第 1 部 金沢区町内会連合会定例会（平成 26 年３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26 年２月末までの累計）
◆安全横断 五つの品格
発生件数 ： ２２３件（前年同時期比較 ＋３９件）
覚え方のポイント！
＜主な犯罪件数＞
「ちょっと天気が不安だな」
空き巣他 ：
８件（
〃
△５件）
振り込め ：
３件（
〃
△１件） ちょっ…近づいて来たら渡らない
自転車盗 ：
５７件（
〃
△９件） と
…止まってくれるとは限らない
ひったくり:
５件（
〃
±０件）
てん …点滅したら渡らない
きが …気づいているとは限らない
◆交通事故発生件数（平成26 年２月末までの累計）
発生件数：
９６件（前年同時期比較 ＋１１件） 不安だな…不安を感じたら渡らない
死者数 ：
０人（
〃
△ １人）
負傷者数： １１４人（
〃
＋１８人） ルールを守り、社会の見本となる行動で
事故防止！

２ 金沢区内火災・救急状況等について

（金沢消防署）
（平成 26 年２月末までの累計）

＜火災状況＞（金沢区内）
区分

／

年

損傷被害
主な
出火原因

平成 25 年

増△減

東日本大震災から３年

７

１０

△３ が経過しました。いま

建物火災

６

７

その他の火災

１

３

△１ 一度、身近な「家庭の
△２ 備え」について考えて

死者

０

０

負傷者

０

２

±０ みましょう。
△２ ※平成25年度全国統一

たばこ

１

３

△２ 防火標語

食用油加熱出火

０

２

△２ 「消すまでは 心の警報

その他

６

５

火災件数
火災種別

平成 26 年

１

ＯＮのまま」

＜救急状況＞（金沢区内）
区分

内 訳

／

年

平成 26 年

平成 25 年

救急件数

１，６６４

１，６９８

△３４

急病

１，０６４

１，１２７

△６３

一般負傷

２９７

２８９

８

交通事故
その他

１１６

８２

３４

１８７

２００

△１３

（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 平成２６年度からの「横浜みどりアップ計画」と「横浜みどり税」
について
（環境創造局・財政局）
本市では、平成２１年度から「横浜みどり税」を重要な財源として、
「横浜みどりアップ計画（新
規・拡充施策）
」を推進してきました。
「横浜みどり税」については、平成２５年第４回市会定例会において、課税期間を５年間延長
する「横浜みどり税条例の一部改正案」が議決され、平成２６年度から平成３０年度まで引き続
き市民の皆様に御負担をお願いすることとなりました。
つきましては、平成２６年度以降に取り組む「横浜みどりアップ計画」を、市民の皆様にわか
りやすくお知らせする概要版リーフレットを作成しましたので、自治会町内会の皆様に回覧をお
願いします。
（配送ルート）
◆問合せ：環境創造局政策課 ☎６７１－４２１４

４ 金沢八景駅前タクシー乗場の新設について

（道路局建設課）

シーサイドライン延伸事業に伴い、１月２６日（日）をもって国道１６号沿いの駅前第２タク
シー乗場が廃止になり、タクシー乗場は、金沢八景駅前のみとなっていますが、２街区に新しい
タクシー乗場を整備して、利用の開始を予定しています。
利用開始後、しばらくの間は駅前の乗場と２街区の乗場、両方が利用できます。
◆利用開始時期：４月中（予定）
◆問合せ：道路局建設課 ☎６７１－２７３９

