1 部 金沢区町内会連合会定例会（令和３年６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５月末現在）
発生件数 ：
２４５件（前年比
△５件）
＜主な犯罪件数＞
空き巣 ：
６件（ 〃
３件）
特殊詐欺 ：
１７件（ 〃
△１２件）
自転車盗 ：
６２件（ 〃
８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 家電量販店員を名乗る預貯金詐欺が発生しています。
◆交通事故発生件数（令和３年５月末現在）
＜交通事故発生状況（人身事故・暫定値）＞
発生件数 ：
２３１件（前年比
２８件）
死者数 ：
１件（ 〃
△２件）
負傷者数 ：
２５４件（ 〃
２５件）

二輪車交通事故防止強化月間
暴走族通報強化月間
６月１日（火）～３０日（水）
～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の割合が県下平均より高くなっています。

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
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年

火災件数

（令和３年５月末現在）
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令和２年

増△減

※放火による火災が発生し
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火災種別

損害程度

主な
出火原因

＜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）
４７１
４５９
１２
（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、現在の状況をご報告いたします。

（各単会１部）

◆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 東京 2020 オリンピック・パラリンピック PR ポスターについて
（市民局オリンピック・パラリンピック推進課）
東京 2020 オリンピック・パラリンピック開催について、広く市民の皆様に周知させていただきたく、
貴自治会町内会掲示板へのポスターの掲出をお願いいたします。

（掲示板）

◆東京 2020 オリンピック・パラリンピック概要
（１）日程：オリンピック期間

令和３年７月２３日（金）～８月８日（日）

パラリンピック期間 令和３年８月２４日（火）～９月５日（日）
（２）横浜での競技：野球・ソフトボール（横浜スタジアム）
、サッカー（横浜国際総合競技場）
◆問合せ：市民局オリンピック・パラリンピック推進課 ☎６７１－３６９０

５ 横浜ＩＲ（統合型リゾート）について

（都市整備局ＩＲ推進課）

１月２１日、実施方針及び募集要項等を公表し、事業者の公募を開始しました。その後、最初の資格審査通
知日である２月１５日に、１者が審査を通過したことを公表しました。
そして、最終の通知日である５月３１日に、２者が通過していることを公表しました。
◆問合せ：都市整備局ＩＲ推進課 ☎６７１－４１３５

６ マンホールトイレ設置助成制度について （環境創造局管路保全課）
自主的な防災活動を積極的に行っている組織（町内会、マンション）に対し、マンホールトイレ設
置助成を行います。

（各単会１部）

【助成の対象】
①上部構造物（パネル又はテント、便器）
②下部構造物（上部構造物の設置に必要な排水管及び汚水ます）
③容量２００リットル以上の雨水タンク及び付属品
【助成金額】
マンホールトイレ設置に要する費用の９/１０以内（上限３０万円）
【募集期間】
令和３年８月１６日（月）～令和４年１月２８日（金）
【募集件数】
予算の上限に達した時点で受付終了
【申請・問い合わせ先】
環境創造局管路保全課 下水道普及担当
※ 区役所では申請を受け付けておりません。申請を検討される際は管路保全課へご相談ください。
◆問合せ：環境創造局管路保全課 ☎６７１－２８２９

７ 内水（ないすい）ハザードマップの改定について
（環境創造局下水道事業マネジメント課）
市民の皆様の防災意識を高め、自助・共助を支援することを目的として大雨時に下水道管や水路からの浸水
が想定される区域や浸水する深さを示した内水ハザードマップを公表しています。気候変動の影響による大雨
の増加や、本市においても観測史上最大となる降雨を令和元年に観測したことなどを踏まえ、内水ハザードマ
ップの改定を行いました。改定した内水ハザードマップは６月２８日より横浜市ウェブサイトに公表いたしま
す。

（各単会１部）

◆問合せ：環境創造局下水道事業マネジメント課 ☎６７１－２８３８

８ 浸水ハザードマップ発行について

（総務局地域防災課）

これまで、洪水と内水のハザードマップは、別々に作成・配布していました。
この度、浸水に関する情報（洪水・内水・高潮）を、市民の皆さまが利用しやすいよう１冊にまと
めました。区内全世帯・全事業所へお送りしますのでご活用ください。
◆問合せ：総務局地域防災課 ☎６７１－２０１１

（業者配送）

９ 「ＹＯＫＯＨＡＭＡビーチスポーツフェスタ２０２１」の開催について
（市民局スポーツ振興課）
今年も金沢区海の公園を会場に、ビーチバレー、ビーチハンド、ビーチサッカー、ビーチテニスの４競技の
大会を開催します。
なお、会場周辺の皆様におかれましては、ご理解・ご協力をお願いいたします。
◆日程及び競技スポーツ種目
７月３１日（土）
、８月１日（日）
ビーチバレー、ビーチハンド、ビーチサッカー、ビーチテニス
◆問合せ：公益財団法人横浜市スポーツ協会 スポーツ事業課 ☎６４０－００１８

１０ その他
（１）
「市民防災の日」金沢かわら版（６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（６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

Ⅱ 関係団体等
１ 第７１回社会を明るくする運動実施に伴うポスター掲示依頼について
（金沢保護司会）
第７１回「社会を明るくする運動」の実施にあたり、区民への周知・啓発を図るためポスター
の掲示をお願いいたします。
◆問合せ：金沢保護司会
事務局 金沢区社会福祉協議会 ☎７８８－６０８０

