第 1 部 金沢区町内会連合会定例会（平成 27 年２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27 年１月末現在）
発生件数 ：
８５件（前年同時期比較
＜主な犯罪件数＞
空き巣 ：
０件（
〃
振り込め ：
０件（
〃
自転車盗 ：
３２件（
〃
ひったくり：
０件（
〃
◆交通事故発生件数（平成27 年１月末現在）
発生件数 ：
５２件（前年同時期比較
死者数 ：
０人（
〃
負傷者数 ：
５９人（
〃

△４０件）

（金沢警察署）

◆「オレオレ詐欺」
～電話での「携帯電話番号が変

、
「今すぐお金が必要だ」
△１件） わった」
△１件） は詐欺と疑い、確認を～
△１件）
△４件） ◆自転車総合対策推進中
～交通ルールの遵守とマナーの
１件） 向上～
±０人）
自転車も 乗れば車の 仲間入り
△３人）

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

損傷被害

平成 27 年

平成 26 年

増△減

電気ストーブや石油スト

０

３

△３ ーブなどの暖房器具が原

建物火災

０

２

その他の火災

０

１

△２ 因の火災が、多く発生し
△１ ています。

死者

０

０

負傷者

０

０

たばこ

０

１

その他

０

２

火災件数
火災種別

（１月末現在）

±０ ストーブの取扱いには十
±０ 分気を付けて、寒い時期
△１ を安全で快適に過ごしま
△２ しょう。

主な

※平成 26 年度全国統一

出火原因

防火標語
「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

平成 27 年

平成 26 年

増△減

９１３

８６１

５２

急病

６１９

５４３

７６

一般負傷

１５５

１５３

２

交通事故

６１

６２

△１

その他

７８

１０３

△２５

（自損・加害等）

（備考）平成２７年中の数値は速報値であり、確定値ではありません。

※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 平成 27 年度 区役所機構改革について

（総務課）

平成 27 年４月からスタートする「子ども・子育て支援新制度」及び「生活困窮者自立支援制度」
への対応を契機に、子どもや家庭が抱える福祉的な課題に対して総合的な支援を進めます。
◆こども家庭支援課（
「子ども・子育て支援新制度」等への対応）
学齢期の留守家庭児童への対応も含めた学齢期対応の窓口を一本化し、乳幼児期から学齢期まで
の切れ目のない支援を行います。
これにより、こども家庭支援課の体制等が次のとおり変わります。
（１）地域振興課の放課後児童育成事業（はまっ子ふれあいスクール、放課後キッズクラブ、放
課後児童クラブ）をこども家庭支援課で進めます。
（２）地域振興課の学校支援・連携担当課長を、こども家庭支援課に配置し、名称を「学校連携・
こども担当課長」とします。また、新たに担当係長を配置します。
◆保護課（
「生活困窮者自立支援制度」への対応）
生活保護に至る前段階の生活困窮者への早期かつ包括的な相談支援を行うなど、今後は生活保護
を主体とした支援にとどまらず、広い視点で生活困窮者を支援します。
これにより、保護課及び係（保護運営係、保護係）の名称をそれぞれ「生活支援課」
「事務係」
「生活支援係」に変更します。
◆問合せ：総務課 ７８８－７７０４

４ 平成 26 年度 キャンパスタウン金沢フォーラムの開催について
（地域振興課）
金沢区が関東学院大学、横浜市立大学と連携し取り組んでいるキャンパスタウン金沢（大学の活力
を生かしたまちづくり）の活動を紹介する、
「キャンパスタウン金沢フォーラム」を開催しますので、
皆様の御来場をお願いします。併せて、ポスター（Ａ４）の掲出をお願いします。
（配送ルート）
◆日

時：平成 27 年３月 17 日（火） 午後１時 00 分～午後４時 00 分まで

◆会

場：関東学院大学 Ｆｏｒｅｓｉｇｈｔ21

10 階大会議室

（横浜・金沢八景キャンパス内）
◆申 込 み：申込み表に自治会町内会名、お名前を御記入のうえ、地域振興課までご送付ください。
◆申込期限：平成 27 年３月 10 日（火）
◆その他：手話通訳を御希望される場合は、３月６日（金）までに下記へお問合わせください。
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１

