第 1 部 金沢区町内会連合会定例会（平成 27 年 10 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９月末現在）
発生件数 ： ９２１件（前年同時期比較
＜主な犯罪件数＞
空き巣 ：
１８件（
〃
振り込め ：
２１件（
〃
自転車盗 ： ３２１件（
〃
ひったくり：
５件（
〃
◆交通事故発生件数（平成27 年９月末現在）
発生件数 ： ４０４件（前年同時期比較
死者数 ：
３人（
〃
負傷者数 ： ４７２人（
〃

△２０５件）

（金沢警察署）

◆電話で「携帯電話番号が変わっ
た」
、
「お金が必要だ」は詐欺！

△８件）
△３３件） ◆自転車盗にあわないために、
「駐
△５８件） 輪の際は自宅でも必ず施錠を」
△８件）
◆11 月の交通安全スローガン
＋３８件）
「シートベルト
＋３人）
締めれば安全 家族は安心」
＋３２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

※火災により亡くなる

１９

８ 方が増加しています。

２１

１３

その他の火災

６

６

８ これからの時期は、乾燥
±０ し、燃え広がりやすくな

死者

１

０

負傷者

５

１

不明・調査中

７

６

電気機器

４

２

放火

３

３

配線器具

２

０

１１

８

平成 27 年

平成 26 年

７，４１２

７，０８７

急病

４，８９９

４，５５１

一般負傷

１，２２８

１，２９１

交通事故

４６７

４４８

その他

８１８

７９７

建物火災

損傷被害

平成 27 年
２７

火災件数
火災種別

（９月末現在）

その他

１ りますので、自宅や周辺
４ を確認し、火災を出さな
１ い環境を作りましょう。
２ 【参考】消防団員募集中
±０ 金沢消防団員数
510 人/580 人
２
（実員）
（定数）
３

＜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。

消火器の使い方を知っ
ておきましょう！
３２５
１．安全栓を抜く。
３４８ ２．ホースを火元に向
ける。
△６３
３．レバーを握る。
１９

増△減

２１ 【ポイント】
・放射距離３ｍ～５ｍ
・放射時間 10～15 秒

３ 平成 27 年秋の火災予防運動について

（金沢消防署）

平成 27 年秋の火災予防運動（平成27 年 11 月９日から 11 月15 日まで）の実施に伴い、火災予防
広報活動を実施します。
つきましては、広く区民の方々にお知らせするため、自治会町内会へのポスターの掲出をお願いし
ます。
また、駅頭広報も実施しますので、御協力をお願いいたします。
（配送ルート）
◆駅頭広報
（１）京浜急行電鉄 金沢文庫駅
日 時：平成 27 年 11 月６日（金） 18:00～18:30
（２）京浜急行電鉄 京急富岡駅
日 時：平成 27 年 11 月９日（月） 18:00～18:30
◆問合せ：金沢消防署 予防課 ☎７８１－０１１９

４ 飛行場外におけるヘリコプターの離着陸訓練について （金沢消防署）
金沢消防署では、大規模災害等が発生した際の対応能力の向上を図ることを目的として、
「海の公
園なぎさ広場」におきまして、航空消防隊（消防ヘリコプター）による離着陸訓練を実施いたします。
訓練実施中は、ヘリコプター飛来による騒音が発生するとともに、強風により砂埃等が巻き上げら
れることがあります。
近隣の皆さま方には大変ご迷惑をおかけするとは存じますが、御理解と御協力をいただきますよう
お願い申し上げます。
なお、ヘリコプター着陸後、地域住民の皆さまを対象とし、ヘリコプターの展示説明を行いますの
で、お気軽にご参加いただきますよう併せてお願い申し上げます。
（配送ルート）
◆実施日時
平成 27 年 11 月 24 日（火） 午前９時 30 分から 11 時40 分まで（予備日：11 月 26 日（木）
）
◆実施場所
海の公園なぎさ広場（金沢区海の公園 10 番）
◆実施内容
（１）消防ヘリコプターによる離着陸訓練
（２）救急患者の受入訓練
（３）消防ヘリコプターの展示説明
◆問合せ：金沢消防署