（掲示板）

第２部 金沢区町内会連合会定例会（令和３年６月）
Ⅰ 行政関係
１ 旧ログ金沢跡地への地域ケアプラザ・コミュニティハウス及び特別養護
老人ホームの複合施設の整備状況について
（健康福祉局地域支援課）
（健康福祉局高齢施設課）
地域ケアプラザ・コミュニティハウス及び特別養護老人ホームの複合施設が、ログ金沢跡地（柴
町）に、令和４年度に開設する予定です。
令和３年６月に、特別養護老人ホームを整備・運営する民間事業者により建物工事が始まりま
したので、進捗状況や今後のスケジュール等についてご説明します。

（各単会１部）

◆各施設の開所時期について（予定）
令和３年６月

着工

令和４年６月

しゅん工

８月
令和５年３月

特別養護老人ホーム開所
地域ケアプラザ・コミュニティハウス開所

◆問合せ：健康福祉局地域支援課 ☎６７１－４０４７
健康福祉局高齢施設課 ☎６７１－４１１９

２ 小柴自然公園の一部公開と見学会の開催について
（環境創造局公園緑地整備課）
小柴貯油施設跡地に整備中の小柴自然公園について、第一期エリアの一部を 7 月末に公開する
予定です。公開に先立ち、関係者向け見学会を開催いたしますのでぜひご参加ください。
（各単会１部）
◆見学会概要
（１）開催日時：７月２０日（火）午前１０時～１１時３０分
（自由入場・自由退場です。上記のご都合の良い時間にお越しください。少雨決行）
（２）参加方法：直接会場にお越しください。
（３）交通案内
電車：金沢シーサイドライン幸浦駅より徒歩１０分
長浜ホールまたは並木第四小学校を目標にご来園ください。
お車：公園南側の工事用車両出入口より入場
自転車：長浜ホール側入り口に駐輪場がございますのでご利用ください。
◆問合せ：環境創造局公園緑地整備課 ☎６７１－４６１１

３ 海の公園海水浴場の開設について

（環境創造局南部公園緑地事務所）

海の公園では、例年７月第２土曜日から８月３１日にかけて、海水浴場を開設しています。
今年（令和３年度）は、感染症対策を徹底の上、海水浴場を開設いたします。
◆問合せ：環境創造局南部公園緑地事務所 ☎８３１－８４８４

４ 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 令和３年度金沢区青少年指導員協議会活動への協力費の負担について
（金沢区青少年指導員協議会）
令和３年度金沢区青少年指導員協議会で行う青少年健全育成活動への協力費として、各自治会・
町内会に活動協力費納入のご依頼をお送りします。
なお納入時期につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、無理のない範囲で
お願いいたします。
（各単会１部）
◆活動協力費：１世帯あたり １０円
◆問合せ：金沢区青少年指導員協議会事務局（金沢区役所地域振興課内）
☎７８８－７８０５

２ 令和３年度金沢区スポーツ協会の事業協力費の依頼について
（金沢区スポーツ協会）
令和３年度金沢区スポ―ツ協会の事業協力費の依頼について、書面開催にて実施いたしました「令
和３年度金沢区スポーツ協会評議員会」で承認いただきましたとおり、各自治会町内会一世帯あたり
２０円の事業協力費を依頼します。
なお納入時期につきましては、
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から無理のない範囲でお願
いいたします。
（各単会１部）
◆事業協力費：１世帯あたり ２０円
◆問合せ：金沢区スポーツ協会事務局（金沢スポーツセンター内）
☎７８２－９２３４

３ 令和３年度夏の交通事故防止運動について
（金沢区安全・安心まちづくり協議会）
令和３年度夏の交通事故防止運動が令和３年７月１１日から２０日の１０日間実施されること
から、夏特有の解放感による無謀運転などにより交通事故が多発することが懸念される夏期にお
いて、市民一人ひとりが交通安全について考え、交通ルールの遵守と交通マナーの向上に取り組
むことを通じて交通事故防止の徹底を図るため、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

４ 「第 16 回自転車マナーアップ小学生大会」開催の再延期について
（金沢区安全・安心まちづくり協議会）
５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」開催について６月５日（土）に延期することをお知らせしましたが、ま
ん延防止等重点措置の期間延長のため更に延期し、６月２６日（土）に開催することとしました
ので、参考としてお知らせ致します。
◆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

５ 自衛官制度説明会開催のお知らせについて
（防衛省自衛隊上大岡募集案内所）
防衛省自衛隊では、１８歳から３３歳未満の陸・海・空自衛官を募集しています。
８月に現職の体験談を聞く制度説明会を実施します。開催日、開催場所および内容等の詳細はホー
ムページをご覧ください。
つきましてはポスターの掲示をお願いいたします。

（掲示板）

◆開催期間 令和３年８月１０日～８月１５日（各日１３時から）
◆掲示期間 令和３年８月１５日まで
◆問合せ：防衛省・自衛隊神奈川地方協力本部上大岡募集案内所☎８４４－０８９５

６ 企画展「江戸時代の称名寺」チラシの掲出依頼について
（神奈川県立金沢文庫）
企画展「江戸時代の称名寺」のご案内です。称名寺に伝わった江戸時代の古文書、聖教、絵図、
棟札などから江戸時代の称名寺の姿を復元します。中世にうまれた典籍や聖教が、江戸時代にど
のような歴史をたどったのかを、関連する資料から追っていきます。
つきましては、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

５月２８日（金）～７月２５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

◆6 月 20 日（日）まで事前予約制にて開館しております。また新型コロナウイルス感染症の状況
により、20 日以降も事前予約制を設ける可能性があります。予約は
お電話、FAX か金沢文庫 HP の電子申請システムで受け付けております。
◆問合せ

神奈川県立金沢文庫 学芸課

☎７０１－９０６９
ＦＡＸ７８８－１０６０

