第 1 部 金沢区町内会連合会定例会（平成 27 年９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27 年８月末現在）
◆電話で「携帯電話番号が変わっ
発生件数 ： ８１１件（前年同時期比較 △１４７件）
た」
、
「お金が必要だ」は詐欺！
＜主な犯罪件数＞
空き巣 ：
１３件（
〃
△１２件）
振り込め ：
１９件（
〃
△３１件） ◆自転車盗にあわないために、
「駐
自転車盗 ： ２７９件（
〃
△３１件） 輪の際は自宅でも必ず施錠を」
ひったくり：
５件（
〃
△８件）
◆交通事故発生件数（平成27 年８月末現在）
◆秋の全国交通安全運動
発生件数 ：
３６６件（前年同時期比較
＋４５件）
９月 21 日（月）～９月 30 日（水）
死者数 ：
３人（
〃
＋３人）
負傷者数 ：
４２９人（
〃
＋４３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

主な
出火原因

平成 26 年

増△減

※地域の防災訓練では、

１７

９

消火訓練、救急訓練、

２０

１２

８

避難訓練等が行われて

その他の火災

６

５

１

います。防災訓練に参

死者

１

０

１

加しておくことで、地

負傷者

５

１

４
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放火（疑い含む）

３
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築け、被害の軽減につ
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０

こんろ

１

１

ストーブ

１
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ながります。
【参考】消防団員募集中
±０ 金沢消防団員数
１
512 人/580 人

１９

１３

平成 27 年

平成 26 年
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６，３６１

３１８

急病
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４，０９１
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１，０９１
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交通事故
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３９４

３６

その他

７３８

７１６

２２

建物火災

損傷被害

平成 27 年
２６

火災件数
火災種別

（８月末現在）

その他

２

（定数）
６ （実員）

＜救急状況＞（金沢区内）
区分

／

年

救急件数

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。

増△減

※台風のシーズンに入
り、
「風水害への備え」
が重要です。被害を出
さないためにも、事前
の準備や情報収集を行
い、風水害にそなえま
しょう。

３ 防災計画修正に伴う市民意見募集の実施について
（総務局危機管理室）
横浜市では、横浜市防災計画「風水害等対策編」について、関係法令の改正及び前回修正（平成
25 年度）以降の取組等を踏まえ、必要な修正を進めています。
そこで、計画の修正にあたり、幅広く市民の皆さまの御意見を伺うため、市民意見募集を実施しま
す。
（配送ルート）
◆意見募集期間：平成 27 年 10 月５日（月）～10 月 31 日（土）
◆意見提出方法：パンフレットに印刷したハガキの郵送、FAX、又は E メール
◆そ

の

他：パンフレットは、区役所、市民情報センター等で配布します。

◆今後のスケジュール
～10 月 31 日：市民意見募集（結果集計後、公表予定）
11 月上旬：横浜市危機管理推進会議での審議
12 月：横浜市会での報告
平成 28 年１月：横浜市防災会議での審議
４月：新計画運用開始
◆問合せ：総務局危機対処計画課

☎ ６７１－４０９６

４ 横浜市民の危機管理アンケート調査結果速報について
（総務局危機管理室）
横浜市では、今後の事業展開や地震防災戦略の見直しなどに活用するため、市民の皆さまの日頃か
らの自助・共助の意識や取組状況を把握する「横浜市民の危機管理アンケート調査」を実施しました。
今回、特に市民の皆さまの自助・共助の意識や取組状況に関する項目の集計結果を速報としてお知
らせいたします。今後、地域の防災・減災の取組を行うにあたり、ぜひ参考にしていただきますよう
お願いいたします。
◆結果速報
（１）地震対策
ア 大地震が近く起きるのではないかという不安を感じている方が 90.2％。大地震が発
生して心配なことは、
「電気、水道、ガスの供給停止」が 62.0％。
イ 家庭での防災対策（自助）として、
「古い耐震基準の建物で耐震化」している方 12.4％、
「家具を固定」している方が 53.9％、
「食料・飲料水を３日分以上備蓄している」方が
38.8％、
「感震ブレーカーを知っている」方 36.7％で、うち「感震ブレーカーを設置し
ている」方は 31.7％。
ウ 地域での取組み（共助）として、
「自治会・町内会の防災訓練」に参加している方が
38.5％、日頃の近所付き合いがある方が、90.3％。
エ 自宅が無被害でも余震が続いている場合、避難所に避難する方が 10.1％
（２）風水害対策
ア 風水害として「落雷」に不安を感じている方が 33.4％、風水害が発生して心配なこ
とは、
「電気、水道、ガスの供給停止」が 64.3％。
イ 家庭での防災対策
（自助）
として、
「携帯ラジオ、
懐中電灯」
を準備している方が74.6％、
「食料品や飲料水」を準備している方は 53.7％。
ウ 豪雨が発生した場合の避難行動をするきっかけとしては、
「避難勧告」が発表された
場合に、避難行動を開始する方が 23.6％。
（３）情報収集
災害時に「テレビ」で情報を収集する方が 92.0％、
「インターネット」で情報を収集す
る方が 58.0％。
◆問合せ：総務局危機管理課 ☎６７１－４３５１