５ その他
（１） 「市民防災の日」金沢かわら版（2 月号）及び、
火の用心通信（2015 年 2 月）№39 の発行について
「市民防災の日」金沢かわら版（2 月号）及び、火の用心通信（2015 年 2 月）№39 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）
「横浜市中期４か年計画 2014～2017」の公表について
「横浜市中期４か年計画 2014～2017」が１月 26 日に公表されました。
計画冊子の閲覧、概要版の配布は１月 27 日から広報相談係で行っております。
つきましては、各自治会町内会あて１部ずつ概要版を配布させていただきますので、御覧
ください。
※冊子は市民情報センターにて 800 円で販売しています。
（配送ルート）
◆問合せ：区政推進課 ☎７８８－７７２６

（３） 第 18 回称名寺薪能の開催について
第 18 回称名寺薪能を開催しますのでお知らせします。
併せて、チラシの回覧とポスター掲出（Ａ４）をお願いします。
（配送ルート）
◆日 時
平成 27 年５月６日（振休：水） 午後５時 30 分開演
◆会 場
称名寺境内特設能舞台（※雨天時は金沢公会堂で開演）
◆内 容
能 「楊貴妃（ようきひ）
」 櫻間右陣
狂言「魚説法（うおぜっぽう）
」 野村萬斎
◆チケット発売日及び販売場所
（１）金沢区役所 中庭会議室
３月28 日（土）～３月 30 日（月） 午前８時 30 分から午後４時まで
※３月 31 日（火）以降のお求めはお電話で、
「ふみくらの仲間たち」へ。
☎０９０－３５１０－９５５９または、☎０８０－５１８６－４４０７へ
（２）チケットぴあ（Ｐコード：442-536）
３月 28 日（土） 午前 10 時～
☎０５７０－０２－９９９９
※電話番号のおかけ間違いに御注意ください。
◆問合せ：地域振興課 区民活動支援担当 ☎７８８－７８０７

（４） 地域力通信「ハーモニー」
（平成 26 年度第４号）の発行
について
金沢区内の地域における活動や、区役所の取組について紹介した広報紙を発行しました。
つきましては、自治会町内会へのチラシの回覧をお願いします。
（配送ルート）
◆問合せ：地域振興課 地域力推進担当 ☎７８８－７８０９

Ⅱ 関係団体等
１.「更生保護かなざわ」第 80 号の発行に伴う回覧依頼に
ついて
（金沢保護司会）
金沢保護司会の機関誌「更生保護かなざわ」第８０号を発行いたしましたので、
自治会町内会の回覧をお願いします。
（配送ルート）
◆問 合 せ

金沢保護司会
事務局 金沢区社会福祉協議会内 ☎ ７８８－６０８０

２.「福祉かなざわ」第 98 号の発行に伴う全戸配布について
（金沢区社会福祉協議会）
地域福祉情報紙「福祉かなざわ」第 98 号を発行いたしました。
はまかぜ新聞の折り込みにて全戸配布いたします。

◆問 合 せ

事務局 金沢区社会福祉協議会 ☎ ７８８－６０８０

３.「かなざわ民児協だより」第 50 号の発行に伴う回覧依頼に
ついて
（金沢区民生委員児童委員協議会）
金沢区民生委員児童委員協議会の広報誌「かなざわ民児協だより」第 50 号を発
行いたしましたので、自治会町内会の回覧をお願いします。
（配送ルート）
◆問 合 せ

