第 1 部 金沢区町内会連合会定例会（平成 27 年４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３月末現在）
発生件数 ：
２９２件（前年同時期比較
＜主な犯罪件数＞
空き巣 ：
３件（
〃
振り込め ：
３件（
〃
自転車盗 ：
１０７件（
〃
ひったくり：
０件（
〃
◆交通事故発生件数（平成27 年３月末現在）
発生件数 ：
１２８件（前年同時期比較
死者数 ：
１人（
〃
負傷者数 ：
１４１人（
〃

△４２件）

（金沢警察署）

◆「オレオレ詐欺」
～ATM を操作させて現金を騙

△７件） し取る手口や現金を郵送（配送）
△７件） させる手口等が増えています～
２１件）
△７件） ◆春の全国交通安全運動
△７件）
１人）
△１６人）

期間：平成 27 年５月 11 日
～平成27 年５月20 日

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

火災件数
火災種別

損傷被害

主な
出火原因

（３月末現在）

平成 27 年

平成 26 年

増△減

※全市的に、火災による
死者が増加しています。
住宅火災の多くはたば
こ、放火、こんろ、食用
油過熱出火が原因のもの
がほとんどです。火災予
防を徹底しましょう。

９

９

±０

建物火災

７

７

±０

その他の火災

２

２

±０

死者

０

０

±０

負傷者

１

０

１

放火（疑い含む）

３

２

こんろ

１

０

１ ※平成 27 年度全国統一
１ 防火標語

ストーブ

１

０

ロースター

１

０

その他

３

７

平成 27 年

平成 26 年

２，４９１

２，４６４

１，６６９

１，５６２

一般負傷

４０２

４５５

交通事故

１５０

１６６

その他

２７０

２８１

１ 「無防備な 心に火災が
１
かくれんぼ」
△４

＜救急状況＞（金沢区内）
区分

／

年

救急件数
急病
内 訳

（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。

※一般負傷の多くは、
転倒などによるもの
２７
で、予防が可能です。
１０７
△５３ ※ＡＥＤの取扱いな
ど、応急手当を覚えて、
△１６
あなたも救命のリレー
△１１ の第一走者に！

増△減

３ その他
（１） 「市民防災の日」金沢かわら版（４月号）及び、
火の用心通信（2015 年４月）№41 の発行について
「市民防災の日」金沢かわら版（４月号）及び、火の用心通信（2015 年４月）№41 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） 地域力通信「ハーモニー」平成２７年度第１号発行について
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、自治会町内会への班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 第４１回金沢まつり開催に向けての協賛金の依頼について
（金沢まつり実行委員会）
第 41 回金沢まつり「花火大会」及び「いきいきフェスタ」の開催に向けて、
金沢まつり実行委員長及び金沢区長の連名による趣意書を自治会町内会長様、及び
地区連合自治会町内会長様あてお送りし、協賛金への協力をお願いします。
（配送ルート）
◆ 花火大会 平成２７年８月２２日（土）午後７時～午後８時
【荒天時は中止、翌日順延はいたしません】

海の公園

◆ いきいきフェスタ 平成２７年１０月１７日（土）
海の公園
午前１０時～午後３時３０分
【荒天時は翌日に順延いたします】
◆ 問合せ

金沢まつり実行委員会
事務局：金沢区地域振興課

電話 ７８８－７８０１

２ 第２２回公開医療講座の周知依頼について
（神奈川県立循環器呼吸器病センター）
神奈川県立循環器呼吸器病センターでは、地域の方々の健康維持に貢献することを目的に公
開医療講座を開催しています。この度、講座を開催いたしますので、自治会町内会へのチラシ
の回覧及び掲示板への掲出をお願いいたします。
（配送ルート）
◆テーマ