５ 社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）について
（市民局窓口サービス課）
マイナンバー制度の開始に伴い、平成 27 年 10 月から 11 月下旬を目途に皆さまの住民票の住所に
マイナンバー（個人番号）をお知らせする「通知カード」が送付されます。
また、平成 28 年１月から社会保障・税・災害分野の手続きでマイナンバーの利用が開始されるほ
か、希望者には「個人番号カード」が交付されます。
今回は、こうしたマイナンバー制度についてのお知らせ資料を作成いたしましたので、自治会町内
会での回覧に御協力をお願いします。
（配送ルート）
◆概 要
マイナンバー（個人番号）とは、国民一人ひとりがもつ 12 桁の番号です。マイナンバーは、
安心・安全な仕組みで各行政機関等が分散管理する個人情報をつなぐ役目を果たします。
これにより、国や地方公共団体等での情報連携が可能になり、国民の利便性の向上、行政事務
の効率化、公平・公正な社会の実現が期待されています。
◆今後の流れ
（１） 住民票の住所に「通知カード」を送ります。
（平成 27 年 10 月以降～）
世帯分の「通知カード」を簡易書留で送ります。
（２） 各種申請書類にマイナンバーの記載が必要になります。
（平成 28 年１月以降～）
社会保障・税・災害対策の分野で、法律などに定められた事務の申請書にマイナンバー
を記載するようになります。
（３） 希望者に個人番号（顔写真付き）カードを交付します。
（平成 28 年１月以降～）
個人番号カードにはマイナンバーも記載されています。顔写真付きなので、本人確認資
料としても使用できます。
（初回交付は無料）
◆その他
マイナンバー制度の導入等を機に、個人番号カードを利用して、コンビニで証明書が受け取れ
る「コンビニ交付サービス」の導入の検討など、証明発行サービスや窓口の効率化・利便性向上
に向けて検討を進めています。
◆注意事項
マイナンバーを伝える際は、提供相手とその利用目的を必ず確認をしてください。
知らない会社から、電話等でマイナンバーを聞かれることは絶対にありません。
◆問合せ：横浜市マイナンバー制度コールセンター ☎０５７０－０４５－５０６

６ 金沢八景駅東口の歩行者等動線の変更について
（都市整備局金沢八景駅東口開発事務所）
金沢八景駅周辺事業の工事進捗に伴い、平成 27 年 10 月 31 日（予定）から金沢八景駅東口の道路
で一部通行等ができなくなります。
これにより、歩行者等動線が変わるため、周辺地区の定例会等において、ご説明させていただきま
す。
また、周辺地区においては、別途、周知のためのチラシの班回覧もしくは掲示板へのポスター掲出
について御協力くださいますようお願いします。
◆問合せ：都市整備局金沢八景駅東口開発事務所 ☎７８２－７３２１

７ 健康づくり月間事業について

（福祉保健課）

健康づくり月間事業として、金沢区三師会による講演会や相談事業をはじめ、いきいきフェスタで
の健康づくり月間コーナーの開催や健康ウオーキングなど、健康づくりに関する各種イベントを実施
します。
つきましては、イベント周知のため、掲示板へのポスター掲出をお願いします。
（配送ルート）
◆金沢区健康づくり月間
平成 27 年９月 24 日（木）～12 月６日（日）まで
◆自由参加イベント（申込不要）
（１） 動物の飼育・健康相談、無料糞便検査（１０月１日～１５日）
（２） 公衆浴場こども無料入浴（１０月１０日【銭湯の日】 午後３時～）
（３） 健康づくりパネル展（１０月２１日～１０月２３日）
（４） 健康ウオーキング月間スタンプラリー（１１月６日～１２月６日）
（５） 金沢区の魅力いっぱい健康ウオーキング２０１５（１１月２１日）
◆金沢区三師会館でのイベント
（１）１０月２２日（木）開催
ア 講演会（午後１時３０分～午後３時００分）
【受付：午後１時～】
（先着８０名）
「認知症について」
イ 健康相談（午後１時３０分～午後３時３０分）
【受付：午後３時００分まで】
ウ 歯科相談（午後２時３０分～午後４時３０分）
【受付：午後４時００分まで】
エ お薬相談（午後１時００分～午後４時３０分）
【受付：午後４時００分まで】
◆ 問合せ：福祉保健課
金沢区三師会

