第 1 部 金沢区町内会連合会定例会（平成 27 年 11 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10 月末現在）
発生件数 ：１，０５１件（前年同時期比較
＜主な犯罪件数＞
空き巣 ：
２８件（
〃
振り込め ：
２５件（
〃
自転車盗 ：
３６２件（
〃
ひったくり：
５件（
〃
◆交通事故発生件数（平成27 年10 月末現在）
発生件数 ：
４４４件（前年同時期比較
死者数 ：
３人（
〃
負傷者数 ：
５１６人（
〃

△１９５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！

△２件）
△３０件） ◆自転車盗の被害にあわないために
△７５件） 「駐輪の際は自宅でも必ず施錠を」
△８件）
◆年末の交通事故防止運動
＋２６件）
平成27 年12 月11 日から20 日まで
＋３人）
＋１６人）

２ 金沢警察署の国道側駐車場出入口の開放について

（金沢警察署）

金沢警察署の駐車場は、国道 16 号に面した出入口をこれまで閉鎖しておりましたが、今後は、来
庁する方の利便性を考慮し、平成 27 年 12 月１日（火）午前８時 30 分から国道 16 号側を開放する
ことといたしました。
◆留意点
（１）駐車場内が混雑している場合でも、路上での駐車場待ちは御遠慮ください。
（２）駐車場出入りの際、歩道がありますので、安全確認をしっかり行い、歩行者や自転車に注
意してください。
（３）署員は駐車場内で誘導・整理を行っておりません。事故がないようお互いに注意してくだ
さい。
（４）駐車台数に限りがありますので、来庁の際はご留意ください。
◆問合せ：金沢警察署 ☎７８２－０１１０

３ 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

２０

１０ 方が増加しています。

２４
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その他の火災

６
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１０ これからの時期は、乾燥
±０ し、燃え広がりやすくなり
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０
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５
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交通事故

４６９
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△３８

１，１０７

９０５

２０２

建物火災

損傷被害

平成 27 年
３０

火災件数
火災種別

（10 月末現在）

その他

１ ますので、自宅や周辺を確
３ 認し、火災を出さない環境
５ を作りましょう。
１ 【参考】消防団員募集中
±０ 金沢消防団員数
517 人 / 580 人 【+７】
１
（実員）/（定数）
【前月比】
３

＜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）

（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

冬の時期は、インフルエ
ンザの流行シーズンであ
るとともに、入浴時の急
激な温度変化等によりヒ
ートショックを起こすな
どして救急搬送される方
が増加します。病気やケ
ガを予防して、健康的に
冬を過ごしましょう。

４ 「平成 28 年 金沢区消防出初式」の開催について

（金沢消防署）

平成 28 年「金沢区消防出初式」の開催について御案内します。永年にわたる防火・防災に係る功
績者に対し、表彰式を開催しますので、皆様の御参加をお願いします。
（配送ルート）
◆日時
平成 28 年１月５日（火） 午前９時 30 分から 10 時 40 分まで
◆会場
金沢公会堂（住所：金沢区泥亀２－９－１）
◆内容
（１）式典
ア 表彰（神奈川県知事、横浜市長、消防局長、消防署長、消防団長）
イ 祝辞（金沢区長、金沢区町内会連合会長、金沢区選出議員団代表）
（２）演技
ア 伝統芸能保存会による木遣り及び纏振り込み
イ 横浜中学・高等学校音楽部による和太鼓演奏
（３）署団連携による消防総合演技
◆その他
消防車両展示及び子ども防火服着装体験等を実施します。
◆問合せ：金沢消防署 庶務課 ☎７８１－０１１９

５ 「横浜南税務署からのお知らせ」及び「確定申告だより」の回覧及び掲
示板掲出依頼について
（横浜南税務署）
確定申告書作成会場開設日を周知するための「横浜南税務署からのお知らせ」及び「確定申告だよ
り」のチラシをお届けしますので、回覧及びポスター掲出をお願いします。
（配送ルート）
◆「横浜南税務署からのお知らせ」について（A４サイズ）
11 月の配送ルートで送付しますので、班回覧及び掲示板への掲出をお願いします。
◆「確定申告だより」について（Ａ３サイズ）
来年１月の配送ルートで送付しますので、チラシの班回覧及びポスターについて掲示板への
掲出をお願いします。
◆問合せ：横浜南税務署 ☎７８９－３７３１（内線２１１）