５ 新市庁舎整備の検討状況について

（区政推進課）

昭和３４年（１９５９年）に開港１００周年の記念事業のひとつとして建設された現庁舎（７
代目市庁舎）は、築５０年以上を経過し、施設、
・設備の老朽化が進んでいます。
「新市庁舎に関する調査特別委員会」等での議論、
「新市庁舎整備基本構想（案）
」に対する市
民意見募集を経て、平成２５年３月に「新市庁舎整備基本構想」を策定しましたが、このたび、
「新市庁舎整備基本構想」を踏まえて、コストの縮減や、地域経済の活性化につながる事業手法、
来庁者の利便性や業務の効率性に配慮したフロア計画などの検討、及び事業費や事業期間などの
精査を行い、
「新市庁舎整備基本計画（案）
」を策定しました。
今後も新市庁舎整備への市民意見募集を行うなど引き続き検討を実施してまいりますが、市民
意見募集の詳しい日程・内容については、
「広報よこはま４月号」や「市ホームページ」等でお知
らせいたします。
※新市庁舎整備基本計画（案）は、横浜市のホームページから御覧いただけます。
（ http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/kanri/newtyosya/ ）
◆問合せ：総務局 管理課 ☎６７１－２２１５

６ 「第１回金沢区環境にやさしい活動表彰」の候補者募集について
（区政推進課）
このたび、
「環境にやさしい、美しいまち金沢」推進事業本部の取組の一つとして、新たに「金
沢区環境にやさしい活動表彰」を創設しました。
つきましては、広く地域の皆様の活動を御応募、御推薦くださいますよう、お願い申しあげま
す。
（配送ルート）
◆目 的
区内で行われている環境にやさしい活動のうち、顕著な成果があった活動に対して表彰を
行うことで、その意識や活動をより多くの区民へ広げ、ひいては、環境にやさしい美しいま
ち金沢の推進につなげることを目的としています。
◆表彰対象者
「温暖化対策」
、
「街の美化」
、
「ごみの減量」
、
「自然環境の保全・再生・創造」
、
「その他、環
境にやさしい活動」に先駆的・模範的でかつ顕著な成果があった個人又は団体
◆募集期間
平成２６年３月２０日（木）から平成２６年４月３０日（水）まで必着
◆応募方法
必要事項を御記入いただき、郵送または E メールで御提出ください。
◆送付先
（１）郵送の場合
〒236-0021 横浜市金沢区泥亀 2-9-1 金沢区区政推進課企画調整係 宛て
（２）E メールの場合
【メールアドレス】kz-kusei@city.yokohama.jp
※他薦の場合は、被推薦者が記入した応募用紙を併せて、期間内に御提出ください。
◆問合せ：区政推進課 ☎７８８－７７２９

７ 第３期横浜市地域福祉保健計画の策定について

（福祉保健課）

横浜市では、誰もが安心して自分らしく健やかに暮らせる地域づくりを目指し、住民、事業者、
公的機関（行政・社会福祉協議会・地域ケアプラザ等）が福祉保健などの地域の課題解決に協働
して取り組み、身近な地域の支えあいの仕組みづくりを進めることを目的とし、地域福祉保健計
画を策定・推進しており、このたび、第３期市計画の策定を行いました。
今回は、平成２５年１０月に実施した第３期市計画（素案）に関するパブリックコメント実施
結果と、市民の皆様からお寄せいただいた御意見等を踏まえて策定しました第３期市計画の概要
について御報告させていただきます。
なお、今後、金沢区においても平成２６～２７年度にかけて、第３期区地域福祉保健計画の策
定に取り組んでまいりますので、引き続き、御協力よろしくお願いします。
◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８２４

８ 「金沢区地域づくり大学校」の実施について

（地域振興課）

平成２６年６月から１１月まで「金沢区地域づくり大学校」を実施します。
（全６回）
つきましては、区民の皆様への周知を図るため、募集要項の回覧をお願いします。
（配送ルート）
◆開催概要
開催日時
内容
6 月 14 日（土） ●開講式
第１講
●「まちを知ると、もっと好きになる①」
9:30～12:30

