第 1 部 金沢区町内会連合会定例会（平成 27 年 1 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（平成26 年１月～12 月末までの累計）
発生件数 ：１，４５６件（前年同時期比較 △１５６件）
＜主な犯罪件数＞
空き巣 ：
３２件（
〃
△４９件）
振り込め ：
５６件（
〃
１５件）
自転車盗 ：
５１３件（
〃
△５４件）
ひったくり：
１３件（
〃
△９件）
◆交通事故発生件数（平成26 年１月～12 月末までの累計）
発生件数 ：
５３３件（前年同時期比較 △１１６件）
死者数 ：
２人（
〃
△２人）
負傷者数 ：
６３５人（
〃
△１３５人）

（金沢警察署）

◆「オレオレ詐欺」
～電話での「携帯電話番号が変
わった」
、
「今すぐお金が必要だ」
は詐欺と疑い、確認を～
◆自転車のルールとマナーアップ
～自転車は車道が原則、歩道は
例外～
歩道は、歩行者を優先しましょう。

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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△２ 乾燥が続くこれからの時
△１０ 期、放火に対してさらに

「もういいかい 火を消す
までは まあだだよ」

＜救急状況＞（金沢区内）
区分

／

年

救急件数

内 訳

その他
（自損・加害等）

※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・
定期的な点検をお願い
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 崖地対策の推進について（大きな被害のおそれがある崖地の精査・崖
地の現地調査の実施）
（総務局）
（建築局）
横浜市では、平成 26 年 10 月６日に発生した台風 18 号の大雨によるがけ崩れ被害を受けて間近
に迫る台風 19 号に備え、緊急的に 202 か所の崖地をリストアップし、
「土砂災害警戒情報」の発表
をもって、避難勧告を発令する対応を行いました。
その後、人家がないものや擁壁工事が施されているものを除く等の精査を行い、平成 26 年 12 月
１日に崖地リストを 133 か所に更新しました。
今後、平成 26 年度から平成 29 年度までの４か年で、133 か所の崖地を含む土砂災害警戒区域に
ある約 9,800 か所の崖地について、建築局が専門業者に委託し、崖崩れの影響調査等現地調査を実
施します。
つきましては、133 か所の崖地に該当する自治会・町内会において、案内チラシの班回覧をお願
いします。
（配送ルート）
◆実施計画（金沢区分）
（１）平成 26 年度：区内の大きな被害が発生するおそれのある崖地（40 か所）
（２）平成 27 年度：区内の土砂災害警戒区域にある崖地（622 か所）
◆調査目的
土砂災害警戒区域に存在する約 9,800 か所の崖地等の現地調査の結果を踏まえた「崖崩れが発
生した場合に大きな被害のおそれがある崖地のリスト」の更新
◆調査内容
区域内の崖及び擁壁の形状、状況、建築物の有無、崖地との隔離等を調査し、崖崩れの影響を
考慮した崖地のカルテを作成する。
◆現地調査方法
（１）調査か所の崖地に建築物がある場合には、個別に調査員が訪問し、了解を得た後に崖地
の現地調査を行います。了解を得られない場合又は訪問時に不在の場合には、原則とし
て現地調査を実施せず、敷地の外から調査ができる範囲で目視調査を実施します。
（２）崖及び崖に近接する建築物の状況の写真を撮影します。
（３）崖の形状を変えるような掘削調査等は行いませんが、状況に応じて、地盤調査用の器具
を用いて地層等の調査を行う場合があります。
（４）崖の高さ、勾配などを、簡易な測量機器等を用いて測定します。
◆問合せ：総務局緊急対策課 ☎６７１－２０６４
建築局建築防災課 ☎６７１－３６１９

４ 「横浜市公共施設管理基本方針（素案）
」について
（財政局公共施設・事業調整課）
本市でこれまで進めてきた、公共施設の安全確保や長寿命化を柱とする保全・更新の取組を踏ま
え、
「公共施設管理基本方針（素案）
」を取りまとめました。
これまで以上に計画的かつ総合的な公共施設の管理に継続的に取り組んでいくとともに、市民の
皆様が普段御利用いただいている公共施設の状況や保全・更新などの取組についてより理解を深め
ていただきたいと考えています。
今後、市民・関係団体への広報を実施し、年度内に最終版を取りまとめる予定です。
◆問合せ：財政局公共施設・事業調整課 ☎６７１－２０２７