金沢区民生委員児童委員協議会
☎ ７７４－６８９７

４.平成２７年度 金沢区町内会連合会定例会の日程について
（金沢区町内会連合会）
平成 27 年度の金沢区町内会連合会の開催日程をお知らせいたします。

年

月

平成２７年

４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２

月
月
月
月
月
月
月
月
月

日 （曜日）
２０日（月）
２０日（水）
２２日（月）
２１日（火）
休
会
２４日（木）
２０日（火）
２０日（金）
２１日（月）
休会になる場合があります

平成２８年

１ 月
２ 月
３ 月

２０日（水）
２２日（月）
２２日（火）

◆開催時間

午後１時３０分から

◆開催会場

現庁舎： ３階 ２・３号会議室
新庁舎： ５階 １号 Ａ・Ｂ・Ｃ会議室

◆問 合 せ

金沢区町内会連合会

☎ ７８０－３４３２

第２部 金沢区町内会連合会定例会（平成 27 年２月）
Ⅰ 行政関係
1 「はまっ子どうし The Water」のご紹介について
（水道局横浜の水プロモーション課）
からだの水分が 20％以上失われると生命に危険が及ぶことを御存じですか。
しかし、からだには水分を余分に蓄えることはできません。健康のために水を飲んで、脱水症状
や脳梗塞など健康障害を予防しましょう。
こまめに水を飲む習慣をつけるために、横浜市の水源地から採った水をそのままボトリングして
いる横浜市水道局がつくったピュアウォーター「はまっ子どうし The Water」を自治会町内会に
おいて御利用いただきたく御案内申し上げます。
◆「はまっ子どうし The Water」の特長
（１）お茶、コーヒー、炊飯にも！素材のおいしさを引き出す軟水
（２）塩素は無添加 ※大手メーカーと横浜市水道局が検査しています。
（３）環境貢献！道志村水源林保全などに売上金の一部を寄附
◆申込方法
自治会町内会ごとに承ります。
本数・料金等についてはご要望をお伺いしますので、まずご連絡ください。
◆注意点
今回のご案内は、自治会町内会ごとのまとめ買い注文限定です。
個人やご家庭でのご注文につきましては、水道局お客さまサービスセンターへお願いいたし
ます。
◆ご注文・問合せ先：水道局横浜の水プロモーション課

☎ ０４５－６３３－０１５７
FAX０４５－６３３－２８１５

２ 平成 27 年春の火災予防運動の実施について

（金沢消防署）

平成 27 年春の火災予防運動（平成 27 年３月１日～３月７日まで）の実施に伴い、火災予防運動
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 27 年春の火災予防運動を広く区民の方々にお知らせするため、各自治会町内会の掲
示板にポスター（Ａ３）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 27 年２月 27 日（金） 18 時 00 分から 18 時 30 分まで
場 所：金沢文庫駅 改札付近 （雨天決行）
◆問合せ：金沢消防署 予防課 ☎７８１－０１１９

３ 平成 27 年度 金沢区家庭防災員研修実施計画について
（金沢消防署）
昨年 11 月の区連会にて平成 27 年度家庭防災員の推薦の御依頼をさせていただきましたが、研修実
施計画が確定しましたので、お知らせいたします。
（配送ルート）
◆研修概要
コース（内容）

