第 1 部 金沢区町内会連合会定例会（平成 25 年 10 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〜９月末までの累計）
発生件数 ：１，１８８件（前年同時期比較△８０件） ◆自転車にはカギを！
＜主な犯罪件数＞
ワン・ツー・ハイタッチ運動実施中
空き巣他 ： ５８件（
〃
＋３５件）
自転車降りたら心で唱えて
振り込め ： ２５件（
〃
＋１１件）
１．カギした？
自転車盗 ：４３０件（
〃
△８２件）
２．確認した？
ひったくり
１８件（
〃
＋ ３件）
３．
「はい」ハイタッチ！
◆交通事故発生件数（平成25 年１月〜９月末までの累計）
発生件数： ４８６件（前年同時期比較 △１８件）
死者数 ：
３人（
〃
+ ２人）
負傷者数： ５６９人（
〃
△２４人）

◆違法駐車追放！
神奈川県警察では、１０月中、違法駐
車追放強化に取り組みます。

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

主な
出火原因

平成 24 年
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３ 「消すまでは 心の警報
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火災件数
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（平成25 年１月〜９月末までの累計）

その他

１

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

７，００２

６，８１６

１８６

急病

４，５７６

４，３３８

２３８

一般負傷

１，１７２

１，１４８

２４

交通事故

４５３

５２２

△６９

その他

８０１

８０８

△７

（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！

３ 「市民防災の日」金沢かわら版（10 月号）及び、
火の用心通信（2013 年 10 月）№24 の発行について

（金沢消防署）

「市民防災の日」金沢かわら版（10 月号）及び、火の用心通信（2013 年 10 月）№24 を発行し
ましたので、御覧ください。
（配送ルート）
◆問合せ：金沢消防署 予防課 ☎７８１−０１１９

４ 平成２５年秋の火災予防運動の実施に伴う広報活動について
（金沢消防署）
平成２５年秋の火災予防運動（平成２５年１１月９日から１１月１５日まで）の実施に伴い、火
災予防広報活動（駅頭キャンペーン）を実施しますので、御協力をお願いします。
また、平成２５年秋の火災予防運動を広く区民の方々にお知らせするため、自治会町内会へのポ
スターの掲出をお願いします。
（配送ルート）
◆駅頭キャンペーン
日 時：平成２５年１１月８日（金） 午後６時００分から６時３０分まで
場 所：金沢文庫駅（雨天決行）
金沢八景駅（雨天中止）
内 容：火災予防の呼びかけ及び、広報啓発物品の配布
◆問合せ：金沢消防署 予防課 ☎７８１−０１１９

５ 「これからの緑の取組」と「横浜みどり税」について
（財政局、環境創造局）
平成２１年度から実施・導入している「横浜みどりアップ計画（新規・拡充）
」と「横浜みどり
税」の計画や課税の期間が２５年度で終了することから、引き続き緑の保全・創出に取り組んでい
くために「これからの緑の取組［平成 26-30 年度］
（案）
」を公表するとともに、２６年度以降の「横
浜みどり税」の取扱に関する具体的な検討を開始しましたので、その概要をお知らせします。

◆問合せ：財政局税制課
環境創造局政策課

☎６７１−２２５１
☎６７１−４２１４

６ 平成２５年度金沢区人権講演会の開催について

(総務課)

平成２５年度金沢区人権講演会を開催します。
つきましては、広く区民の方々にお知らせするため、掲示板への掲出をお願い申しあげます。
（配送ルート）
◆日 時：平成２５年１１月２８日（木）午前１０時３０分から１２時まで（午前１０時開場）
◆会 場：横浜市立大学 金沢八景キャンパス シーガルホール
◆講 師：青木 新門（作家・詩人）
◆内 容：講演「いのちのバトンタッチ〜映画『おくりびと』に寄せて〜」
◆入場料：無料（４００名抽選）
【申込み方法】
平成２５年１１月１８日（月）までに、はがき、ＦＡＸ、ｅ−ｍａｉｌ又は金沢区役所ホーム
ページで、代表者の方の、ご住所・お名前・電話番号・参加者数を御記入のうえ、お申込みくだ
さい。
※抽選にもれた方にのみ、１１月２２日（金）までに御連絡いたします。
◆申込み・問合せ先：総務課
電 話：７８８−７７０５
ＦＡＸ：７８６−０９３４
E‑mail：kz‑somukouen@city.yokohama.jp