☎７８１－０１１９

横浜ヘリポート ☎７８４－０１１９

５ 全国瞬時警報システム（J アラート）の全国一斉情報伝達訓練及び
横浜市津波警報伝達システムの試験放送について （総務局危機管理室）
総務省消防庁が地震・津波などの発災時に備え、全国瞬時警報システム（J アラート）を活用した、
全国一斉情報伝達訓練を行います。
また、横浜市による大津波警報の試験放送も同日に行います。
つきましては、周知のため、自治会町内会においてチラシの班回覧をお願いします。
（配送ルート）
◆日 時
（１）全国一斉情報伝達訓練放送：平成 27 年 11 月 25 日（水） 午前 11 時頃
（２）大津波警報の試験放送

：平成 27 年 11 月 25 日（水） 午前 11 時 10 分頃
平成 27 年 11 月 25 日（水） 午前 11 時 20 分頃

※横浜市のみ
◆放送場所（金沢区内のみ表示）
海の公園
柳町コミュニティハウス

１号幹線沿緑地（幸浦一丁目）
長浜水路沿緑地（福浦一丁目）

八景小学校

海辺の散歩道（福浦一丁目）

金沢小学校

小柴崎緑道（並木三丁目）

六浦中学校
野島公園詰所付近
横浜市野島青少年研修センター付近
横浜ベイサイドマリーナ
◆放送内容

中央卸売市場南部市場
八景島
並木第一小学校
金沢工場

（１）全国一斉情報伝達訓練放送
♪ピンポンパンポン（上り）
「これは、テストです。
」
（３回繰り返し）
♪ピンポンパンポン（下り）
（２）大津波警報の試験放送 ※横浜市のみ
♪ピンポンパンポン（上り）こちらは横浜市です。ただいまから試験放送を行います。
サイレン ウー 約３秒 × ４回
訓練、訓練
大津波警報 × ４回
サイレン ウー 約３秒 × ４回
訓練 訓練
高いところへ避難 × ２回
サイレン ウー 約３秒 ×４回
これで、試験放送を終了します。♪ピンポンパンポン（下り）
◆問合せ：総務局情報技術課

☎６７１－３４５８

６ 横浜市男女共同参画行動計画（素案）にかかるパブリックコメント
の募集について
（総務課）
横浜市男女共同参画推進条例に基づく、現行の「第３次横浜市男女共同参画行動計画」が平成 28
年３月 31 日をもって計画期間が終了となります。そこで、附属機関である、横浜市男女共同参画審
議会の答申をふまえて、庁内で検討を進め、
「第４次横浜市男女共同参画行動計画」素案を作成しま
した。
この素案について、皆さまからの声を反映させて、
「第４次行動計画」を策定していきますので、
ご意見をお寄せくださいますようお願いします。
（配送ルート）
◆意見募集期間
平成 27 年10 月 19 日（月）～平成 27 年 11 月 20 日（金）
◆提出方法
（１）郵

送：
「横浜市男女共同参画行動計画素案【概要版】
」に添付されているハガキ

（２）F A X：０４５－６６３－３４３１
（３）E メール：ss-danjoiken@city.yokohama.jp
◆パブリックコメント資料の主な配布先
ホームページに掲載するほか、区役所区政推進課や図書館等（予定）
◆その他
いただいたご意見については、ご意見の概要とそれに対する横浜市の考え方としてとりまと
め、平成 28 年１月に公表予定です。個別の回答はいたしかねますので、ご了承ください。
◆問合せ：政策局男女共同参画推進課 ☎６７１－２０３５

７ 「金沢区の魅力いっぱい健康ウオーキング 2015」のポスター掲出
依頼について
（福祉保健課）
横浜市では「健康寿命日本一」を目指し、日常生活の中で楽しみながら健康づくりができる仕組み
づくりを進めております。
この度、健康増進と金沢区の魅力を再発見していただく月間スタンプラリー及び１日ウオーキング
イベント「金沢区の魅力いっぱい健康ウオーキング 2015」を開催します。
つきましては、イベントを広く周知するため、自治会町内会の掲示板へのポスター掲出をお願いし
ます。
（配送ルート）
◆月間スタンプラリー
（１）概要
参加者が期間中に区内の区内駅、施設、店舗等でスタンプを押印する月間イベント
（２）実施日
平成 27 年 11 月６日（金）～12 月６日（日）
（３）特徴
期間中は、区内各所（全 94 ヶ所）のスタンプポイントで一定数（20 個以上）のスタン
プを集め、スタンプ台紙を郵送すると、抽選により賞品が贈られます。コース設定は無く、
自由に巡ることができます。
◆１ｄａｙウオーキング
（１）概要
健康増進と金沢区の魅力を再発見していただく１日ウオーキングイベント
（２）実施日
平成 27 年 11 月 21 日（土） ※雨天決行
（３）特徴
午前 10 時に金沢文庫駅をスタートし、称名寺等を経由、中央水産研究所をゴールと
するコース（全行程６．２ｋｍ）を予定
◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８４０

８ マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取り扱い
について
（地域振興課）
10 月６日に消費者庁よりマイナンバー制度を騙る不審な電話を受けた南関東の 70 代女性が、現金
を支払わされる被害にあったと発表がありました。
横浜市では、これを受けて各区の防犯メールを配信し、各地域への情報発信を依頼させていただき
ました。
横浜市では、不審電話等の情報を取りまとめて、ホームページで注意喚起を掲載していくほか、今
後も防犯メール等の発信を行っていきます。
また、広報よこはま、チラシ等に注意喚起を掲載する等の対応を行ってまいりますので、今後も情
報共有にご協力をお願いします。
◆以下のような電話等に注意してください。
（１）マイナンバーの通知や利用、顔写真付きの「個人番号カード」の交付などの手続で、国の
関係省庁や地方自治体等が、口座番号や暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や、年金・
保険情報等を聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることや、ＡＴＭの操作
をお願いすることは一切ありません。
（２）電話、メール、訪問などにより、マイナンバーの安全管理対応の困難さなどを過度に誇張
した賞品販売や不正な勧誘などには十分に注意してください。
（３）
「通知カード」は簡易書留で各世帯に郵送されます。普通郵便でポストに入っていること
はありません。また、配達員が代金を請求したり、口座番号などの情報を聞いたりするこ
ともありません。
（４）顔写真付きの「個人番号カード」の交付申請先は、
「地方公共団体情報システム機構」
です。なお、交付申請書に口座番号等を記載することはありません。
（５）
「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です。こうし
た手口で、人を欺くなどして、他人のマイナンバーを取得することは法律により罰せられ
ます。なお、不正な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても刑事
責任を問われることはありません。
◆問合せ：横浜市マイナンバー制度コールセンター ☎０５７０－０４５－５０６

９ 金沢公会堂の一時閉館について

（地域振興課）

金沢公会堂は、平成 28 年３月 14 日（月）から一時閉館し、新公会堂のオープン（平成 30 年度）
まで約３年間講堂（ホール）等が使用できなくなります。
新金沢区総合庁舎内に整備する多目的室（100 人程度）及びリハーサル室（平成 28 年４月から使
用開始・予約は平成 28 年１月から開始予定）又は近隣の施設をご利用いただきますようお願いいた
します。
なお、他区の公会堂を利用の場合でも、金沢公会堂同様、市・区共催の場合は半額減免となります。
（市・区後援の場合は減免の対象となりません。
）また、市・区が共催または後援する行事等に使用
する場合は 12 か月前から優先受付できますが、優先受付による申し込みが多い場合は利用調整を行
います。
（配送ルート）
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０４

10 その他
（１） 「市民防災の日」金沢かわら版（10 月号）及び、
火の用心通信（2015 年 10 月№47）の発行について
「市民防災の日」金沢かわら版（10 月号）及び、火の用心通信（2015 年10 月№47）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） 「無料税務相談のご案内」の回覧依頼について
税金に関するご質問・ご相談に横浜南支部所属税理士が無料でお答えします。
この機会にぜひお申込みください。
つきましては、周知のため、自治会町内会においてチラシの班回覧をお願いいたします。
（配送ルート）
◆実施日時
毎月第２火曜日（休日の場合は翌日）※２・３月は除く
13:00～16:00（お一人 30 分程度）
◆実施場所
東京地方税理士会 横浜南支部（横浜市南区花之木町 2-28 ハイツ花之木 104 号室）
◆注意事項
（１）南区、港南区、磯子区、金沢区にお住いの個人または法人の方々で、税理士等
の関与が無い場合に限ります。
（２）相談会は予約制です。専用の申込書に必要事項ご記入のうえ、お申込みくだ
さい。
（３）１回の相談日につき、相談者５名までとさせていただき、以後、次回以降に繰
下げてご相談に応じます。
（４）原則として、ご相談希望日の前月末日までにお申し込みください。
（５）申告書の作成や税額計算は対象外とさせていただきます。
（６）ご相談により生じたトラブルに関しましては、当支部では責任を負いかねます
ので、ご承知おきください。
◆申込先・問合せ：東京地方税理士会 横浜南支部

