第 1 部 金沢区町内会連合会定例会（平成 25 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（金沢警察署）
◆犯罪発生件数（平成25 年１月〜４月末までの累計）
発生件数 ：４３７件（前年同時期比較△７３件）
＜主な犯罪件数＞
空き巣他 ： ２５件（
〃
＋１３件）
振り込め ：
９件（
〃
＋ ５件）
自転車盗 ：１４５件（
〃
△３６件）
ひったくり
１０件（
〃
＋２件）

◆空き巣急増！
空き巣が急増しております。
戸締りの確
認、早めの点灯、郵便物をためない等、注
意しましょう。

◆５月は自転車マナーアップ強化月間で
◆交通事故発生件数（平成25 年１月〜４月末までの累計） す。
発生件数： １９１件（前年同時期比較 △４８件） ※自転車は車道が原則、歩道は例外
死者数 ：
１人（
〃
±０人）
※車道は左側を通行
負傷者数： ２２８人（
〃
△６６人）1
※歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行

２「県民のまもり」第２９３号の回覧について（金沢警察署）
県警広報紙「県民のまもり」第２９３号を発行しましたので、回覧をお願いします。
（配送ルート）
◆問合せ：金沢警察署 ☎７８２−０１１０1

３ 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

主な
出火原因

平成 24 年

増△減

東日本大震災から２年

１７

１ が経過しました。いま

１２

８

その他の火災

６

９

４ 一度、身近な「家庭の
△３ 備え」について考えて

死者

０

０

負傷者

６

４

たばこ

４

０

４ 防火標語

食用油加熱出火

３

０

３ 「消すまでは 心の警報

１１

１７

建物火災

損傷被害

平成 25 年
１８

火災件数
火災種別

（平成25 年１月〜４月末までの累計）

その他

±０ みましょう。
２ ※平成25年度全国統一

△６

ＯＮのまま」

＜救急状況＞（金沢区内）
区分

内 訳

／

年

平成 25 年

平成 24 年

救急件数

３，１５４

３，０２６

１２８

急病

２，０５１

１，９３８

１１３

一般負傷

５４５

５０８

３７

交通事故

１８２

２２３

△４１

その他

３７６

３５７

１９

（自損・加害等）

増△減

※住宅火災による死者
発生抑制と被害の軽減
を図るためにも、住宅
用火災報知器の設置を
お願いします。
※ＡＥＤの取扱いな
ど、応急手当を覚えて、
あなたも救命のリレー
の第一走者に！

４ 「横浜市防災計画「震災対策編」２０１３」概要版及び減災パンフレッ
ト「わが家の地震対策」の配布について
（総務局危機対処計画課）
横浜市防災計画「震災対策編」２０１３」概要版及び減災パンフレット「わが家の地震対策」を
作成しましたので、配布させていただきます。
家庭や地域での防災・減災対策に御活用ください。
（配送ルート）
◆問合せ：総務局危機対処計画課 ☎６７１−４３５９2

５ 津波警報伝達システムについて

（総務局情報技術課）

横浜市では平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災を教訓として、大地震による津波の発
生が予想される場合に、津波による浸水が予測される区域に対し、市民の皆様が少しでも早く避難
行動がとれるよう、屋外スピーカーを使って避難を呼びかける「津波警報伝達システム」を整備し
ました。
◆運用開始日：平成２５年４月から開始
◆放送する情報：気象庁から発表される津波情報を受け、設置したすべての屋外スピーカーから自
動的に大津波警報、津波警報及び津波注意報を一斉に放送します。また、避難指
示、避難勧告及び避難の呼びかけ等を市役所や区役所から個別に放送します。
◆設置箇所：沿岸８区８９箇所（金沢区内１６箇所）
◆問合せ：総務局情報技術課 ☎６７１−３４４５3

６ 「津波警報伝達システムの訓練放送の実施」について

（総務課）

平成２５年３月末、金沢区内１６箇所に津波警報伝達システムが設置されたことに伴い、区内一
斉に訓練放送を実施します。
併せて、訓練放送実施案内のチラシの回覧及びポスター（Ａ４）の掲出をお願いします。
◆実施日時：平成２５年７月１３日（土）１０時４５分ころ（雨天実施）
（配送ルート）
◆問合せ：総務課 ☎７８８−７７０６3