５ 「横浜マラソン２０１５」における交通規制のお知らせについて
（横浜マラソン組織委員会事務局）（市民局）
横浜初の市民参加型フルマラソン「横浜マラソン２０１５」を開催します。
開催にあたっては、市内で交通規制を実施しますので、お知らせします。
当日は、混雑が予想されますので、公共の交通機関を御利用くださいますようお願いします。
（配送ルート）
◆開催日：平成 27 年３月 15 日（日）
◆交通規制時間
（１）一 般 道：６：３０頃～１５：３０頃
（２）首都高速：５：００頃～１６：００頃
◆問合せ：横浜市コールセンター

☎６６４－２５２５（交通規制に関する問合せ）

横浜マラソン組織委員会事務局 ☎６５１－０６６６（大会全般に関する問合せ）

６ 下水汚泥焼却灰の埋立処分について （環境創造局下水道施設管理課）
平成 27 年１月以降、南本牧最終処分場の陸地化部分に試験埋立を行います。
その後、安全であることを確認してから、平成 26 年４月以降の焼却灰を対象に埋立てを実施し
ます。
◆埋立ての方法
（１）放射性物質濃度が低下した平成 26 年４月以降の焼却灰を対象とし、コンテナ保管して
いる焼却灰は当面保管を継続します。
（２）下水汚泥焼却灰は、300Bq/kg 前後で推移しており、100Bq/kg 未満となるよう、汚泥
資源化センターで、ごみ焼却灰と混合してから、処分場に搬入します。
（３）焼却灰の運搬は、周囲に飛散しないよう、十分加湿します。
（４）南本牧最終処分場では、陸地部に穴を掘り、混合灰を埋立て確実に覆土します。
（５）処分場の排水の放射性物質濃度、敷地境界の空間線量等のモニタリングを行い、公表
します。
◆下水汚泥焼却灰の保管状況（南部汚泥資源化センター分）
（１）放射性物質濃度：263Bq/kg（平成 26 年 11 月 25 日現在）
（保管：263～6,468Bq/kg）
（２）場内保管総量 ：約 24,400 トン（11 月末現在）
◆問合せ：環境創造局下水道施設管理課 ☎ ６７１－３５７３（下水汚泥全般について）
環境創造局下水道事業推進課 ☎ ６７１－２９４０（安全性について）
資源循環局処分地管理課

☎ ６７１－４２２９（最終処分場について）

７ 「横浜市中期４か年計画 2014～2017」の策定について
（区政推進課）
平成 26 年 12 月 26 日に市会第４回定例会にて、
「横浜市中期４か年計画 2014～2017」
が議決され、
計画が確定しましたので、お知らせします。
◆今後のスケジュール
１月下旬

区役所で計画冊子の閲覧、概要版の配布を行うほか、計画冊子を市民情報セン
ターにて販売

２月

広報よこはま２月号で計画の策定及び計画冊子の閲覧、概要版の配布等について
お知らせ

２月 20 日

２月区連会で概要版を配布予定

◆問合せ：政策局政策課 ☎６７１－４３２６

８ （仮称）小柴貯油施設跡地公園 整備計画
～「環境影響評価方法書」手続について～

（区政推進課）

（仮称）小柴貯油施設跡地公園について、現在、事業着手に向けた調査、測量を実施しているほ
か、公共事業評価、環境影響評価手続きを進めています。
環境影響評価手続きは、方法書手続きの段階です。現在、方法書の縦覧を行っており、２月に説
明会を実施します。
※方法書：事業の計画内容、環境影響評価を行うにあたっての調査の手法などを示した図書
◆方法書の縦覧等及び意見書の提出について
（１）方法書の縦覧等
ア 縦覧期間

：平成 27 年１月 15 日～平成 27 年３月２日

イ 縦覧場所（時間）
：環境創造局環境影響評価課（8:45～17:15）
金沢区役所広報相談係（8:45～17:00）
（２）方法書に対する意見書の提出等
ア 意見書の提出期間：平成 27 年１月 15 日～平成 27 年３月２日
イ 意見書の提出先 ：環境創造局環境影響評価課
◆説明会の開催
日 時