☎ ７１５－６６５１

ＦＡＸ ７２１－６４３０

Ⅱ 関係団体等
１「柴漁港秋のさかなフェア」の開催に伴う案内チラシの掲出について
（横浜市漁業協同組合 柴支所）
横浜市漁業協同組合 柴支所では「柴漁港秋のさかなフェア」を開催いたします。
東京湾・横浜の漁業をたくさんの人に知っていただくことを主眼に学び、遊び、体験
するイベントです。
魚のさばき方教室や遊漁船乗船体験、柴漁港でとれた海鮮の直売、
柴シーサイドファームや地元の専門店が多数出店いたします。
自治会町内会へのチラシの掲出をお願いいたします。
（配送ルート）
◆日 時

平年２７年１１月７日（土） 午前９時～午後２時
荒天日は１４日（土）に延期

◆会 場

柴 漁港（シーサイドライン海の公園柴口駅）

◆内 容

お魚大直売、遊漁船クルージング、八景島シーパラダイスのペンギン
と撮影会 地元専門店厳選グルメ など

◆問合せ

横浜市漁業協同組合 柴支所

☎ ７０１－８１８２

第２部 金沢区町内会連合会定例会（平成 27 年 10 月）
Ⅰ 行政関係
１ 都市計画の方針及び線引きの見直しについて

（都市整備局企画課）

この度、まちづくりの上位方針である都市計画の方針と線引きの見直しを行います。
つきましては、市素案の内容及び手続について広く区民の皆さまに説明会等を行い、周知をしてい
きますので、事前にお知らせします。
◆周知方法
（１）広報よこはま全市版 11 月号に掲載（説明会の開催について）
（２）リーフレット（今回の見直しについて（概要）及び線引き見直しの概ねの位置について）
ア 10 月末（予定）からＰＲボックス等への設置
イ 11 月上旬（予定）から線引き見直し対象地区内への各戸配布
※ 配布の開始とあわせて、連合町内会自治会長の皆さまへ郵送します。
（３）建築局都市計画課ホームページ

ア 今回の見直しについて（概要）及び線引き見直しの概ねの位置について（10 月 27 日掲載予定）
イ 見直しの詳細内容（区域、用途地域等）
（11 月 12 日掲載予定）
（４）説明会
詳細については広報よこはま全市版 11 月号をご覧ください。
◆問合せ：
（都市計画の方針について）都市整備局企画課
（線引きについて）

☎６７１－３７４９

建築局都市計画課 ☎６７１－２６６４
☎６７１－２６５７

２ 土砂災害警戒情報への対応に伴う検証結果について

（総務課）

９月９日（水）に発生しました台風 18 号の影響による土砂災害警戒情報への対応に伴う今回の検
証につきましては、今後に活用できるよう、各課で実施した内容や対応を検証し、区役所全体での共
有を図るため実施しました。各課からの検証を取りまとめた結果及び今後の対応策についてお知らせ
します。
◆配備体制等について
（１）課長級以上が保有する防災携帯及びその他区役所で保有するＰＨＳ等の活用を検討し、
連絡体制を確保する。
（２）今回、配備人員 59 名（２号配備相当で対応）実人員 102 名で対応したが、今後、避難勧
告対象地域が増加した場合、配備人員については検討が必要
◆避難勧告発令時の広報について
（１）車による広報については、区役所、消防で連携し実施しました。音声が聞きづらかった
問題に関しては、スピーカーの音量、実施要領も含め、検討が必要
（２）緊急時情報システムによる広報については、チリ地震時の津波関係及び今回の土砂災害警
戒情報発令時において２回実施しました。10 分以内に 75％の回答があったことなど非常
に有効な広報であったと考えます。
◆避難所開設・運営について
（１）避難所での情報不足を補うための資機材（ポータブルテレビ、記録用カメラなど）及び
生活用品（電気ポット、電気ストーブなど）等の購入の検討が必要
（２）学校以外の避難所（関東学院大学ベンネットホール、六浦地区センター）の照明関係、
施設利用時における避難所開設などの課題については、関東学院大学及び地区センター
と今後検討が必要
◆その他
避難所への連絡先一覧の作成、避難所におけるペット対策、職員への雨対策（雨具等の準備）
等の検討が必要
◆問合せ：総務課 ☎７８８－７７０６