会場及び集合・解散場所
金沢区役所３階２・３号会議室

第２講

7 月 5 日（土） ●「まちを知ると、もっと好きになる②」
～ 富岡東地区周辺まち歩きとマップ 富岡会館
9:00～12:30
づくり ～

第３講

9 月 13 日（土） ●「自分たちの手で行うまちづくり-―防災
の取組みを通じて」
西柴団地自治会館
9:30～12:30
～ 金沢区 西柴団地自治会 ～
●「地域づくりの五つの手順を学ぶ」

10 月 11 日
（土）
～ 泉区下和泉住宅自治会 ～
第４講
●「住民運営のまちの拠点づくり」
9:00～17:00

区役所裏側
【バスツアー】

～ 戸塚区 ドリームハイツ ～
●ワークショップ

11 月 8 日（土）
～ 地域活動のプランを考える、参考事例
金沢区役所３階２・３号会議室
第５講 10:00～15:00
を紹介する ～
●ランチ交流会

第６講

11 月 29 日
（土） ●講演：大規模地震への備えと住民主体の
まちづくり
金沢地区センター
13:30～17:00
●卒業式・夢プラン発表（終了後、懇親会）

◆対 象 者
（１）金沢区民枠（３０名程度）※応募者多数の場合は抽選
（２）金沢区職員枠（１０名程度）
◆受 講 料
無料（ただし、交通費・昼食代、及び懇親会代はご負担ください。
）
◆応募方法
申込書に必要事項を御記入のうえ、E メール、FAX 又は郵送で、金沢区民活動センターへお
送りください。
◆申込み先
（１）郵 送

：〒236-0021 横浜市金沢区泥亀 2-9-1 金沢区民活動センター 宛

（２）FAX

：０４５－７８９－２１４７

（３）E メール：kz-kumincenter@city.yokohama.jp
◆問 合 せ：地域振興課 ☎７８８－７８０６

９ 平成２６年度 横浜市交通安全運動について

（地域振興課）

平成２６年度の交通安全運動・強化月間について市民の皆様へ周知を図るため、年間の実施計画
を送付するとともに地域の皆様への周知をお願いいたします。
（配送ルート）
◆年間スローガン
「安全は 心と時間の ゆとりから」
◆年間計画
（１）春の全国交通安全運動

４月 ６日（日）～４月１５日（火）の１０日間

（２）交通事故死ゼロを目指す日

４月１０日（木）

（３）夏の交通事故防止運動

７月１１日（金）～７月２０日（日）の１０日間

（４）秋の全国交通安全運動

９月２１日（日）～９月３０日（火）の１０日間

（５）交通事故死ゼロを目指す日

９月３０日（火）

（６）年末の交通事故防止運動

１２月１１日（木）～１２月２０日（土）の１０日間

◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０９

10 その他
（１） 「市民防災の日」金沢かわら版（３月号）及び、
火の用心通信（2014 年３月）№28 の発行について
「市民防災の日」金沢かわら版（３月号）及び、火の用心通信（2014 年３月）№28 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

（２） 「金沢区統計要覧２０１３－２０１４」の発行について
金沢区の各種統計数値等を紹介する「金沢区統計要覧２０１３－２０１４」を発行しましたの
で御覧ください。
（配送ルート）

◆問合せ：総務課 ☎７８８－７７１３
（配送ルート）
◆問合せ：総務課 ☎７８８－７７１３

（３） 「学生から見た、金沢区地元企業の魅力（いいとこ）発信！」
パンフレットの発行について
金沢区では、
「キャンパスタウン金沢」として、福祉施設や地域等との交流等、関東学院大学及
び横浜市立大学と連携した取組を進めてきました。今後はさらに、大学とさまざまなノウハウを
もつ地元企業を繋ぐきっかけを区役所が担いたいと考え、平成２５年８月に区内２大学の学生と
区役所職員併せて１８名からなる「金沢区『地元企業の魅力（いいとこ）発信』プロジェクト」
を立ち上げました。
そして、プロジェクトメンバーが地元企業を訪問・取材をし、学生ならではの視点で発見した
各企業の「特徴」
、
「強み」
、
「魅力」等を学生や地域に発信していこうと、メンバー全員が協力し、
「学生から見た、金沢区地元企業の魅力（いいとこ）発信！」パンフレットを作成しました。
地域の皆様には、学生の熱い思いを感じていただくとともに、金沢区の地元企業の魅力を実感
していただけると嬉しく思います。
パンフレットは市民情報センターや金沢区役所、区内公共施設等にて配布しておりますので、
ぜひ御覧ください。
（配送ルート）
◆問合せ：区政推進課 ☎７８８－７７２６