☎ ７８８－７８４０（健康づくり月間全体について）
☎ ７８２－８７８５（三師会館のイベントについて）

８ 「横浜マラソン２０１６」の概要について

（地域振興課）

平成 28 年３月 13 日（日）開催の「横浜マラソン２０１６」の開催概要が決定しましたので、お
知らせします。
◆種 目と募集人員
（１）フルマラソン

：２３，９５０人

（２）１０ｋｍ

： １，０００人

（３）１０ｋｍ（車いす）
：

３０人

（４）２ｋｍ（車いす） ：

２０人

◆フルマラソン参加枠及び人数
（１）地元優先枠：３，０００人（申込多数の場合は抽選）
横浜市民（２，０００人）
、神奈川県民（１，０００人※横浜市民以外）
（２）チャリティ枠：５００人（先着順）
所定の金額の寄付を行った者が「チャリティランナー」として参加できる。
（３）外国人優先枠：５００人（先着順）
外国籍の方が優先的に参加できる
（４）横浜マラソンチャレンジ枠：５００人（別途募集）
スポーツ振興を図るため、各区スポーツセンターなどで実施するランニング教室や
ランニングイベントなどと連携した参加枠
（５）一般枠：１９，４５０人（申込多数の場合は抽選）
◆参加料
（１）フルマラソン

：１５，０００円

（２）１０ｋｍ

： ５，０００円

（３）１０ｋｍ（車いす）

： ５，０００円

（４） ２ｋｍ（車いす）

： ３，０００円

（５）チャリティ枠（フルマラソンのみ）
：５０，０００円（チャリティ 35,000 円含む）
（６）外国人優先枠（フルマラソンのみ）
：１７，０００円（手数料 2,000 円含む）
◆募集期間
（１）チャリティ枠・外国人優先枠：９月１日（火）～10 月 31 日（土）まで
（２）その他の枠

：９月１日（火）～９月 30 日（水）まで

（３）横浜マラソンチャレンジ枠 ：別途募集
◆申込方法
（１）インターネットでの申込み
（２）ローソン・ミニストップ店舗での申込み
◆問合せ：横浜マラソン組織委員会事務局 ☎６５１－０６６６

９ その他
（１） 「市民防災の日」金沢かわら版（８月・９月号）及び、
火の用心通信（2015 年８月№45・９月№46）の発行について
「市民防災の日」金沢かわら版（８月・９月号）及び、火の用心通信（2015 年８月№45・
９月№46）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） （仮称）小柴貯油施設跡地公園予定地見学会について
（仮称）小柴貯油施設跡地公園予定地見学会を開催しますので、お知らせします。
（広報区版 10 月号にお知らせを掲載します。
）
◆日時
平成 27 年 11 月 28 日（土）午前の部 10 時～12 時 午後の部 13 時 30 分～15 時 30 分
◆対象・定員
区内在住の方／60 人（各回 30 人） ※応募者多数の場合は抽選
◆内容
区役所集合、公園予定地内をバスで見学、区役所解散（午前・午後同内容）
◆お申込み
10 月 30 日（金）必着までに往復はがき（一人１枚）に行事名、午前の部または午後
の部の希望、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）
、年齢、電話番号、返信の宛名面を記入
のうえ、お申込みください。
◆お申込み先
〒231-0017 横浜市中区港町１－１ 環境創造局公園緑地整備課
◆問合せ：環境創造局公園緑地整備課 ☎ ６７１－４６１１

（３） 金沢土木事務所主要工事の進捗状況について
金沢土木事務所の主要工事について、現在の進捗状況をご説明いたします。
◆宮ヶ谷交差点改良事業
平成 27 年８月 31 日に竣工しました。
◆金沢文庫駅西口駅前広場再整備工事
（１）７月に広場内のクロガネモチの木を移植しました。
（２）８月末に警察との協議が終了し、工事の発注に向け詳細設計を進めています。
◆柴町崖地改修工事【道路災害防災対策工事（その１）
】
９月より法面補強工事に着手しました。年内を目途に工事を行い、平成 28 年１月の規
制解除（全線開通）を目指します。
◆夕照橋耐震補強工事（その１）
（１）平成 27 年度中に６本の橋脚のうち２本の耐震補強工事を行います。
現在は、橋脚周りを締切り、浚渫工事を行っています。
（２）工事発注予定
平成 28～29 年度 残りの４本の橋脚の耐震補強
平成 30 年度