日時１

日時２

日時３

日時４

日時５

第１回
防火・救急研修
（出火防止の対策、初期消火
の要領、心肺蘇生法、三角巾
取扱いなど）

６月30 日（火）
9:30～11:30
能見台地区セン
ター（託児有り）

７月１日（水）
9:30～11:30
六浦地区セン
ター

７月２日（木）
9:30～11:30
富岡並木地区セン
ター（託児有り）

７月３日（金）
9:30～11:30
釜利谷地区セ
ンター

７月４日（土）
9:30～11:30
金沢地区セン
ター

第２回
地震・風水害研修Ⅰ・Ⅱ
（家庭内の安全シミュレーシ
ョン、わが家の耐震性を考え
る、地震と風水害の事例と教
訓、地震災害や風水害発生時
の対応方法など）

７月28 日（火）
9:30～11:30
能見台地区セン
ター（託児有り）

７月29 日（水）
9:30～11:30
六浦地区セン
ター

７月30 日（木）
9:30～11:30
富岡並木地区セン
ター（託児有り）

７月31 日（金）
9:30～11:30
釜利谷地区セ
ンター

８月１日（土）
9:30～11:30
金沢地区セン
ター

第３回
地震・風水害研修Ⅲ
（災害図上訓練DIG（ディグ）
の実施要領）

９月15 日（火）
9:45～12:15
能見台地区セン
ター（託児有り）

９月９日（水）
9:45～12:15
六浦地区セン
ター

９月10 日（木）
9:45～12:15
富岡並木地区セン
ター（託児有り）

９月11 日（金）
9:45～12:15
釜利谷地区セ
ンター

９月12 日（土）
9:45～12:15
金沢地区セン
ター

スキルアップ研修
（普通救命講習）

10 月23 日（金）
9:30～12:00
金沢地区センタ
ー

10 月24 日
（土）
9:30～12:00
金沢地区センタ
ー

※開催内容は、災害発生等で変更されることがありますので、あらかじめ御了承ください。
※スキルアップ研修は、普通救命講習Ⅰの内容で実施します。
（普通救命講習修了証が交付されます。
）
◆問合せ：金沢消防署 予防課 ☎７８１－０１１９

４ 横浜市民防災センターの再整備事業に伴う休館について
（金沢消防署）
横浜駅西口に近接する横浜市民防災センターは、市民が地震体験などを通じて、防災を学ぶための
体験施設ですが、さらなる減災に向けた意識の向上とその行動の実践を促す「自助・共助推進の中核
施設」となるよう機能強化を図るため、現在、再整備事業を進めており、平成 27 年度は、全面改修
工事を実施する予定です。
そのため、横浜市民防災センターは休館しますので、お知らせします。
◆休館期間：平成 27 年４月１日（水）から概ね１年間 ※運用開始は、平成 28 年４月を予定
◆周知方法：広報よこはま、市ホームページ等でお知らせします。
◆そ の 他：リニューアルオープンの時期や今後の利用方法等については、決まり次第、お知らせ
します。
◆問 合 せ：横浜市民防災センター ☎３１２－０１１９

５ 平成 27 年国勢調査実施に伴う御協力のお願いについて

（総務課）

平成 27 年 10 月１日（木）を調査期日として、全国一斉に平成 27 年国勢調査が実施されます。
国勢調査は国内に居住する全ての人及び世帯を対象に行われる国の最も大規模かつ重要な統計
調査で、今回で 20 回目に当たります。
今回の調査から、プライバシー意識の高まりやライフスタイルの多様化などに対応するため、新
たにインターネットによる回答方式が追加されます。
各自治会町内会におかれましては、本調査の重要性を御理解いただき、実施について特段の御配
慮と御協力をお願いいたしますとともに、国勢調査員として適任の方を御推薦くださいますようお
願い申し上げます。
なお、依頼文、地図等関係書類については、３月の配送ルートにて送付します。
（３月配送ルート）
◆≪調査員の主な仕事≫
①

８月２４日～ ９月 ７日 調査員説明会への出席（区役所内の会議室で行います）

②

説明会

③

９月１０日～ ９月１２日 インターネット回答依頼の配布

④

９月１６日～ ９月１８日 リーフレットの配布

⑤

９月２６日～ ９月３０日 調査票の配布（インターネット回答のなかった世帯）

～ ９月 ９日 調査区域の世帯の居住状況確認

⑥ １０月 １日～１０月 ７日 調査票の回収（回収の約束をした世帯があった場合）
⑦ １０月 ８日～１０月１０日 確認状の配布
⑧ １０月１３日～１０月２３日 関係書類の提出（区役所から指定された日）
調査票未提出世帯への提出依頼
◆問合せ：総務課 統計選挙係 ７８８－７７１２～３

６ 「広報よこはま」
「ヨコハマ議会だより」等の配付について
（区政推進課）
平成 27 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。また、皆様の自治会町内会への未加入世帯にも配布をお願いします。
なお、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 27 年 10 月と平成 28 年３月）に分けてお支払いします。
◆送付時期と送付方法
毎月末日までに、配送業者を通じて貴団体の配布担当者へお届けします。
※平成 28 年１月号は、平成 27 年 12 月 29 日までにお届けします。
※各世帯へは、毎月 10 日までに配布をお願いします。
◆その他
（１）自治会町内会活動としてボランティアで広報紙を配布しているときに、万一事故で負傷
した場合には、原則、横浜市が実施する市民活動保険の対象となります。
（状況により
対象にならない場合もあります。
）事故に遭われた時には、区役所総務課庶務係まで御
相談ください。
（２）配布員が確保できないなど、毎月の配布業務にお困りの場合は、区役所広報相談係又は、
市民局広報課まで御連絡ください。
（３）平成 27 年度も、市版で自治会町内会の活動を紹介していくことを予定しています。
自治会町内会の加入促進にも御活用いただければと存じますので、未加入世帯への配布
に特段の御配慮をいただきますよう、お願い申しあげます。
◆問合せ：区政推進課