７ 金沢区防災計画「震災対策編」の改定について

（総務課）

金沢区では横浜市防災計画「震災対策編」の改訂に伴い、金沢区防災計画「震災対策編」を修正
しました。
今回の計画で修正した特徴として、区内の揺れによる被害及び液状化による被害を明記するとと
もに、新たに津波による被害想定や予防対策、避難対策等を記載しました。
さらに、行政、防災関係機関、住民組織及び事業所の代表者で構成する金沢区防災対策会議を設
置し、それぞれが情報を共有し、また連携して地域の情勢を踏まえて防災対策を推進していきます。
◆運用開始日：平成２５年６月１日
◆問合せ：総務課 ☎７８８−７７０６3

８ 金沢区総合庁舎整備事業 実施設計の経過報告について
（市民局地域施設課）
横浜市では、金沢区総合庁舎（公会堂・区役所・消防署）の再整備事業を現在進めております。
実施設計のこれまでの経過報告、並びに平成 25 年度に行う予定の内容について報告します。
①新庁舎バリアフリー意見交換会を実施しました。
②ギャラリー・区民活動センターが一体となった空間づくり
③地中熱・緑化の検討などを進めています。
④金沢らしさのある庁舎・公園デザイン
◆問合せ：市民局地域施設課 ☎６７１−２０８６4

９ 「横浜音祭り２０１３」の開催について

（文化観光局文化振興課）

昨年開催しました「Dance Dance Dance＠YOKOHAMA 2012」に続き、今年は横浜芸術アクション
事業「横浜音祭り２０１３」が開催されます。
あらゆる音楽ジャンルの壁を取り去って、年齢や経験に関係なく誰でも気軽に参加できる新たな
音楽フェスティバル。観光施設・港・公園など、さまざまなロケーションを背景に世界中の音楽が
響きあい、豊かな音色が街中にあふれます。
◆期間：平成２５年９月２０日（金）〜平成２５年１１月３０日（土）
（７２日間）
◆会場：横浜みなとみらいホール、市内各所の文化観光施設ほか
◆ジャンル：すべてのジャンル
◆問合せ：文化観光局文化振興課 ☎６７１−４３７６4

10 平成２５年度金沢区運営方針について

（区政推進課）

平成 25 年度の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いたします。
◆基本目標：地 域 の 皆 さ ま と 共 に 考 え る 、 挑 戦 す る 、 つ く る ！
誰もが、訪れたくなる、住みたくなるまち・金沢を目指して
◆目標達成に向けた施策
（１）過去も未来も出発 振興 ！〜歴史・観光・産業・大学で魅せるまち〜
（２）子育て応援！あふれる ホッと がここにある
（３）地域の皆さまと共にスクラム組んで、地域活性化にトライ！
（４）防災・防犯力向上！〜育てよう人材、つくろう共助〜
◆区役所がすすめる区民サービス向上の施策
来庁される皆さまへの「まごころ」あふれる区役所づくり
◆目標達成に向けた組織運営
（１）地域の皆さまとの つながり を強化
（２）区役所内チーム力の向上
（３）職員一人ひとりの知識・行動力の向上
（配送ルート）
◆問合せ：区政推進課 ☎７８８−７７２６5

11 「環境にやさしい、美しいまち金沢」推進事業本部会議の開催について
（区政推進課）
金沢区役所で「環境にやさしい、美しいまち金沢」推進事業本部会議を開催します。ヨコハマ３
Ｒ夢（スリム）プランや温暖化対策等に関して、情報共有を行いますので、御出席をお願いしま
す。
※会議開催に関する通知文は、既に郵送させていただいております。
◆開催日時：平成２５年６月５日（水） １０時から１２時まで
◆問合せ：区政推進課 ☎７８８−７７２９