場 所

１回目

平成 27 年２月６日（金） 金沢区公会堂（金沢区総合庁舎内）
19:00 から
（金沢区泥亀２－９－１）

２回目

平成 27 年２月８日（日） 能見台地区センター
14:00 から
（金沢区能見台東２－１）

◆問合せ：環境創造局公園緑地整備課 ☎６７１－４６１１

９ 金沢区在宅医療相談室について

（高齢・障害支援課）

多くの方が病気を抱えても住み慣れた家等で療養し、自分らしい生活を続けたいと望んでいま
す。
金沢区三師会と横浜市では、区民の皆さまが安心して在宅医療・介護を受けられるよう、医療機
関や介護サービス事業者間の連絡・調整をする「金沢区在宅医療相談室」の取り組みを始めます。
◆サービス開始日
平成 27 年１月 21 日（水）～
◆御利用できる相談例
（１）在宅療養の相談をしたい。
（２）かかりつけの医を探している。
（３）往診可能な医師・歯科医師を探している。
（４）訪問してくれる薬局を探している。
（５）訪問看護・介護の事が知りたい。
※相談・支援のほか、多職種間連携会議や市民向けの講演会等も開催します。
◆金沢区在宅医療相談室の連絡先
住所：金沢区金沢町 48（金沢区三師会館内）
TEL：045-782-5031
受付：月～金 9:00～17:00（祝日、12/29～1/3 除く）
◆問合せ：高齢・障害支援課 ☎７８８－７７７７

10 「金沢区読書活動推進目標」素案の策定と区民意見の募集について
（地域振興課 読書活動推進担当）
平成 26 年４月１日施行の読書活動推進条例に基づき、
「金沢区読書活動推進目標」の素案を策定
しました。素案への御意見を区民の皆さまから募集します。
つきましては、周知のための自治会町内会の掲示板へのポスター（Ａ４）掲出をお願いします。
（配送ルート）
◆目 標
本に親しみ、本を通してつながり、もっと金沢が好きになる
◆リーフレット配布先
区役所、金沢図書館、地区センター、コミュニティハウス等で配布しています。
◆意見の提出方法
ファクス、郵便、E メール又は区役所ホームページにてお寄せください。
◆問合せ：地域振興課区民活動支援担当

☎ ７８８－７８０４

11 その他
（１） 「市民防災の日」金沢かわら版（1 月号）及び、
火の用心通信（2015 年 1 月）№38 の発行について
「市民防災の日」金沢かわら版（1 月号）及び、火の用心通信（2015 年 1 月）№38 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） 「金沢区福祉保健のつどい」開催及びポスターの掲出について
「金沢区福祉保健のつどい」を開催いたしますので、皆様の御来場をお願いします。
つきましては、周知のため、自治会町内会の掲示板へのポスター（Ａ４）掲出をお願いし
ます。
（配送ルート）
◆日 時
平成 27 年２月 28 日（土） 午後１時 30 分～午後４時 00 分（開場 午後１時）
◆会 場
金沢公会堂（入場無料）
※駐車場（有料）に限りがありますので、公共交通機関を御利用ください。
◆内 容
（１）第 40 回 金沢区社会福祉功労者表彰及び感謝式典
（２）シンポジウム～地域の中でのつながり・支えあいを目指して～
【事例紹介】
ア 身近な知り合いを増やし安心の輪を拡大
イ 子どもも大人もみんなで健康づくり
ウ 「得意」と「経験」を発揮して地域をもっと元気に
◆定 員
400 名（申込み不要）※来場者の皆様に記念品を御用意しています。
◆託 児
２歳以上の未就学児対象（要予約、先着４名まで）
御希望の方は２月13 日（金）までに下記へお問合わせください。
◆問合せ：福祉保健課事業企画担当
金沢区社会福祉協議会