上部工の改修

◆金沢シーサイドライン延伸工事（その２）
６本の橋脚のうち、４本を区画整理の駅前工事に先行し工事を行っています。
残りの橋脚、軌道及び駅舎工事等について区画整理事業及び京浜急行の駅舎改良事業と
調整を行いながら順次工事を進め、平成 31 年度の全線供用開始を目指します。
◆問合せ：金沢土木事務所 ☎ ７８１－２５１１

Ⅱ 関係団体等
１．第 41 回金沢まつり「花火大会」のお礼及び「いきいきフェスタ」の開催
ポスター掲出について
（金沢まつり実行委員会）
第 41 回金沢まつり「花火大会」は、天候にも恵まれ、多くの皆さまにご覧いた
だき開催することができました。
皆さま方のご支援・ご協力に感謝申し上げます。
引き続き、金沢まつり「いきいきフェスタ」を次のとおり開催いたしますので、
是非ご参加いただくようお願いいたします。
また、自治会町内会の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）
【金沢まつり・いきいきフェスタ】
◆日時 平成 27 年 10 月 17 日（土）午前 10 時 00 分～午後 3 時 30 分
荒天時は翌日に順延します。
◆会 場 海の公園
◆内 容 バザー・事業ＰＲコーナー、ステージ、健康づくりコーナー、
フリーマーケット、お楽しみ抽選会
など
◆問合せ 金沢まつり実行委員会
事務局：金沢区地域振興課

☎ ７８８－７８０１

２．共同募金運動への協力について
（(社)金沢区社会福祉協議会）
日頃から共同募金運動には、自治会町内会の方々のご理解とご協力を賜り感謝申
しあげます。今年で６９回目を迎える共同募金運動（赤い羽根募金、年末たすけあ
い募金）は、１０月１日から始まりますので、引き続きご理解ご協力をお願いいた
します。
◆募金活動期間 平成 27 年 10 月１日（木）～12 月 31 日（木）
◆目 安 額

◆問合せ

赤 い 羽 根 募 金
１世帯あたり２７０円
年末たすけあい募金
１世帯あたり１２０円

神奈川県共同募金会金沢区支会
事務局（社）金沢区社会福祉協議会 ☎ ７８８－６０８０

３．その他
(1) 「防犯かながわ」第 149 号の回覧について
（金沢防犯協会）
神奈川県防犯協会連合会より発行の「防犯かながわ」第 149 号を発行しましたの
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 67 号の回覧について
（金沢区青少年指導員協議会）
金沢区青少年指導員協議会の広報誌「金沢区 Youth(ユース) 21」
第 67 号を発行しましたので、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

金沢区青少年指導員協議会
事務局：金沢区地域振興課

☎ ７８８－７８０５

(3) 「更生保護かなざわ」第 81 号の回覧について
（金沢保護司会）
横浜市金沢保護司会の広報誌「更生保護かなざわ」第 81 号を発行しましたので、
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 金沢保護司会
事務局：金沢区社会福祉協議会 ☎ ７８８－６０８０

（4）
．関東学院大学公開講座（秋学期）開催のチラシ回覧、ポスターの掲出
について
（関東学院大学 社会連携センター）
秋学期公開講座の周知を図るため、自治会町内会へのチラシの回覧とポスターの
掲出をお願いいたします。
なお、チラシとポスターは、同様のものです。
（配送ルート）
公開講座内容の詳細は、社会連携センターへお問い合わせください。
専用の申込書付きのガイドブックを無料で郵送いたします。
◆問合せ

関東学院大学 社会連携センター
☎
７８６－７８９２
ＦＡＸ ７８６－７８９３
問合せ受付時間 月曜日～土曜日 午前９時～午後４時

第２部 金沢区町内会連合会定例会（平成 27 年９月）
Ⅰ 行政関係
１ 緊急時情報伝達システムの配信結果について
（地域振興課地域力推進担当）
金沢区では、災害時等に、自治会町内会長と区の間で迅速かつ確実な情報の受伝達を行うために、
電話による緊急時情報システムを導入しています。
今回は、９月の配信の状況についてご報告します。
（配送ルート）
◆避難勧告に伴う発信
（１）日