３ 第３期金沢区地域福祉保健計画 地区別計画リーフレットの作成及び
素案の意見募集について
（福祉保健課）
現在策定を進めている第３期金沢区地域福祉保健計画（平成 28 年度～32 年度）のうち、区内 14
地区ごとの地区別計画の周知を図るため、リーフレットを作成し、各戸配布を予定しています。
それぞれの地区の実情を反映した親しみやすいリーフレットにしたいと考えておりますので、原稿
の作成についてご理解・ご協力をお願いします。
また、第３期金沢区地域福祉保健計画の素案に対する意見募集の実施を予定していますので、ご承
知おきください。
◆リーフレット構成
Ａ３両面カラー印刷 二つ折り（１～４面構成）を基本とします。
◆スケジュール
平成 27 年９月～11 月 平成 27 年度第 1 回地区推進連絡会（14 地区）
11 月 20 日 リーフレット原稿とりまとめ
12 月～２月 校正
平成 28 年３月 印刷
４月 各戸配布
◆第３期金沢区地域福祉保健計画の素案に対する意見募集期間
平成 27 年 11 月 20 日（金）～12 月 18 日（金）
◆素案周知方法
（１）広報よこはま金沢区版 11 月号
（２）素案の配布場所
区役所、地域ケアプラザ、地区センター、コミュニティハウス等
（３）金沢区ホームページ
◆意見提出方法
素案に印字されたハガキまたはＦＡＸ、Ｅメール等により区役所福祉保健課へご提出ください。
◆問合せ：福祉保健課

☎

ＦＡＸ

７８８－７８１３
７８４－４６００

Ｅメール kz-fukuho@city.yokohama.jp

４ 年末年始のごみと資源物の収集日程について
（資源循環局金沢事務所）
年末年始の 12 月 31 日（木）から１月３日（日）までは、ごみと資源物の収集をお休みさせてい
ただきます。
日程をお知らせするための班回覧用のチラシについては、例年どおり 11 月下旬に、各自治会町内
会へ配送させていただきますので、よろしくお願いします。
（11 月配送ルート）
◆燃やすごみについて
（１）月・金曜日が収集日の地域
年末は 12 月 28 日（月）まで、年始は１月４日（月）から、通常の曜日どおり収集
します。
（２）火・土曜日が収集日の地域
年末は 12 月 29 日（火）まで、年始は１月５日（火）から、通常の曜日どおり収集
します。
（３）その他
資源物についても、年末は 12 月 30 日（水）まで、年始は１月４日（月）から、通常
の曜日どおり収集します。
◆問合せ：資源循環局 金沢事務所

５ その他

☎７８１－３３７５

Ⅱ 関係団体等
１ 特別展「国宝 一遍聖絵」開催の案内チラシの掲出に
ついて
（神奈川県立金沢文庫）
特別展「国宝 一遍聖絵」では、鎌倉仏教の一つ 時宗の開祖一遍上人の生涯を描
いた全１２巻の国宝「一遍聖絵」の内の４巻を展示いたします。
金沢区民の皆様に貴重な機会である展覧会のチラシの掲出を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 11 月 19（木）～ 12 月13（日）
午前 9 時～午後 4 時 30 分 （入館は午後 4 時まで）

◆休館日

毎週月曜日（11 月 23 日は開館）
、11 月 24 日（火）

◆問合せ

神奈川県立金沢文庫 学芸課

☎７０１－９０６９
ＦＡＸ７８８－１０６０