☎７８８－７８１３
☎７８８－６０８０

（３） 「キラキラかなざわっこ 春の祭典！」のポスターの掲出依頼
について
育児支援イベント「キラキラかなざわっこ 春の祭典！」を開催いたしますので、皆様の
御来場をお待ちしています。
つきましては、周知のため、自治会町内会の掲示板へのポスター（Ａ４）掲出をお願いし
ます。
（配送ルート）
◆日 時
平成 27 年３月７日（土） 午前 10 時 00 分～午後４時 00 分（開場 午前９時 30 分）
◆会 場
金沢公会堂及び中庭ほか（入場無料）
※駐車場（有料）に限りがありますので、公共交通機関を御利用ください。
◆内 容
（１）第一部：金沢区子育てシンポジウム「子育て支援は『まち育て』
」
（２）第二部：みんなで楽しもう！キラキラかなざわっこ大集合！
◆その他
（１）申込は不要です。当日直接会場にお越しください。
（２）会場内にお子様と座って見られるスペースを御用意しています。安心して話が聞け
るよう、保育ボランティアも一緒に見守りを行います。
◆問合せ：こども家庭支援課 ☎７８８－７７８７

（４） 金沢公会堂の一時閉館について
金沢区役所新庁舎の竣工後、金沢公会堂を解体します。
これに伴い、金沢公会堂の講堂（ホール）等を平成 28 年３月 14 日（月）から閉館します。
なお、新庁舎に整備する「多目的室」
（定員：100 席程）及び「リハーサル室」を皆さまに
御利用いただく予定です。
◆問合せ：地域振興課区民活動支援担当 ☎７８８－７８０７

第２部 金沢区町内会連合会定例会（平成 27 年１月）
Ⅰ 行政関係
１ 「第 61 回文化財防火デー」に伴う消防総合訓練について（金沢消防署）
文化財防火デーの行事として、称名寺周辺及び旧伊藤博文金沢別邸を対象とした実践的な消防総
合訓練を実施します。
◆目 的
称名寺及び旧伊藤博文金沢別邸関係者（自助）
、地元町内会（共助）
、消防団・消防署（公助）
が一体となり、歴史的遺産である文化財を火災から守るという防災意識の高揚を図るととも
に、木造密集地域の延焼防止対策を重点とした連携体制を強化することを目的とします。
◆称名寺消防総合訓練
（１）日 時
平成 27 年１月 24 日（土） 午前 10 時 00 分～午前 10 時 30 分
※雨天の中止決定は、当日の午前８時 30 分に関係者と協議し決定します。
（２）場 所
称名寺（住所：金沢区金沢町 212 番地）
（３）訓練参加予定者（10 隊 99 名）
金沢消防署、金沢消防団（第１～４分団）
、称名寺関係者、県立金沢文庫、
金沢南部地区連合町内会
◆旧伊藤博文金沢別邸消防総合訓練
（１）日 時
平成 27 年１月 25 日（日） 午前 10 時 00 分～午前 10 時 30 分
※雨天の中止決定は、当日の午前８時 45 分に関係者と協議し決定します。
（２）場 所
旧伊藤博文金沢別邸（住所：金沢区野島町 24 番地）
（３）訓練参加予定者（８隊 81 名）
金沢消防署、金沢消防団（第５、６分団）
、旧伊藤博文金沢別邸関係者、
野島町内会、乙舳町内会
◆問合せ：金沢消防署 予防課 ☎７８１－０１１９

２ 金沢消防団の募集について

（金沢消防署）

金沢消防団では、一緒に地域防災に貢献していただける金沢消防団員（特別職地方公務員）を募
集しています。
現在、金沢消防団は地域防災のリーダーとして防火、防災、救命普及などに 515 名（男性団員
464 名、女性団員 51 名）の消防団員が活躍しています。ひとりでも多くの入団をお待ちして
います。
（配送ルート）
◆応募方法
金沢消防署 庶務課 消防団担当へお申し出ください。
◆活動内容
（１）消防隊と連携して、火災時に消火活動、避難誘導等の消防活動をします。
（２）地震・風水害時の救助、避難誘導、地域防災拠点への支援等をします。
（３）各種訓練、火災予防広報、救急救命普及活動をします。
◆応募条件
次の条件をすべて満たす方。
（男女問いません）
（１）18 歳以上の方（70 歳定年）
（２）金沢区に在住、在勤、在学している方
◆身分等
（１）特別職地方公務員となります。
（２）年度ごとに「年額報酬」が、訓練・災害出場をすると一定の報酬「出動報酬」が支給され
ます。
（３）５年以上勤務すると退団時に「退職報償金」が支給されます。
（４）被服の貸与や表彰制度があります。
◆問合せ：金沢消防署 庶務課 ☎７８１－０１１９