７ 第３期横浜市地域福祉保健計画（素案）に関するパブリックコメント
の実施について
（福祉保健課）
９月区連会にてお知らせしました第３期横浜市地域福祉保健計画（素案）について市民意見の募
集を行っております。いただいた御意見等は、今後の計画策定や地域福祉保健関連の施策に関して
参考にさせていただきます。
なお、皆様の御意見をとりまとめたものを横浜市ホームページにて公表します。
◆募集期間： 平成２５年１０月１日から１０月３１日まで
◆提出方法： 素案に対する御意見と、氏名・住所・電話番号・性別・年代を御記入ください。
（１）郵 送 ：〒２３１−００１７ 横浜市中区港町１丁目１番地
（２）ＦＡＸ ：０４５−６６４−３６２２
（３）ｅメール：kf - chifukukeikaku@city.yokohama.jp
※メールの件名は「パブリックコメント」と表記してください。
（４）直接持参：健康福祉局福祉保健課計画担当
◆問合せ：福祉保健課

☎７８８−７８１３

８ 金沢区の魅力いっぱい健康ウォーキング２０１３について
（福祉保健課）
健康づくりは今がチャンス！「金沢区の魅力いっぱい健康ウォーキング」を開催します。エリア
内２０か所に設置されたポイントでスタンプを集めながらウォーキングを行います。お子さんから
大人まで、皆さんが楽しめるイベントになっています。
また、当日は野島公園にて、先着５００名様に味噌汁の無料サービスや参加賞の進呈を行ってお
ります。その他、楽しいイベントも盛りだくさんですので、ぜひ御参加ください。
（配送ルート）
◆日 時 ：１１月１０日（日） 午前１０時から午後３時まで（雨天決行・荒天中止）
◆エリア ：金沢文庫駅〜称名寺〜歴史の道〜琵琶島神社〜平潟湾プロムナード〜野島公園
◆参加費 ：無料（当日、直接受付場所へお越しください。
）
◆受付場所：京浜急行金沢文庫駅西口広場（事前申込み不要）
◆受付時間：午前１０時〜１１時まで
◆問合せ：福祉保健課

☎７８８−７８４０

９ 平成２５年度保育所整備マッチング事業について
（こども家庭支援課）
横浜市では、待機児童解消に向けた取り組みとして、市が民間保育所整備候補地を公募・選考し、
その土地を保育所整備運営法人に紹介する「保育所整備マッチング事業」を平成２２年から実施し
ております。
今回、１０月１５日から土地、建物付き土地及びビル床を貸し付ける案件の募集（平成２７年度
４月開所分）を行っておりますが、金沢区においては、既存園を活用した待機児童対策を行ってお
り、現時点でのマッチング事業の活用は検討していません。
引き続き、待機児童対策への御協力をお願いします。
（配送ルート）
◆問合せ：こども家庭支援課

☎７８８−７７８５

10 「歴史息づく横浜金沢」リーフレット・ホームページ・パネルの作
成と回覧依頼について
（地域振興課 区民活動支援担当）
区民の皆様に、今も昔も多くの人に愛される金沢への愛着を深めてもらうため、金沢の歴史に関
するリーフレット・ホームページ・パネルを作成しましたので、リーフレットの回覧をお願いしま
す。
（配送ルート）
◆問合せ：地域振興課 区民活動支援担当

11 その他

☎７８８−７８０７

第２部 金沢区町内会連合会定例会（平成 25 年 10 月）
Ⅰ 行政関係
１ 民生委員・児童委員の一斉改選に伴う御推薦の御礼と推薦状況につ
いて
（福祉保健課）
平成２５年１２月１日委嘱に向けて御協力いただいた推薦に対して御礼申し上げるとともに、推
薦状況について御報告します。
また、未推薦地区についての今後の御協力をお願いします。
◆問合せ：福祉保健課