（４） 金沢区バスマップの発行について
金沢文庫駅及び金沢八景駅から区役所までの徒歩ルート・バスルートが分かりにくいという意
見が多かったため、このたび、横浜市都市整備局で作成した金沢区バスマップに道案内地図を入
れ込みました。
金沢文庫駅周辺が複雑でわかりにくいため、地図上で拡大図にするなど見やすさの工夫をしま
した。
また、区役所最寄りのバス停が区庁舎近くにない路線があるため、バス利用者が利用しやすく、
職員が説明しやすいよう、乗り場、下車がわかるようにし、区役所でよく尋ねられる周辺の公共
施設も掲載しました。
今後、金沢区バスマップは、転入者へ配布する他、区役所窓口や金沢文庫駅東口行政サービス
コーナーにて配布予定ですので、ぜひ御活用ください。
（配送ルート）
◆問合せ：区政推進課 ☎７８８－７７２３

Ⅱ 関係団体等

１ 「防犯かながわ」第 146 号の発行及び回覧依頼について
（金沢防犯協会）
神奈川県防犯協会連合会が「防犯かながわ」第 146 号を発行いたしましたので、自治会町内会
への回覧をお願いいたします。
（配送ルート）
◆問合せ

金沢防犯協会

☎ ７８５－５６５６

２ 「金沢区 Youth(ユース)２１」第 64 号の発行及び回覧依頼に
ついて
（金沢区青少年指導員協議会）
金沢区青少年指導員の活動の周知を図るため、協議会の広報誌「金沢区 Youth
(ユース)２１」第 64 号を発行いたしますので、自治会町内会への回覧をお願いい
たします。
（配送ルート）
◆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

☎ ７８８－７８０７

３ 「きぼう」第 7 号の発行及び回覧依頼について
（金沢区保健活動推進員会）
金沢区保健活動推進員の活動の周知を図るため、推進員会の広報誌「きぼう」
第７号を発行いたしますので、自治会町内会への回覧をお願いいたします。
（配送ルート）
◆問合せ 金沢区保健活動推進員会
事務局 ： 金沢区福祉保健課

☎ ７８８－７８２０

４ 「安全・安心かなざわ」第９号の発行及び回覧依頼について
（金沢区安全・安心まちづくり推進協議会）
金沢区安全・安心まちづくり推進協議会の広報誌「安全・安心かなざわ」第 9
号を発行いたしましたので、自治会町内会への回覧をお願いいたします。
（配送ルート）
◆問合せ