３ 第 47 回衆議院議員総選挙及び第 23 回最高裁判所裁判官国民審査の
結果について
（総務課）
平成 26 年 12 月 14 日執行衆議院議員総選挙に御協力いただきまして誠にありがとうございまし
た。
衆議院小選挙区選出議員選挙、衆議院比例代表選出議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査の投票
者数及び投票率等の投票結果について御報告します。
◆投票率（金沢区）
（１）小選挙区：５６．９４％
（２）比例代表：５６．９４％
（３）国民審査：５５．８９％
◆問合せ：金沢区選挙管理委員会 ☎７８８－７７１３

４ 平成 27 年４月 12 日執行 統一地方選挙執行に関するお願いについて
（総務課）
平成 27 年４月 12 日（日）を期日として、統一地方選挙が予定されています。
つきましては、選挙執行にあたり御協力をいただきますようお願いいたします。
◆投票日
平成 27 年４月 12 日（日） 午前７時～午後８時
◆地区連合自治会町内会に御依頼する事項
（１）投票日当日の投票管理者１人の推薦（推薦期限：２月 13 日（金）
）
※投票立会人２人と投票事務従事者については、後日投票管理者に推薦を依頼します。
（２）期日前投票所の投票立会人２人の推薦（推薦期限：２月 13 日（金）
）
◆各自治会町内会に後日御依頼をする事項
（１）選挙公報の配布
（２）選挙啓発（PR）ポスターの掲出
（３）選挙啓発回覧チラシの回覧
◆問合せ：金沢区選挙管理委員会 ☎７８８－７７１３

５ 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）
災害時に備えて各自治会・町内会で取組をすすめていただいていますが、状況を把握するととも
に今後の支援につなげていきたいため、各自治会・町内会にアンケート調査を依頼させていただき
ますので、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。
（２）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ひと目でわかるよう吊り下げ旗を配付してい
ます。要・不要を御回答ください。
◆アンケート回答期限
平成 27 年２月 20 日（金）※同封した返信用封筒を御利用ください。
◆提出先・問合せ：高齢・障害支援課 ☎７８８－７７７４

６ 金沢文庫駅第六自転車駐車場閉鎖及び対策について（金沢土木事務所）
金沢文庫駅周辺には、市営の自転車駐車場が９か所と民営の自転車駐車場が３か所あり、現在に
至っています。市営駐車場のうち、金沢文庫駅第六自転車駐車場のみ、民有地を借用して駐車場を
設置していましたが、今回、地権者から契約書に基づく解約の申し入れを受け、閉鎖するものです。
なお、閉鎖に伴う現利用台数への対策として既存自転車駐車場への振り分け及び既存自転車駐車
場の増設を実施します。
◆閉鎖時期
平成 27 年６月末（閉鎖後、自転車駐車場施設の撤去工事を行い、地権者に返還します。
）
◆金沢文庫駅第六自転車駐車場の施設概要
収容台数 560 台（利用台数 600 台）※自転車定期利用のみ
◆閉鎖に伴う現利用台数への対策
（１）既存駐車場へ振分（500 台）
金沢文庫駅西口周辺の既存駐車場のバイク未利用分を自転車へ切り替え
※金沢文庫駅第九、金沢文庫駅 C 棟、金沢文庫駅第二 A 棟
（２）既存駐車場の増設（100 台）
金沢文庫駅第十駐車場 ※平成 27 年４月～６月工事予定
◆問合せ：金沢土木事務所 ☎ ７８１－２５１１