12 災害時要援護者支援事業の進捗状況について

（高齢・障害支援課）

災害時要援護者支援事業については、現在、条例の改正を踏まえ、災害時要援護者の個人情報提
供に関する具体的な手続等を進めておりますので、進捗状況を御報告します。
◆災害時要援護者の個人情報提供の根拠条例について
「横浜市震災対策条例（以下「条例」という。
）
」の全部改正により、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、自主防災組織等に提供する、
「情報共
有方式」を選択することができるようになります。
（条例は、個人情報提供に関する規定を除いて
平成２５年４月１日施行。
（個人情報提供に関する規定は１０月施行予定）
）
。
◆対象者
（１） 介護保険の要介護・要支援認定を受けている方で、ア〜ウのいずれかに該当する方
ア 要介護３以上の認定を受けている方
イ 全員が６５歳以上の世帯（一人暮らしを含む。
）で、いずれも要支援または要介護認定
を受けている方
ウ 認知症のある方（認知症の日常生活自立度がⅡ以上の方）
（２） 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの支給決定を受けている身体障害者、知障
害者、難病患者
（３） 視覚障害者、聴覚障害者及び肢体不自由者のうち、身体障害者手帳１〜３級の交付を受
けている方
（４） 療養手帳（愛の手帳）Ａ１又はＡ２の交付を受けている方
◆提供する情報
氏名、住所、年齢、性別
◆情報提供先
自主防災組織及びその他市長が認めるもの（組織）
（自治会町内会、連合町内会、地域防災拠点運営委員会など）
◆今後のスケジュール（予定）について
５月１０日〜６月１０日：市震災対策条例施行規則の一部改正のための意見公募手続
７月１２日：市連会で今後の予定、手続について説明
８月〜９月：市震災対策条例施行規則公布（予定）
（意見公募手続の実施結果報告）
10 月：市震災対策条例第１２条第２〜５項施行
市震災対策条例施行規則施行
◆問合せ：高齢・障害支援課 ☎７８８−７７７４6

13 その他

第２部 金沢区町内会連合会定例会（平成 25 年５月）
Ⅰ 行政関係
１ 火の用心通信（２０１３年５月）の発行について（金沢消防署）
火の用心通信（２０１３年５月）№２０を発行しましたので御覧ください。今回は、住宅用火
災警報器の作動点検方法や奏功事例について掲載しています。
（配送ルート）
◆問合せ：金沢消防署 予防課 ☎７８１−０１１９

２ 平成２５年住宅・土地統計調査の実施について

（総務課）

我が国の住宅及び土地とこれらを取り巻く環境に関する国民生活の実態を総合的に明らかにする
ことにより、国及び地方公共団体の住生活完成諸施策の基礎資料を得ることを目的とした調査を行
います。当該調査事務が円滑に進められるよう調査地域の連合町内会及び自治会・町内会長の御協
力をお願いします。
◆調査期日：平成２５年１０月１日
◆調査の対象：区内２７５調査区、約４，６００住戸
◆調査日程
（１）９月上旬から中旬

対象調査区内の巡回（調査地域の確認）

（２）９月２３日から１０月上旬まで 調査票の配布と回収
（３）１０月中旬頃

調査票未提出世帯への提出依頼

◆調査項目
（１）住宅の構造に関する事項（床面積、敷地面積、建築時期、家賃等）
（２）住宅に居住する世帯に関する事項（世帯員構成、入居時期、通勤時間等）
（３）東日本大震災による転居に関する事項
（４）高齢者のための設備、省エネルギー設備に関する事項
（５）増改築及び改修工事に関する事項
（６）住居地以外の住宅及び土地に関する事項
（７）建物の構造に関する事項（階数、建て方、腐食破損の有無等）等
◆問合せ：総務課 ☎７８８−７７１２7

裏面に続きます。

３ 一斉改選に伴う民生委員・児童委員及び主任児童委員の推薦について
（福祉保健課）
本年１２月１日民生委員・児童委員及び主任児童委員の一斉改選に向け、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くよう、各自治会町内会長の御協力をお願
いします。
◆推薦準備会について
民生委員・児童委員 ・・・ 地区推薦準備会
主任児童委員

・・・ 連合地区推薦準備会

◆連合及び地区推薦準備会の開催時期
６月から８月にかけて各地区で開催をお願いします。
◆留意事項
（１）全地区で推薦準備会を開催
（２）各候補者に、民生委員・児童委員及び主任児童委員業務について十分な御説明をお願いし
ます。
（３）
（連合）自治会町内会の代表の方と地区民生委員児童委員協議会の代表の方は、必ず推薦人
としてください。この両者が出席しない場合は（連合）地区推薦準備会が開催できないこ
ととしております。
※具体的な推薦手続きについては、６月に各自治会町内会長に御案内させていただきます。
◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８−７８２０8