5 その他

金沢区安全・安心まちづくり推進協議会
事務局 ： 金沢区地域振興課
電話 ７８８－７８０１

第２部 金沢区町内会連合会定例会（平成 26 年３月）
Ⅰ 行政関係
１ 横浜市地震防災戦略における地震火災対策方針（案）について
（政策局・都市整備局）
東日本大震災の教訓等を踏まえ、平成２５年４月に策定しました「横浜市地震防災戦略」の地
震被害想定は、火災による焼失棟数及び死者数が増加したことから、
「火災による被害の軽減」対
策を重点施策の一つとして位置づけ、地震火災対策を統一的かつ積極的に進めるため、その対策
の指針となる「横浜市地震防災戦略における地震火災対策方針」を今年度、策定します。
◆基本的な考え方
「燃えにくいまち・燃え広がらないまち」を実現するために、対策地域を絞り込んだうえで、
まちづくりを進めるハード施策と、出火率の低減や初期消火力の向上等の自助・共助の取
組を推進するソフト対策との両論で地震火災対策を進めます。
◆具体的な施策
（１）ソフト施策
全市域で「町の防災組織」への活動支援等により、市民及び地域の防災力や公設消防
力の向上を図るとともに、地震による火災の危険性の高い地域については、特に出火
率の低減や初期消火力の強化につながる取組を実施します。
（２）ハード施策
地震被害想定による延焼範囲を分断する都市計画道路を整備するとともに、
「準耐火建築物」以上とする「新たな防火規制」の導入と除却・不燃化建替補助との
連動により、大規模地震時における延焼被害の軽減を図ります。
◆今後のスケジュールについて
平成２６年３月末 「横浜市地震防災戦略における地震火災対策方針」の確定
平成２６年４月～ 「横浜市地震防災戦略における地震火災対策方針」の運用開始
平成２６年６月～ 「新たな防火規制」の導入予定区域や手法等についてパブリックコメン
トの実施
平成２６年１２月頃 「新たな防火規制」の導入予定区域の確定
※ 「新たな防火規制」の導入時期については、早期実施に向けて引き続き調整します。
◆問合せ：都市整備局地域まちづくり課 ☎６７１－２７０４

２ 「平成２６年度 横浜市市民活動保険の御案内」リーフレットの配布
について
（総務課）
横浜市では、市民の皆様が安心してボランティア活動に参加していただけるように、市があら
かじめ保険会社と保険契約を締結する「横浜市市民活動保険」事業を継続して実施します。
事故が発生した場合は、３０日以内に総務課庶務係まで御連絡ください。
（配送ルート）
◆問合せ：総務課 ☎７８８－７７０５

３ 平成２６年度「町の防災組織」活動支援事業について

（総務課）

地域防災力の向上を図るため、平成２６年度も引き続き、
「町の防災組織」
（自主防災組織）を
結成している自治会町内会等が行う自主防災活動を支援します。
「町の防災組織」が行う防災訓練
や防災資機材の購入等の活動を支援するため、１世帯あたり１６０円の活動費を補助いたします
ので、申請手続きをお願いします。
なお、平成２５年度に補助金の交付を受けている団体は、６月３０日までに活動実績報告書を
御提出ください。
（配送ルート）
◆提出期限：平成２６年６月３０日（月）まで

◆問 合 せ：総務課 ☎７８８－７７０５

（配送ルート）
◆問合せ：総務課 ☎７８８－７７０５

４ 広報紙の配布依頼について

（区政推進課）

平成２６年度「広報よこはま」
「県のたより」
「ヨコハマ議会だより」の各世帯への配布をお願
いします。自治会町内会への未加入世帯にも配布をお願いします。
また、配布担当者や配布部数の変更がありましたら、変更連絡票にて御連絡をお願いします。
（配送ルート）
◆広報配布謝金
（１）
「広報よこはま」→１部あたり９円
（２）
「県のたより」 →１部あたり８円
（３）
「ヨコハマ議会だより」→１部あたり４円
◆配布謝金の支払い
「広報よこはま」
「県のたより」及び「ヨコハマ議会だより」を合わせて、年度内に２回
（平成２６年１０月と平成２７年３月）に分けてお支払いします。
◆配布時期
各世帯へは、毎月１０日までに配布をお願いします。
◆問合せ：区政推進課 ☎７８８－７７２２

