めるうえで参考となる知識を学んでいただく研修です。
１ 対象者
「町の防災組織」メンバーの方、２名まで推薦可
２ 研修内容
【講義】
「横浜市の防災対策について知ろう」
【事例紹介】
「地域の事例を学ぼう」
【グループワーク】
「地域の特性を踏まえた事前の備えを考えよう」
３ 日程
６月２５日（金）
、２６日（土）
、２９（火）
、３０日（水） 防災センター（横浜駅）
７月３日（土）栄区役所（本郷台駅）
７月１０日（土）旭区役所（鶴ヶ峰駅）
７月１３日（火）
、１４日（水）
、１６日（金） 中区役所（関内駅）
７月１７日（土）青葉区役所（市が尾駅）
７月３１日（土）金沢区役所（金沢文庫駅）
◆防災・減災推進研修＜支援編＞
地震火災や風水害の備えなど地域特性に応じた防災活動について、
アドバイザーを派遣して支
援する研修です。
１ 対象者
自治会・町内会等
２ 研修内容
地域における被害想定、風水害への備え、地震火災への備えなど６つのプログラムから最大
３つまでの希望内容をもとに研修内容、日程を調整します。※１地域１日１～３時間程度。
３ 申込要件
研修参加者（５人以上）の確保および研修実施場所の確保
◆＜基礎編＞＜支援編＞申込方法
郵送、ＦＡＸまたは電子メールにて、６月１０日（木）
（必着）までに申込ください。
◆「防災学習コンテンツ」
（無料ウェブサイト）
コロナ禍においても自宅で防災について学ぶことができる動画やクイズ等を掲載した
「防災学
習コンテンツ」
（無料ウェブサイト）を本市ホームページ上で公開しました。一部動画を収めた
DVD を配布しますので、地域の防災活動にご活用ください。
【URL】https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/chiikibousai
横浜市 防災学習コンテンツで検索
◆問合せ：総務局地域防災課 ☎６７１－３４５６

３ 家具転倒防止対策助成事業のご案内

（総務局地域防災課）

地震時の家具の転倒から身を守るために、一定の要件を満たす方に対して家具転倒防止器具の取
付けを無償で代行します（取付員を派遣します。器具代は申請者のご負担となります）
。
（各単会１部）
◆同居者全員が、下記の①～⑥のいずれかであること
①６５歳以上 ②身体障害者手帳の交付を受けている
③愛の手帳（療育手帳）の交付を受けている ④精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている
⑤介護保険法による要介護または要支援の認定を受けている ⑥中学生以下
◆相談窓口：ＮＰＯ法人横浜市まちづくりセンター
☎ ０４５－２６２－０６６７ ＦＡＸ：０４５－３１５－４０９９
（横浜市（総務局地域防災課）が委託している事業者になります。
）
◆問合せ：総務局地域防災課

☎ ６７１－３４５６

４ 「根岸住宅地区跡地利用基本計画及び横浜市立大学医学部・附属２病院
等の再整備構想」の策定について
（政策局大学調整課）
根岸住宅地区においては、返還後の土地利用の基本方針を「根岸住宅地区跡地利用基本計画」と
して示すとともに、同地区を横浜市立大学医学部・附属２病院等再整備の最有力候補地として検討
を進めること等を「横浜市立大学医学部・附属２病院等の再整備構想」として令和３年３月に策定
しました。これらについて、その概要をご報告します。
◆問合せ：政策局大学調整課 ☎６７１－４２７３

５ 風水害(台風等)における避難場所について

（総務課）

これから集中豪雨（梅雨）や台風の多い時期に入るため、風水害時（台風など）における金沢区
内の避難場所及び感染症対策についてお知らせします。

（各単会１部）

◆横浜市南部に土砂災害警戒情報が発表された場合の避難場所
①西柴中学校（西柴一丁目２３－１） ②釜利谷東小学校（釜利谷東二丁目１２－１）
③大道小学校（大道二丁目３－１） ④六浦地区センター（六浦五丁目２０－２）
⑤関東学院大学 横浜・金沢八景キャンパス１２号館（六浦東一丁目５０－１）
◆特別警報の発表が想定される場合の追加避難場所
⑥富岡小学校（富岡西七丁目 13－１） ⑦能見台小学校（能見台三丁目 32－１）
⑧並木中学校（並木三丁目４－１） ⑨金沢区役所（泥亀二丁目９－１）
◆問合せ：総務課 ☎７８８－７７０６

６ 令和３年度「家庭防災員自主活動補助金申請」の募集について
（金沢消防署総務・予防課）
横浜市では、家庭防災員の活動を支援するための助成制度があります。
つきましては、地域の家庭防災員の皆様に当制度をご紹介いただき、家庭防災員が行う自主活動
の企画実施に、御支援、ご協力をお願いいたします。

（各単会１部）

◆補助金の概要
申請者：家庭防災員
申請方法：
「家庭防災員自主活動補助金交付申請書」
（第１号様式）に必要事項を記入し、
加入する自治会町内会長から申請内容の確認を受けた後、郵送（切手貼付）又は
金沢消防署までご持参ください。
提出先：金沢消防署総務・予防課（金沢区総合庁舎１階）
〒２３６－００２１ 横浜市金沢区泥亀２－９－１
提出期限：令和３年７月１２日（月）必着
◆問合せ：金沢消防署総務・予防課

☎７８１－０１１９

７ 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
１

関係団体等

令和３年度二輪車交通事故防止強化月間・暴走族追放強化月間
について
（金沢区安全・安心まちづくり協議会）
令和３年度二輪車交通事故防止強化月間・暴走族追放強化月間にあたり、多発する
二輪車の交通事故を防止するため、二輪運転者の交通安全意識を高める運動を区民総
ぐるみで展開するとともに、暴走族追放気運を醸成して暴走族への加入防止と離脱の
促進を図るため、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

２

「第 16 回自転車マナーアップ小学生大会」の開催延期につい
て
（金沢区安全・安心まちづくり協議会）
３月の町内会連合会定例会で、自転車による交通事故を減少させるための「第 16 回
自転車マナーアップ小学生大会」を５月 22 日（土）に開催することをお知らせしまし
たが、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、６月５日（土）に延期いたしまし
たので、参考としてお知らせいたします。
◆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

令和３年度日本赤十字社会費募集ならびに金沢区更生保護
協会賛助金への協力について
（横浜市金沢区社会福祉協議会）

日本赤十字社会費ならびに金沢区更生保護協会賛助金にご協力をお願いします。
なお、新型コロナウィルス感染症防止の観点から実施時期にかかわらず無理のない時期
にご協力をお願いします。
（1） 実施時期
令和３年６月１日 ~ ６月３０日
（2） 一世帯当たりの依頼額目安額（昨年同額）
日本赤十字会費
２００円
金沢区更生保護協会賛助金
２０円
（3） 会費、賛助金の納入方法
お近くの郵便局で納入（振込取扱票を同封します）
横浜市金沢区社会福祉協議会でも受け付けます。
◆問合せ

金沢区社会福祉協議会

☎ ７８８―６０８０