「糖尿病 ～ 最新の知見と食事療法」
「生活習慣を変えたら変わる？
糖尿病とのおつきあい」

◆日 時

平成２７年６月１３日（土） 開場 １２時 開演 １３時

◆会 場

横浜市港南公会堂

市営地下鉄港南中央駅下車 徒歩１分

◆入場料等 入場無料 申込み不要
◆問合せ 神奈川県立循環器呼吸器病センター
地域連携室 ： 電話 ７０１－９５８１

第２部 金沢区町内会連合会定例会（平成 27 年４月）
Ⅰ 行政関係
１ 平成 27 年度初期消火器具補助事業の申請及び設置場所について
（金沢消防署 予防課）
横浜市は、地域における初期消火力の向上を図るため、地域の皆さまとともに、初期消火器具の設
置普及に取り組んでいます。
そこで今年度は、更なる地域防災力の向上を図るため、初期消火器具等の整備に係る補助事業を拡
大しました。
また、今年度からコンビニ店舗に初期消火器具が設置できるようになりました。
そこで、初期消火器具の設置場所として「コンビニ店舗を希望される自治会町内会」を募集します。
（配送ルート）
◆初期消火器具等整備費補助金交付申請の受付期限 ： 平成 27 年８月末日まで
◆補助数 ： 市内 18 区で 100 基（平成26 年度は市内 18 区で 50 基）
◆補助額 ： 費用の３分の２（上限 20 万円）
コンビニ店舗を初期消火器具の設置場所として御希望の場合の応募方法
◆消防署備え付けの応募用紙に必要事項を御記入の上、金沢消防署予防課に御提出をお願いし
ます。設置についての依頼・お問合せは、直接店舗に行わないでください。
◆初期消火器具の設置に御協力いただけるコンビニエンスストア８社（順不同）
ファミリーマート、ローソン、スリーエフ、デイリーヤマザキ、コミュニティストア、ポプラ、
セブンイレブン、ミニストップ
◆受付期間
平成 27 年５月１日から平成 27 年７月末日まで
◆設置までの流れ
（１）７月末日まで募集
（２）消防署で応募用紙をとりまとめ、コンビニエンスストア８社に一括申請
（３）８月上旬にコンビニ各社から消防署に設置可否の連絡が入る。
（４）消防署から自治会町内会に「コンビニ各社からの回答（設置可否）
」を連絡
（５）設置可能の回答が届き次第、コンビニ店舗・自治会町内会・消防署の三者で話し合い
（６）協定を締結（９月頃を想定）
（７）協定締結後、初期消火器具をコンビニ店舗に設置
◆注意事項
（１）初期消火器具の設置、撤去等に係る費用は、自治会町内会の負担となります。
（２）初期消火器具の設置に起因して生じた損害等は、自治会町内会の責任となります。
※参考：初期消火器具の損害賠償保険は年間 1,000 円～2,000 円程度で加入できます。
◆問合せ：金沢消防署 予防課 ☎７８１－０１１０

２ 「身近なまちの防災施設整備事業補助」の開始について
（都市整備局）
本年４月１日に、
「地震火災対策方針（平成 26 年３月策定）の対策地域」において、自治会町内
会等が行う防災施設（避難経路、防災広場、防災設備）の整備等への補助制度を開始しました。
つきましては、御案内のリーフレットを、対象となる自治会町内会長の皆さまに配付します。
（当該自治会町内会のみ配送ルート）
◆補助対象地域（金沢区）

金沢町、洲崎町、泥亀二丁目、寺前一丁目、寺前二丁目、西柴三丁目、平潟町、町屋町、谷津町
◆問合せ：都市整備局防災まちづくり推進課 ☎６７１－３５９５

３ 保健活動推進員の推薦及び委嘱について

（福祉保健課）

11 月区連会依頼により御推薦いただきました 274 人の方について、４月 17 日（金）に委嘱式を
行いました。皆様の御協力に感謝申し上げます
しかしながら、金沢区内には未推薦の地区が 26 地区あるため、自治会町内会と個別に調整をし
ていきますので、引き続き御協力をお願いします。
◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８２０