☎７８８－７７２２（広報に関すること）

市民局 広報課

☎６７１－２３３２（広報に関すること）

総務課 庶務係

☎７８８－７７０４（市民活動保険に関すること）

７ 平成 27 年民生委員・児童委員及び主任児童委員の推薦について
（福祉保健課）
平成 27 年民生委員・児童委員及び主任児童委員の欠員補充及び増員につきまして、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。
なお、平成 27 年につきましても欠員地区及び増員が必要な地区のみの御推薦を依頼します。そ
の後、平成 28 年 11 月 30 日に任期満了に伴う一斉改選を行います。
（後日郵送）
◆連合及び地区推薦準備会の開催時期
（１）平成 27 年７月１日付け欠員補充、増員を行う地区：平成 27 年３月～４月
（２）平成 27 年 12 月１日付け欠員補充、増員を行う地区：平成 27 年８月～９月
◆留意事項
（１）
（連合）地区推薦準備会推薦人の選出について、
（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。
（２）候補者の選考にあたっては、資格要件、年齢要件、居住要件の確認をお願いします。ま
た、年齢要件については、なるべく原則としている年齢に近い方を御推薦いただくよう
お願いします。
◆その他
推薦依頼書は、該当自治会町内会長及び地区連合町内会長へ後日郵送します。
◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８２０

８ 狂犬病予防事業について

（生活衛生課）

狂犬病は、日本の周辺国を含む世界のほとんどの地域で依然として発生しており、侵入に備えた対
策が重要となっています。
そこで、狂犬病予防に係る知識の普及、予防意識の向上のため、啓発を強化し、犬の鑑札及び狂犬
病予防注射済票の交付等事務を動物病院等に委託し、手続きをワンストップ化することにより市民の
利便性向上を図りつつ、屋外の集合注射会場での狂犬病予防注射をより安全で衛生的に実施可能な動
物病院での実施に段階的に転換します。
◆見直しの概要
（１）手続き窓口の拡充
犬の鑑札や狂犬病予防注射済票の交付と手数料の収納を、ほとんどの動物病院でできるよ
うにします。
（注射をしたその日に、狂犬病予防注射済票などの交付が受けられます。
）
また、一部のペットショップで、犬を購入したその場で犬の登録手続きができるようにし
ます。
（２）集合注射会場の転換
公園や町内会館等をお借りして実施していた屋外の集合注射会場での注射を、３年を目処
に、より安全で衛生的な動物病院での注射に段階的に転換します。
（３）啓発の強化
ア はがきで行っていた狂犬病予防注射の案内を封書形式に変更します。
イ 手続きができる動物病院や集合注射会場を、居住区分だけでなく、全市分掲載して情
報量を増やします。
ウ 毎年の狂犬病予防注射や犬の登録など「飼い主の義務」や、狂犬病予防の重要性を啓
発するチラシを同封します。
◆進捗状況
（１）受託事業者の見込み（平成 27 年１月 22 日時点）
市内 292 か所（金沢区内：17 か所）が受託見込みとなっています。
（２）集合注射会場の転換
平成 26 年度：延べ 146 日 253 会場（金沢区内：10 日 18 会場）
→平成 27 年度：延べ 124.5 日 220 会（金沢区内：8.5 日 16 会場）
※金沢区では姫の島公園会場と富岡地域ケアプラザ会場が廃止となります。
◆今後の予定
平成 27 年３月：広報よこはま市版・区版に案内を掲載、犬の飼い主あて個別通知を郵送
◆問合せ：生活衛生課 ☎７８８－７８７３