５ 平成２６年度地域活動推進費・防犯灯維持管理費補助金申請について
（地域振興課）
自治会町内会や地区連合町内会が実施する公益的活動に係る経費や地域に対して公益的な活動
を行う他団体が実施する事業への負担金や会費等を支援、補助します。併せて、防犯灯維持管理
費を補助しますので、補助金申請手続きをお願いします。
平成２５年度に「地域活動推進費補助金」の交付を受けた団体は、
「平成２５年度地域活動推進
費活動実績報告書」を必ず御提出ください。
なお、
「申請事務の手引き」及び「提出書類の様式」は、金沢区役所ホームページからも入手で
きます。
ＵＲＬ：http://www.city.yokohama.lg.jp/kanazawa/chishin/chikatsu/9-2-1.html
（配送ルート）
◆提出期限：平成２６年６月３０日（月）まで
◆問 合 せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１

６ 自治会・町内会現況届等の提出について

（地域振興課）

自治会町内会現況届及び口座振替依頼書の提出をお願いします。
（毎年度必要です）
また、認可地縁団体として法人化されている自治会町内会で代表者や規約等の変更がある場合
は、告示事項変更届出書又は規約変更認可申請書の提出をお願いします。
告示事項変更届出書及び規約変更認可申請書は、認可地縁団体（法人化された自治会町内会）
にのみお送りしています。
なお、現況届、口座振替依頼書、告示事項変更届出書、規約変更認可申請書は、金沢区役所ホ
ームページからも入手できます。
ＵＲＬ：http://www.city.yokohama.lg.jp/kanazawa/chishin/chikatsu/9-2.html
（配送ルート）
◆自治会町内会現況届 → 総会終了後、毎年度必ず提出してください。
◆口座振替依頼書

→ 総会終了後、毎年度必ず提出してください。

◆告示事項変更届出書 → 認可を受けた地縁による団体で、告示事項を変更（会長の変更等）
した場合、必ず提出してください。
◆規約変更認可申請書 → 認可を受けた地縁による団体で、規約を変更した場合、必ず提出
してください。
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１

７ その他
（１）平成２５年度金沢区自治会町内会長感謝会の記念品について
（２）平成２５年度キャンパスタウン金沢フォーラムの開催報告について

Ⅱ 関係団体等
１ 平成２６年度 日本赤十字社社資募集について
（日本赤十字社金沢区地区委員会）
自治会町内会を通じた日本赤十字社社資募集にご協力をお願いいたします。
また、募集活動に伴うチラシの配布及びポスターの掲出をお願いいたします。
◆平成 26 年度 日本赤十字社社資
１世帯当たりの金額（参考額） ２００円〔 平成 25 年度と同額です 〕
◆実施時期
◆問 合 せ

平成 26 年 5 月（赤十字運動月間）を中心とする通年
日本赤十字社金沢区地区委員会
事務局 ： 金沢区社会福祉協議会

☎ ７８８－６０８０

２ 第９回「金沢区自転車マナーアップ三世代大会」の開催及び後援の依頼
について
（金沢交通安全協会）
自転車による交通事故を減少させるため、第９回「金沢区自転車マナーアップ
３世代大会」を次のとおり開催いたします。
また、大会開催にあたり金沢区町内会連合会の後援名義の使用を承認します。
◆開催日時

平成 26 年 5 月 17 日（土）
午後 1 時 30 分～午後 4 時 30 分

◆会

金沢地区センター（体育館・グランド）

場

◆参加人数

１チーム６名で編成
小学生高学年
４名
保護者（父母等）
１名
高齢者（概ね６５歳以上） １名

◆大会概要

交通ルールとマナーに関する学科試験
安全な乗り方の実技審査
ほか

◆申込締切

平成 26 年 4 月 30 日（水）

◆問 合 せ

金沢交通安全協会

☎ ７０１－９２７６

３ 自治会町内会副会長永年在職者感謝状の贈呈について
（金沢区町内会連合会）
永年にわたり自治会町内会副会長としてご在職の方々に感謝状を贈呈いたし
ます。
◆問合せ

金沢区町内会連合会

☎ ７８０－３４３２

４ その他
(1) 第 40 回金沢まつりの開催及び協賛金の依頼について