７ 緊急時情報伝達システムの試験導入について御協力のお願い
（地域振興課 地域力推進担当）
災害発生時には、防災情報を迅速かつ確実に伝えることが重要であり、昨年の台風 18 号、台風
19 号での対応について、地域の皆さまからは、地区連合会長だけでなく、各自治会町内会長にも
迅速に情報提供してほしいなどの要望をいただいております。
このような状況を受けて、災害発生時など緊急時に、自治会町内会長の皆さまに対し、迅速かつ
確実に情報の受伝達を行うことができるようにするため、電話による緊急時情報伝達システムを試
験導入しますので、御理解、御協力いただきますようお願い申し上げます。
（配送ルート）
◆システムの特徴
（１）受信方法として、電話か携帯メールのどちらか選択可能
（メールやインターネットを利用しない方でも、身近な電話により情報の受伝達が可能
です。
）
（２）区役所ではプッシュボタンで回答された内容を自動集約し、迅速に状況を把握できます。
◆システムの概要
（１）区が、伝達すべき情報をシステムに入力し、登録した電話番号にシステムから一斉送信
（２）システムから電話がかかってきますので、自治会町内会長様は、通常の電話と同じよう
に電話に出て、情報を受け取り、設問に対し、回答番号をプッシュボタンで押して回答
します。
（メールの場合、回答は、メールに記載した番号に電話して回答いただくこと
になります。
）
（３）プッシュボタンで押した回答番号の情報はシステムで自動的に集約
（４）区は応答状況も含め、回答内容から各地区の被害状況等を迅速に把握
◆依頼内容
各自治会町内会長様は、別紙「緊急時情報伝達システム登録申出書」に、必要事項を記入し、
域振興課まで御提出をお願いします。
◆提出期限
平成 27 年２月６日（金）
◆今後のスケジュール
～１月末：各地区連合定例会において、自治会町内会長へ説明及び登録依頼
２月 24 日（火）
：午前 10 時にシステムからの一斉情報受発信訓練を実施
３月 12 日（木）
：午前 10 時にシステムからの一斉情報受発信訓練を実施
３月 26 日（木）
：午前 10 時にシステムからの一斉情報受発信訓練を実施
◆問合せ：地域振興課地域力推進担当

☎ ７８８－７７１８

８ 平成 26 年度横浜市自治会町内会長永年在職者表彰式の開催について
（地域振興課）
自治会町内会長永年在職者表彰市長表彰対象者については、これまで各区で行う自治会町内会長
感謝会において表彰させていただいておりましたが、本年度は下記のとおり、新たに式典を開催し、
表彰させていただくことといたしましたので、お知らせします。
◆表彰対象者
平成 26 年度に市長表彰の対象である自治会町内会長在職 10 年以上（以降５年刻み）に達する
方、及び同年度に地区連合町内会長在職年数が 10 年に達する方 計124 名（予定）
◆会場
市長公舎（住所：横浜市西区老松町２）
◆実施日時（金沢区分）
平成 27 年３月３日（火） 14:30～16:30（13:45 開場）
※参加者の方が多数のため、行政区ごとに等分し２日間に分けて開催します。
◆参加者
表彰者御本人、来賓（横浜市町内会連合会長、金沢区町内会連合会長）
、市長、副市長、区長、
市民局長
◆御来場の方法について
開催日当日は、区役所～会場間において、マイクロバス等により送迎を行います。
当日は、区役所４階１号会議室に午後１時を目安にお越しいただくことになりますので、よろ
しくお願いします。
◆開催の御案内
１月下旬を目安に、参加対象者の皆さまに直接郵送にて案内状を送付いたします。詳細につい
ては、案内状で御確認をお願いします。
◆問合せ：市民局地域活動推進課 ☎６７１－２３１８

９ 平成 26 年度 金沢区自治会町内会長感謝会の開催について
（地域振興課）
平成２６年度自治会町内会長感謝会を開催いたしますので、自治会町内会長の皆様の御出席をお
願いいたします。
なお、表彰対象者の皆様には、別途、御案内状を郵送させていただきます。
※昨年と同じ会場となります。
（配送ルート）
◆日 時：平成 27 年３月９日（月） 午後３時３０分から午後５時１０分まで（予定）
（受付：午後３時００分～）
◆会 場：横浜テクノタワーホテル ３階宴会場
◆申込み：平成２７年２月５日（木）までに、案内通知に同封しました「はがき」を御返信くだ
さい。
◆送 迎：当日、区役所駐車場前から送迎バスを御用意いたしますので、御利用ください。
なお、バスの利用を御希望される方は、
「はがき」の【送迎用バスの利用】の「有」
に○を付けて御返信ください。
※バスは午後２時４０分に区役所を出発しますので、大変恐縮ですが、時間厳守でお
願いします。
◆その他：アルコール等の飲み物が出ますので、お車での御来場は御遠慮ください。
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１

10 その他
（１） 金沢区生涯学習交流会（フォーラム KANAZAWA2015）のチラシ
の回覧とポスターの掲示について
金沢区の生涯学習や地域活動を紹介する「フォーラム KANAZAWA」を開催いたしますの
で、チラシの回覧とポスター（Ａ４）の掲出をお願いいたします。
（配送ルート）
◆日
◆会
◆内
◆申