６ 横浜市民の危機管理アンケート調査結果について
（総務局危機管理課）
９月区連会にて速報をお知らせさせていただきました「横浜市民の危機管理アンケート」の調査結
果がとりまとまりましたので、ご報告いたします。
◆調査結果のポイント
大地震について不安を感じていると答えた人が多い反面、自分の命は自分で守るための対策の
認知度や取組状況が低いなど、意識と対策のギャップが見られました。
また、ハザードマップの認知度や避難行動についての認識が低いという結果になりました。
さらに、風水害時に避難するきっかけとして、自主的に判断して避難すると答えた人が少なく、
行政からの働きかけがあってから避難しようと考える人が多いことがわかりました。
◆調査結果の総括
調査結果をみると、市民の皆さまが漠然と「災害に対する不安」は抱えているものの、自分の
命は自分で守るために備えるといった行動に必ずしもつながっていないことがわかりました。災
害から命を守るためには、行政からの働きかけだけではなく、市民の皆さま一人ひとりが「自分
が災害に遭う」といった切迫感や危機意識を持ち、自主的に備え、行動することが重要となりま
す。
本調査結果を踏まえ、市民の皆さまの「自助」
「共助」の取組について、引き続き支援を行っ
ていきます。特に「自助」の中でも命を守る取組については、粘り強く啓発を行っていきます。
◆問合せ：総務局危機管理課 ☎６７１－４３５１

７ 防災倉庫の設置に関する各種制度の変更について
（総務局危機管理課）
防災倉庫の設置にかかる自治会等の負担を軽減し、地域の防災活動を支援するため、平成 28 年１
月以降、防災倉庫の設置に関する各種制度を変更しますので、お知らせいたします。
（配送ルート）
◆防災倉庫に関する建築基準法上の取扱い
建築基準法上、
「土地に定着し、屋根と柱又は壁があるもの」は原則として、
「建築物」とされ
ますが、特例として、
「内部に人が立ち入らない小規模なもの」や「内部に人の立ち入る頻度が限
りなく少ないもの」の中には、建築基準法上の建築物ではないと判断されるものがあります。
そこで、これらの特例を踏まえ、次の（１）～（５）の条件をすべて満たした防災倉庫につい
ては、建築物には該当しない（建築確認申請不要）と取扱うこととします。
（１）
【場

所】公園など、横浜市が管理する公共用地に設置する防災倉庫

（２）
【設 置 者】
「町の防災組織」が設置する防災倉庫
（３）
【収 納 品】地域の防災活動に必要な資器材のみを収納する防災倉庫
（４）
【規

模】延べ面積が５㎡以下の防災倉庫

（５）
【使用方法】通常時は無人で、発災時、防災訓練時及び収納品の点検時等を除き、内部に人
が立ち入らない防災倉庫
◆手続きについて
平成 28 年１月から運用開始予定です。申請に必要な書類、手続き等の詳細については、平成
27 年 12 月中にチラシを作成します。
◆その他
防災倉庫を安全に設置する方法などについて、不安や疑問がある場合、必要に応じて防災倉庫
設置アドバイザー（建築士）を派遣します。
◆問合せ：総務局危機管理課 ☎６７１－４３５１

８ 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（個人番号）をお知らせする「通知カード」につきましては、全国で順次配達が始ま
っており、横浜市内につきましても、今後、区ごとに配達される予定となっております。
今回は、平成 28 年１月から希望者に交付される「個人番号カード」に関するお知らせ資料を作成
いたしました。
つきましては、区民の皆さまに広く周知いただくため、自治会町内会の掲示板へのポスター掲出を
お願いいたします。
（配送ルート）
◆問合せ：市民局窓口サービス課 ☎６７１－２１７６

９ 金沢区生きがい就労支援スポットについて
（健康福祉局高齢健康福祉課）
平成 26 年 12 月にいきいきセンター金沢４階に、市内１カ所目の窓口として「生きがい就労支援
スポット」をモデル設置し約１年となります。
これまでの利用実績の報告と併せて区民の皆さまへ周知等のご協力をお願いします。
つきましては、各地域や団体の会議の場で説明（10 分程度）をさせていただければ幸いです。
御希望の日時に、生きがい就労支援スポットのスタッフが伺い、ご説明させていただきます。
◆来所者実績（述べ人数）
男性

合計

女性

60 代未満

２人

４人

６人

60 代前半

48 人

67 人

115 人

60 代後半

97 人

61 人

158 人

70 代前半
70 代後半
80 代以上

93 人
25 人
16 人

71 人
21 人
11 人

164 人
46 人
27 人

281 人

235 人

516 人

合計

◆来所者への紹介実績（述べ人数）
（１）シルバー人材センターを紹介
（２）ボランティアセンターを紹介
（３）区民活動支援センターを紹介
（４）子育てサポートシステムを紹介