４ 災害時要援護者支援名簿（情報共有方式）の提供について
（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、平成 25 年度からは区と
協定を締結した自治会町内会等の自主防災組織に、災害時要援護者名簿を提供しております。
平成 27 年度につきましても、名簿の提供について説明会を開催します。
名簿提供をご希望、又は検討される自治会町内会の方は、御参加をお願いいたします。
（配送ルート）
◆全体説明会
（１）日 時：平成 27 年５月 16 日（土） 14 時 00 分から
（２）会 場：区役所１階４号会議室
※説明会の参加申込は、平成 27 年５月８日（金）までにお電話でお願いいたします。
◆「情報共有方式」名簿提供までの流れ
（１）地域で検討のうえ、組織的な合意を得ていただくようお願いします。
（２）
「災害時要援護者支援事業 情報共有方式 実施申込書（様式１）
」を御提出ください。
※様式は、説明会にて配付します。また、金沢区ホームページにも掲載しています。
※御提出の際は、予めご連絡いただき、区役所３階９番窓口にお越しください。
（３）自治会・町内会のエリアを確定し、協定締結をします。
（４）手続に必要な書類を御提出いただきます。
（５）個人情報保護・活用研修の受講と開催
（６）名簿の提供
◆名簿提供申込期限
平成 27 年６月 30 日（火）必着まで
◆名簿提供時期
平成 27 年 10 月
◆その他
すでに協定を締結している自治会・町内会につきましては、全体説明会への参加は必要あり
ません。
◆問 合 せ：高齢・障害支援課 ☎７８８－７７７４

５ 平成 28 年度自治会町内会館整備費補助金について

（地域振興課）

平成 28 年度に自治会町内会館を新築・購入、増築、改修、修繕の補助申請を予定している自治
会町内会は事前に御相談のうえ、関係書類を期日までに御提出ください。
地震火災対策方針の対策地域については、老朽化建築物などの除去費や建築物の「耐火性能強化」
の設計費・工事費に対する建築物不燃化推進事業補助金も併せて申請できます。
また、横浜市では平成 26 年３月に、
「横浜市の公共建築物における木材の利用の促進に関する方
針」を策定し、地球温暖化対策の一環として、建築物への木材の利用を進めています。
つきましては、会館の整備計画を立てられる際に、ぜひ国産の木材利用について御検討ください。
（配送ルート）
◆申請書類：事前に御相談いただいたうえで、自治会町内会長へお渡しします。
◆提 出 先：金沢区地域振興課
◆提出期限：平成 27 年７月 31 日（金）必着まで
◆留意事項
（１）申請（予定）については、総会での承認が必要です。
（総会資料及び議事録が必要です。
）
（２）申請受付予定団体の決定は、平成 28 年度予算確定後となります。
（平成 28 年３月末頃）
（３）会館整備費補助申請を予定されている団体は、必ず事前に地域振興課に御相談ください。
◆問 合 せ：
（会館整備補助に関すること）

地域振興課 ☎７８８－７８０１

（建築物不燃化推進事業補助に関すること） 都市整備局 ☎６７１－３５９５
（木材利用に関すること）

建 築 局 ☎６７１－２９１６

６ 平成 27 年度 新任自治会町内会長研修会の開催について
（地域振興課）
平成 27 年度に新たに自治会町内会会長に就任された方を対象に研修会を開催いたします。
つきましては、新任自治会町内会長の方で参加を御希望される方はお申込みください。
なお、誠に勝手ながら地区連合自治会町内会ごとに日程を指定させていただきます。
（配送ルート）
◆日 時
（１）平成 27 年５月27 日（水） 午後２時 00 分～午後４時 00 分（予定）
（２）平成 27 年５月 29 日（金） 午前 10 時 00 分～正午（予定）
（３）平成 27 年５月 30 日（土） 午前 10 時 00 分～正午（予定）
◆会 場
１階５号会議室
◆内 容
（１）金沢区の自治会町内会加入状況について
（２）自治会町内会への行政からの依頼事項について
（３）金沢区町内会連合会の役割について
（４）補助金申請手続きについて
・地域活動推進費について
・町の防災組織活動費について
◆対 象
平成 27 年度に新たに自治会町内会長に就任された方
◆申 込
平成 27 年５月 13 日（水）までに区役所地域振興課あて FAX、E メール等でお申し込みくだ
さい。
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１ ＦＡＸ ７８８－１９３７
Ｅメール kz-chishin@city.yokohama.jp

７ その他
（１）

街きれい金沢推進週間の実施に伴うごみ袋の配付について

街きれい金沢推進週間【平成 27 年５月９日（土）～５月 17 日（日）
】に伴い、各自治会
町内会で実施する地域清掃用のごみ袋を配付しますので、御活用ください。
（配送ルート）
加入世帯数