９ 「金沢区読書活動推進目標」の策定について
（地域振興課 読書活動推進担当）
１月の区連会にて掲示板へのポスター掲出の御協力をいただき、平成 27 年１月 26 日から２月 16
日に実施した区民意見募集を経て、
「金沢区読書活動推進目標」の素案を策定しましたので、お知ら
せします。
◆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
（１）区内の様々な読書関連施設の情報をわかりやすくお知らせし、乳幼児から高齢者ま
で、すべての区民のみなさんが本に親しむことができる機会を増やします。
（２）区内で行われている様々な読書活動にスポットライトを当て、広く区民のみなさん
に参加を呼びかけます。
（３）区民のみなさんが読書活動を通して金沢区の歴史や魅力を知り、愛着を持つことが
できる機会を増やします。
◆問合せ：地域振興課区民活動支援担当 ☎７８８－７８０４

10 平成 26 年度 金沢区年末年始のごみ量について
（資源循環局金沢事務所）
平成 26 年度の年末年始のごみ収集状況及び４月からの収集作業についてお知らせします。
◆年末年始の燃やすごみの排出状況（通常時期：１日平均 145 トン ※12 月 1 日～20 日）
（１）年末（12 月 22 日～30 日）
ア ごみ収集量：1,074 トン（６日分）※１日平均 179 トン
イ 一番多い収集量：201 トン
ウ 事務所業務終了時間：19 時 30 分
※30 日（火）は収集作業終了後に全集積場所を廻り、分別されていないごみや収集
後に出されたごみを収集後、事務所に帰庁
（２）年始（１月５日～10 日）
ア ごみ収集量：892 トン（４日分） ※１日平均 223 トン
イ 一番多い収集量：291 トン
ウ 事務所業務終了時間：20 時 00 分
◆４月からの収集作業について
４月からの燃やすごみと缶・びん・ペットボトルの収集について、昨年と同様に車両稼働台数見
直しが行われ、１車の受け持ちエリアが広くなることから収集時間の変更が見込まれます。
つきましては、ごみ出しについては朝８時までにお出しいただきますようお願いいたします。
【参考】
稼働車両台数の見直しは、ごみの排出量等を勘案しながら、全市的に行われます。
（平成 27 年度は、燃やすごみと缶・びん・ペットボトルの稼働台数が各１台削減）
◆問合せ：資源循環局金沢事務所 ☎７８１－３３７５

11 平成 27 年度 金沢区市民活動に関する補助金・助成金について
（地域振興課 地域力推進担当）
金沢区役所及び金沢区社会福祉協議会では、各種団体の活動に対する助成制度があります。
このたび、平成 27 年度金沢区市民活動に関する補助金・助成金一覧を作成しましたので、御覧
ください。
27 年度の補助金・助成金の募集予定の一覧となっております。詳細につきましては、担当部署
までお問い合わせください。
（配送ルート）
◆問合せ：地域振興課 地域力推進担当 ☎７８８－７８０９

12 その他

Ⅱ

関係団体等

１．平成 27 年度共同募金運動への協力依頼および平成 26
年度各種募金の中間報告について
（金沢区社会福祉協議会）
◆

平成 27 年度 共同募金運動への自治会町内会を通じた戸別募金に
ご協力をお願いします。
（1）実施時期 ：平成 27 年 10 月 1 日 ~ 平成 27 年 12 月 31 日
（2）目標額
：２８，４８０，０００円
（内訳）広域計画分 １１，４００，０００円
地域計画分 １７，０８０，０００円
一世帯あたり目安額
３９０円（平成 26 年と同額）

◆

平成 26 年度の次の募金等の２月 10 日現在の各地区ごとの実績を報
告（中間報告）いたしましたので、ご確認をお願いいたします。
（1）日本赤十字社社資
（2）更生保護協会賛助金
（3）共同募金会募金

◆ 問 合 せ

金沢区社会福祉協議会
☎ ７８８－６０８０

２．金沢動物園「開園感謝祭」の広報ポスターの掲出依頼
について
（（公財）横浜市緑の協会・金沢動物園）
金沢動物園では、開園３３年を記念して「開園感謝祭」を実施します。
区民の皆様への周知を図るため、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。
（配送ルート）
◆

日 時

◆ 問 合 せ

平成 27 年３月 21 日（土）22 日（日）9：30 ~16：30
（公財）横浜市緑の協会・金沢動物園
☎ ７８３－９１００