311 人（うち登録：156 人）
20 人（うち登録： ４人）
11 人
22 人

◆問合せ：健康福祉局高齢健康福祉課 ☎６７１－３９２０

10 水道局磯子・金沢地域サービスセンターの移転について
（水道局磯子・金沢地域サービスセンター）
磯子・金沢地域サービスセンターは、水道局中期経営計画に基づく事務所の統合、組織の見直しに
より、現在の磯子区磯子３丁目から洋光台に移転します。
お客さまへの周知につきましては、平成 27 年 12 月と平成 28 年１月の水道メーター検針時に「移
転のお知らせ」を配布するとともに、水道局ホームページ、広報よこはま金沢区版により行ってまい
ります。
◆現事務所での業務最終日
平成 28 年２月５日（金） 午後５時まで
◆移転先住所
横浜市磯子区洋光台６－10－１
◆業務開始日
平成 28 年２月８日（月） 午前８時 45 分から
◆問合せ：水道局磯子・金沢地域サービスセンター ☎７５３－２０５１

11 「大都市フォーラム in 金沢」の開催について

（区政推進課）

横浜市が実現を目指す新たな大都市制度「特別自治市」の必要性や、横浜の未来に向けた施策等を、
区民の皆さまにわかりやすくご説明するため、
「大都市制度フォーラム」を開催します。
詳細につきましては、１月の区連会であらためてご連絡させていただきます。
◆概要
（１）日 時：平成28 年３月 12 日（土） 13 時 30 分～16 時00 分（開場 13 時）
（２）場 所：金沢公会堂
（３）定 員：500 名（参加費無料・先着申込順）
（４）内 容：金沢区木遣・囃子連絡協議会によるオープニングパフォーマンス、
林 文子横浜市長による基調講演、金沢区町内会連合会・社会福祉協議会からの
地域活動報告、著名人及び鈴木伸哉副市長、國原章弘金沢区長による座談会等
※現在調整中のため、変更となる可能性があります。
◆問合せ：区政推進課 ☎７８８－７７２９

12 地域子育て支援拠点における「利用者支援事業」の実施について
（こども家庭支援課）
本年４月からの子ども・子育て支援新制度の施行により、子育て支援に関する事業・制度・施設等
が充実されることに伴い、これらの円滑な利用を支援するための「利用者支援事業」が新たに位置づ
けられました。
そのため、とことこ（金沢区の地域子育て支援拠点：横浜市金沢区能見台東 5-6 ２階）に専任ス
タッフ（愛称「横浜子育てパートナー」
）を配置し、子育てに関する個別相談に応じるとともに、ご
家庭の状況やニーズに合った支援制度等の案内、選択の支援、関係機関への仲介等のほか、地域で子
育て家庭を支えるための関係機関や支援者との地域連携等を行う予定です。
つきましては、本事業の趣旨をご理解いただき、地域の子育て家庭や支援に携わる方への周知につ
きまして、ご協力をお願いいたします。
◆利用者支援事業の概要
（１）対

象：主に就学前児童のいる子育て家庭

（２）体

制：専任スタッフ「横浜子育てパートナー」を１人配置

（３）事業開始：平成 28 年１月 26 日（火）
◆問合せ：こども家庭支援課 ☎７８８－７７８５

13 金沢区子育てフォーラムの開催について
（こども家庭支援課）
「金沢区子育て支援の協働の指針」の素案を公表し、広く意見募集を行う機会として金沢区子育て
フォーラムを開催します。
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掲出をお願いいたします。
（配送ルート）
◆開催日時：平成 28 年１月 31 日（日） 10 時 00 分～12 時 00 分（開場９時 30 分～）
◆場

所：金沢公会堂

◆申 込 み：不要（入場無料）
◆内

容：第３期子育て支援の協働の指針についての説明、講演『いまどきの子育てに大切なこ
と―幸せ子育てのコツ』等

◆そ の他 ：お子さまと一緒に見られるスペースあります。
◆問 合 せ：こども家庭支援課 ☎７８８－７７８７

14 「横浜市商店街の活性化に関する条例」リーフレットの発行について
（地域振興課）
商店街は、身近な買い物の場であるだけでなく、イベントなどを通じた賑わいの創出、街路灯の維
持管理やパトロールといった地域の防犯などに取り組む、地域コミュニティの担い手としてなくては
ならない存在です。
本年４月１日に「横浜市商店街の活性化に関する条例」が施行されました。経済局としても一層の
商店街振興に努めてまいりますが、商店街の活性化には、市民の皆さまのご協力が欠かせません。
このたび、この条例の広報用リーフレットを作成しました。今後、市民の皆さまに周知を図ってい
くにあたり、まず、各自治会町内会長の皆さまへ配付させていただきますので、よろしくお願いいた
します。
（配送ルート）
◆問合せ：経済局商業振興課 ☎６７１－２５６９