☎７８８−７８２０

２ 災害時要援護者支援アンケートの御協力について
（高齢・障害支援課）
災害時要援護者支援について、各自治会・町内会の状況をお知らせいただくとともに、今後の支
援につなげていきたいため、アンケート調査の御協力をお願いします。
（配送ルート）
◆アンケート依頼内容
（１） 災害時要援護者名簿の作成状況
自治会・町内会で災害時に備えた要援護者名簿の作成状況をお知らせください。
作成している場合、把握されている範囲で人数・内訳を御記入ください。
（２） 情報共有方式説明会のお知らせ（参加は任意です。
）
御希望の回を御記入ください。
（会場の都合上、各自治会・町内会からの参加人数
は２名様までとさせていただきます。
）
第１回：平成２５年１１月２１日（木）午後２時から 区役所３階２・３号会議室
第２回：平成２５年１１月３０日（土）午後２時から 区役所１階４号会議室
（３） 安否確認サポートグッズ（吊り下げ旗）の希望
災害時に、地域において要援護者の安否確認や避難誘導を実施する際、支援者が不
足している場合やその時居合わせた人だけでも要援護者の安否確認や避難誘導が効
率的に行えるよう、安全が確保されていることが一目でわかるよう吊り下げ旗を作成
しました。要・不要を御記入ください。
必要な場合は、御希望の数を併せて御記入ください。
（把握した要援護者の人数分
を上限とさせていただきます。
）
◆アンケート回答期限
平成２５年１１月２０日（水） ※同封した返信用封筒を御利用ください。
◆提出先・問合せ先：高齢・障害支援課

☎７８８−７７７４

３「キラキラ金沢っ子ファミリーフェスタ」ポスターの掲出依頼
について
（こども家庭支援課）
「金沢区健やか子育て連絡会」では、養育者が企画・実施する「キラキラ金沢っ子ファミリー
フェスタ」を開催します。
つきましては、各自治会・町内会の掲示板へのポスター掲出をお願いします。
（配送ルート）
◆日 時：平成２５年１２月８日（日）１０時から１２時３０分（入場は１２時まで）
◆会 場：能見台地区センター
◆内 容：親子体操、ヨガ、骨盤体操等のリフレッシュ体操他、キャラ弁の実演等
◆申込み：電話、ＦＡＸにて、希望教室名・氏名・住所・電話番号・お子さんの年齢・
託児の有無をお申し出ください。
（事前申込み）
◆申込締切：平成２５年１１月１５日（金）
◆参加費：無料
◆申込み・問合せ先：こども家庭支援課

電 話：７８８−７７８７
ＦＡＸ：７８８−７７９４

４ 年末年始のごみと資源物の収集日程について（資源循環局金沢事務所）
年末年始の１２月３１日（火）から１月３日（金）までは、ごみと資源物の収集がお休みになり
ます。
なお、年末年始の収集日のお知らせのチラシは、１１月下旬に各自治会町内会へ配送させていた
だきます。
（１１月配送ルート）
◆収集日程について
（１） １２月３１日（火）から１月３日（金）まで収集をお休みさせていただきます。
（２） 「燃やすごみ」の収集について
ア 「月・金曜日」が収集日の地域
年末は１２月３０日（月）まで、年始は１月６日（月）から通常の曜日どおり
収集
イ 「火・土曜日」が収集日の地域
年末は１２月２８日（土）まで、年始は１月４日（土）から通常の曜日どおり
収集
（３） 資源物の収集について
年末は１２月３０日（月）まで、年始は１月４日（土）から通常の曜日とおり収集
（４） 広報について
ア １１月下旬に各自治会町内会へチラシを配送
イ 各集積場所に日程表を貼付
ウ 広報よこはま１２月号（市版）に掲載
エ ごみ収集車による放送や市・局ホームページに掲載
◆問合せ：収集日程に関すること…資源循環局業務課計画係
広報に関すること

５ その他

…資源循環局業務課運営係

☎６７１−２５３３
☎６７１−３８１５