４ 区民活動センターの登録団体「街の先生」紹介事業のご案内について
（地域振興課 区民活動センター）
区民活動センター「ゆめかもん」には、さまざまなジャンルで活躍されている「街の先生」や団
体の方々がボランティアとして登録されています。地域でのイベントや講演・講習会の出演者や講
師探しにお困りの時、
「街の先生」や登録団体の中から御要望にあった方をお探しするお手伝いを
しますので、お気軽に御相談ください。
（配送ルート）
◆問合せ：地域振興課 区民活動センター（金沢区役所１階） ☎７８８−７８０３

５ 防犯灯の維持管理について

（地域振興課）

横浜市（横浜市防犯協会連合会）が設置し、自治会町内会の皆様に管理をお願いしてきました蛍
光灯タイプの防犯灯については、平成２１年度以降順次ＬＥＤ防犯灯に更新しています。
ＬＥＤ防犯灯に更新したものからは、電気料金の支払いや故障時の修繕などの管理は横浜市が直
接行っておりますが、故障発見及び連絡などの日常の見守りにつきましては引き続き自治会町内会
の皆様の御協力を改めてお願いします。
不点灯などの故障を発見された場合や地域から連絡を受けた場合、横浜市市民局地域防犯支援課
（電話 ０４５−６７１−３７０９）まで、直接御連絡をお願いします。
なお、今年度のＬＥＤ防犯灯設置事業につきましては、12,000 灯（予定）のＬＥＤ化工事につい
て、６月区連会で設置申請手続きの御案内をさせていただく予定です。
（配送ルート）
◆問合せ：地域振興課

６ その他

☎７８８−７８０１

Ⅱ 関係団体等
１ 日赤社資及び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）
平成 25 年度 日本赤十字社社資および金沢区更生保護協会賛助金へのご協力依頼を自治会町内
会長様あてお送りしますので、ご協力をよろしくお願いいたします。
（配送業者により送付）
◆ １世帯あたりの予定額

日本赤十字社社資

２００円

金沢区更生保護協会賛助金

◆ 問合せ

社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会
担当 日赤 ：別 田

２０円

☎ ７８８−６０８０

更生保護協会 ：多比羅

２ 金沢区スポーツ推進委員のユニフォーム購入に係る自治会町内会からの
助成について
（金沢区スポーツ推進委員連絡協議会）
第 29 期の金沢区スポーツ推進委員のユニフォーム購入に対する助成を自治会町内会長様に依頼
しますので、ご協力をお願いいたします。
◆ 助成依頼額

７,０００円

◆期

平成 25 年 6 月末頃までに、地区のスポーツ推進委員にお渡しいただくよう

限

お願いいたします。

◆問 合 せ

金沢区スポーツ推進委員連絡協議会
事務局：金沢区役所地域振興課
☎ ７８８−７８０５

Fax ７８８−１９３７

３ 「金沢区交通安全・防犯のつどい」へのご出席について
（金沢区安全・安心まちづくり推進協議会）
永年にわたり交通安全活動及び防犯活動を推進されている方々の御尽力に感謝するとともに、事
故防止や防犯への啓発及び安全・安心な地域社会の実現を図るため「交通安全・防犯のつどい」を
開催しますので、御出席賜りますようお願いいたします。
（配送ルート）
平成 25 年 7 月 30 日（火）
受付 午後 1 時 30 分
開会 午後 2 時
◆会
場
金沢公会堂
◆ 内容（予定）
第１部 交通安全防犯功労者感謝状 贈呈
交通安全防犯横断幕贈呈
私の防犯宣言（小・中・受賞者 各１名）
≪休 憩≫
第２部 神奈川県くらし安全指導員による防犯啓発
神奈川県警音楽隊による演奏
◆日

時

◆参加者

自治会町内会から２名程度の参加をお願いします。
＊ 参加者名簿の提出：６月 19 日（水）までにＦＡＸでお願いします。

◆問合せ

金沢区安全・安心まちづくり推進協議会
事務局：金沢区役所地域振興課
☎ ７８８−７８０１ Fax ７８８−１９３７