自治会町内会数

袋配布枚数

１２２

２０

２，４４０

５０１ ～１０００

３６

３０

１，０８０

１００１～１５００

１１

４０

４４０

４

５０

２００

０

～５００

１５０１～
合

計

１７３

合 計

４，１６０

◆問合せ：金沢区地域振興課 資源化推進担当 ☎ ７８８－７８０８

（２） 自治会町内会活動のための情報交流誌
～ハマの元気印自治会町内会 Vol.２～ の送付について
地域社会のつながりの希薄化が指摘される中、市民が主体的に地域活動を促進していく
ため「横浜市地域の絆をはぐくみ、地域で支え合う社会の構築を促進する条例」が平成２
３年３月２５日に施行されました。
そこで、今回、身近な暮らしの中での助け合いや親睦を深めるため、住民福祉の向上や
地域コミュニティの充実に向けての取組や課題について情報共有・情報交流をすすめるこ
とを目的に「横浜市内の自治会町内会活動のための情報交流誌」を作成しましたので、御
覧ください。
昨年に引き続き、第２号となる本誌では、横浜市内の自治会町内会の現況のほか、
「地域
の絆を深めるために」
、
「担い手づくりのために」の２つのテーマで各自治会町内会の特色
ある取組などを中心にまとめました。
自治会町内会の役員の皆様にお読みいただき、そして地域での議論が広がる第一歩とな
ることを期待しております。
なお、巻末の「情報共有アンケート」を活用し、この情報誌の内容に対する御意見など
をお寄せいただくことで次なる情報交流へつなげたいと思います。アンケートに御協力く
ださいますようお願い申し上げます。
（配送ルート）
◆問合せ：市民局地域活動推進課 ☎６７１－２３１８

（３） 平成 26 年度金沢区自治会町内会長感謝会の記念写真について
平成 27 年３月９日（月）に横浜テクノタワーホテルにて開催しました「平成 26 年度金
沢区自治会町内会長感謝会」に御出席いただいた際、懇親会において区長とテーブル毎に記
念撮影をさせていただきました。
このたび、その写真が出来上がりましたので、感謝会へ御出席されました自治会町内会へ
お送りいたします。
（配送ルート）
◆問合せ：金沢区地域振興課 ☎７８８－７８０１

Ⅱ 関係団体等
１ 金沢区交通安全・防犯功労者並びに協力者の推薦について
（金沢区安全・安心まちづくり推進協議会）
金沢において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個人及び
団体を表彰させていただくため、自治会町内会長あてに該当される個人・団体の有無について
ご確認をお願いいたします。
（配送ルート）
◆ 功労者及び協力者の推薦確認
該当する個人・団体の推薦の有無について 「功労者・推薦確認票」を
５月２０日（水）までにご提出お願いします。
※ 推薦「有」の場合は、推薦書を５月下旬頃にお送りします。
◆ 表彰式
平成２７年７月３０日（木）に開催予定「平成２７年度金沢区交通安全・防犯
のつどい」の席上で表彰させていただきます。
◆ 問合せ
金沢区安全・安心まちづくり推進協議会
事務局 ： 金沢区地域振興課
☎ ７８８－７８０１

２ 「自治会町内会加入のご案内」パンフレットの配付について
（金沢区町内会連合会）
自治会町内会の加入促進策として、パンフレットを作成いたしました。効率的な活用をはか
るため、各自治会町内会に１０部ずつ配布させていただきますが、この部数以上に必要な自治
会町内会には、後日お送りいたします。
１０部以上必要な場合は、
「金沢区自治会町内会加入のご案内（パンフレット）申込票」に
必要事項を記入のうえ、事務局へお申込みください。後日郵送にてお届けします。
（配送ルート）
◆問合せ
金沢区町内会連合会 事務局
〒236-0028 金沢区洲崎町 1-18
☎ ７８０－３４３２
ＦＡＸ３４９－７０３５

３ 自治会町内会長バッチ等の有料頒布について
（金沢区町内会連合会）
横浜市共通の自治会町内会長バッチを有料頒布いたしますので、ご希望の方は、お申し出く
ださるようお願いいたします。
（配送ルート）
◆頒布価格
単位自治会町内会長バッチ
地区連合自治会町内会長バッチ

◆問 合 せ （申込み）
金沢町内会連合会

１，６００円
３，８００円

☎ ７８０－３４３２