時：平成 27 年３月７日（土）午前 10 時～午後 3 時 30 分
場：能見台地区センター
容：
「街の先生」や「生涯学習団体」の活動などの展示や体験
込：当日直接会場へ（入場無料 ※一部実費負担があります。
）

◆問合せ：地域振興課区民活動支援担当

☎ ７８８－７８０６

（２） 「データ de かなざわ」の配付について
１１月の区連会にて各地区連合自治会・町内会長に１部ずつ配付しました、金沢区の概況
や地区別の特性と比較等のデータを集めた「データ de かなざわ」について、各自治会・町内
会に１冊ずつ配付しますので、ぜひ御覧ください。
（配送ルート）
◆問合せ：地域振興課地域力推進担当 ☎ ７８８－７８０９

（３） 迷惑電話チェッカー無料モニター募集期間延長について
（地域振興課）
11 月の区連会にて情報提供しました迷惑電話チェッカー無料モニターについて、神奈川県
と事業関係者間で下記のとおり申込期間を延長する旨の調整がありましたので、お知らせし
ます。
つきましては、各自治会町内会における班回覧をお願いします。
（配送ルート）
◆申し込み期限
平成 26 年 12 月 26 日（金） ⇒ 平成 27 年３月 31 日（火）
◆申込方法
地域振興課窓口で配布、または横浜市ホームページからダウンロードできる申込書に必
要事項を記入してワイモバイル社へお申込みください。
◆対象者
市内在住でナンバーディスプレイ契約済みの電話回線を使用している世帯
（または、契約予定である世帯）
※ナンバーディスプレイは、月額約 400 円の利用料金の他、新たに契約する際は、工事
費 2，000 円（税抜）がかかります。
◆問合せ：市民局地域防犯支援課 ☎６７１－３７０７

Ⅱ 関係団体等
１．金沢区放課後児童クラブ児童募集ポスターの掲出依頼について
（地域振興課 学校支援・連携担当）
平成 27 年度の金沢区内放課後児童クラブ新規児童募集を行います
ので、ポスター（Ａ３版）の掲出をお願いいたします。
（配送ルート）
◆問合せ

地域振興課 学校支援・連携担当
☎ ７８８－７８０５

２．金沢区体協スポーツフェスティバルのポスター掲出依頼について
（金沢区体育協会）
平成２７年３月８日（日）に金沢体育協会の公益的自主事業として、
「金沢区体協スポーツフェスティバル」を企画しました。広く区民の皆様にご案
内するため、各町内会の掲示板にポスターの掲出をお願いします。
（配送ルート）
◆問合せ

金沢区体育協会
☎ ７８２－９２３４

３．神奈川県立金沢文庫 特別展チラシの掲出依頼について
(横浜金沢文庫）
平成２７年２月１９日（木）～４月１９日（日）に開催する特別展
「津久井光明寺」では、鎌倉時代の禅宗寺院宝積寺の由緒を引き継ぐ相模原市
の光明寺の文書をはじめ、様々な寺宝を一堂に公開します。
この特別展「津久井光明寺」を紹介するためチラシ（Ａ４版）の掲出をお願い
します。
（配送ルート）

◆問合せ

神奈川県立金沢文庫
☎ ７０１－９０６９

４．平成 27 年度 区民利用施設の職員募集のお知らせ、
並びにチラシの回覧及び、ポスターの掲出依頼について
(ＮＰＯ金沢区民協働支援協会）
平成 27 年度 区民利用施設（地区センター、コミュニティーハウス）の職員を
募集しますので、その周知のため自治会町内会へのチラシの回覧、ポスターの掲
出をお願いいたします。
（配送ルート）
◆採用等
平成 27 年 4 月 1 日から勤務
時給職員
◆募集施設・人数
地区センター
17 名
コミュニティーハウス
10 名
◆応募用紙の配付
金沢区内の地区センター、コミュニティーハウス、
スポーツ会館及びＮＰＯ金沢区民協働支援協会事務局
◆募集締め切り
平成 27 年 2 月 25 日（水）まで（必着）
◆問合せ
金沢区民協働支援協会
☎ ３４９－７０３１