時：９月９日（水）13 時 20 分
（土砂災害警戒情報発表に伴う避難勧告発令：13 時８分）

（２）発信内容：避難勧告の発令と開設した避難所
（３）発 信 数：16 人（対象地域の連合会長・自治会町内会長）
（４）結

果：12 人（75％）が回答完了（10 分後の集計） ※70 分後に全 16 人に伝達完了

◆訓練発信
（１）日

時：９月１日（火）10 時 00 分

（２）発信内容：市内に震度６強の地震発生を想定した地域の被害状況の確認
※応答がない場合のリダイヤルは５分後、２回に設定
（３）発 信 数：180 人（自治会町内会171 人、地域防災拠点運営委員会９人※）
※登録数24 人のうち自治会町内会長としても登録のある15 人を除く。
（４）結

果：123 人（68.3％）が回答完了（20 分後の集計）
※その後、合計 135 人の回答（75％）を得ました。

◆追加登録について
携帯電話を保有していない、常時、外出する機会が多い等、会長が受信・回答をすることが難
しい場合は、各自治会町内会で最大２人（会長を含む）まで登録できますので、ぜひとも追加
登録をお願いいたします。
（別添の登録書を下記担当までご提出ください。
）
◆問合せ：地域振興課地域力推進担当 ☎７８８－７７１８

２ 平成 27 年度自治会町内会長永年在職者表彰について （地域振興課）
本年度の自治会町内会長永年在職者表彰については、昨年度同様、長期在職者の方を対象とした市
長主催による表彰式を開催し、後日別途、各区で区長主催による区長感謝会を開催します。
（配送ルート）
◆表彰対象者
平成 27 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
◆会場
市長公舎を予定しております。
◆実施時期
２月下旬～３月初旬の２日間を予定しております。
※１日あたり９区の受賞者をお招き、表彰を行います。
◆その他
当日は、各区から会場への送迎を予定しております。その他、詳細は決定次第ご報告します。
◆問合せ：市民局地域活動推進課 ☎６７１－２３１８

３ その他
（１） 「きらきら金沢っ子ファミリーフェスタ」チラシの掲示と
回覧の依頼について
子育てをする養育者が自分自身の趣味や特技を持ちながら日々を楽しく過ごすことは、養
護者が生き生き楽しく育児をすることにもつながります。
今年度、養育者である母親たちが主体となって企画・運営を行い、趣味や特技を発表する
場として、
「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、開催についてのチラシについて各自治会町内会への班回覧及び掲示板への
ポスター掲出をお願いします。
（配送ルート）
◆日 時：平成 27 年 11 月 29 日（日）午前１１時～午後３時（入場は１４時半まで）
◆会 場：能見台地区センター（体育館ほか）※土足不可（スリッパ等を御持参ください。
）
◆内 容：ママの出展ブース、ステージ発表、手作りおもちゃのお遊びブース等
◆問合せ：こども家庭支援課 ☎ ７８８－７７８７

（２） 街きれい金沢推進週間の実施について
街きれい金沢推進週間【平成 27 年 10 月 10 日（土）～10 月 18 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布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

１２１
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０
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合
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◆問合せ：金沢区地域振興課 資源化推進担当 ☎ ７８８－７８０８

合 計

４，１４０

Ⅱ 関係団体等
その他
(1) 無料調停相談会の開催に伴う案内チラシの掲出につい
て
（横浜民事調停協会）
横浜民事調停協会は、無料調停相談会を次のとおり開催いたします。
つきましては、開催案内チラシの掲出について、自治会町内会へご依頼いたします。
（配送ルート）
◆日 時

平成 27 年 10 月 18（日）
午前 10 時 00 分～午後 4 時 00 分 （受付終了午後3 時 30 分）

◆会 場

横浜市開港記念会館
横浜市中区本町１－６
みなとみらい線「日本大通り駅」徒歩１分
ＪＲ・市営地下鉄「関内駅」徒歩１０分
不動産、借金問題、相続、交通事故、近隣関係などのトラブルでお困
り方に裁判所の民事調停委員や家事調停委員が無料で相談をお受けし
ます。

◆内 容

◆申 込

予約不要・当日会場で受付

◆問合せ

横浜地方裁判所 庶務第二係
横浜家庭裁判所 庶務係

☎０４５－３４５－４１０４
☎０４５―３４５－３５０５