15 その他
（１） 「県民のまもり」第 301 号の回覧について
県警広報紙「県民のまもり」第 301 号を発行しましたので、各自治会町内会への回覧を
お願いします。
（配送ルート）
◆問合せ：金沢警察署 ☎７８２－０１１０

（２） 「市民防災の日」金沢かわら版（11 月号）及び、
火の用心通信（2015 年 11 月№48）の発行について
「市民防災の日」金沢かわら版（11 月号）及び、火の用心通信（2015 年 11 月№48）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

（３） 地域力通信「ハーモニー」平成 27 年度第３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

第１部
Ⅱ 関係団体等
１ 「第２回よこはま応援パートナー金沢～コーチング理論
を応用して、困難を抱える若者に寄り添うための講座～」
のチラシの回覧について
（よこはま南部ユースプラザ）
よこはま南部ユースプラザ・横浜市こども青少年局・金沢区の主催で、
現代の若者の抱える困難を理解し、寄り添うための講座を開催します。
つきましては、周知のため、自治会町内会での班回覧をお願いします。
（配送ルート）
◆講座スケジュール：全６回 ※詳細はチラシをご覧ください。
◆お 申 込 み 方 法：チラシ裏面の申込書に必要事項をご記入のう

◆申

込

◆問合せ

締

え、FAX にて南部ユースプラザ宛てにお送り
ください。
切：平成 28 年１月 14 日（木）

よこはま南部ユースプラザ

☎ ７６１－４３２３
FAX ７６１－４０２３

２．平成２８年 金沢区賀詞交歓会のご案内について
（金沢区賀詞交歓会実行委員会）
平成２８年 金沢区賀詞交歓会を次のとおり開催いたしますので、皆さまお誘
い合わせいただき、ご参加くださるようお願いいたします。
なお、ご案内状は別途郵送いたします。
（郵 送）
◆日
時 平成２８年１月５日（火） 11 時 00 分 ～ 12 時 30 分
◆会
場 金沢地区センター（金沢区泥亀 2－14－5）
◆会
費 ３,０００円
◆ 申 込 み 原則、郵便振替による申込みでお願いいたします。
（手数料は実行委員会で負担します。
）
申込みに際しては、必ず申込書の「所属団体名・役職名」
欄をご記入ください。
◆ 申込締切 郵便振替
12 月 ４日（金）まで
区役所総務課 12 月１１日（金）まで
◆問合せ

金沢区賀詞交歓会実行委員会
事務局：金沢区役所総務課庶務係
☎ ７８８－７７０６ ファクス ７８６－０９３４

３．地域福祉情報紙「福祉かなざわ第 100 号」の発行
について
（横浜市金沢区社会福祉協議会）
区民参加で編集する地域福祉情報紙「福祉かなざわ第 100 号」
（１２月１日発行）
を発行し、はまかぜ新聞の折込みにて全戸配布いたします。
（はまかぜ新聞折込みにて全戸配布）
◆問合せ

（福）横浜市金沢区社会福祉協議会
☎ ７８８－６０８０

４．星空観察会の実施に伴うポスターの掲出依頼について
(公益財団法人 横浜市緑の協会)
富岡総合公園における星空観察会を実施いたします。つきましては、ポスターの掲出を
お願いいたします。
（配送ルート）
◆日時

◆ 会場

平成２７年１２月１３日（日）
〈雨天中止〉
実施時間 午後６時（集合時間） から午後８時
金沢区富岡東２－９ 富岡総合公園駐車場

（直接会場へお出でください）
◆内容

ふたご座流星群等の星空観察など

◆参加料

無料

◆問合せ

公益財団法人 横浜市緑の協会
海の公園管理センター
☎ ０４５－７０１－３４５０

５．
「横浜金澤七福神」
、
「どんど焼き」のポスターの掲出、及び
「横浜金沢観光協会より、お正月行事のお知らせ」チラシの回覧
について
(横浜金沢観光協会）

金沢冬の風物詩となりました「横浜金澤七福神」及「どんど焼き」を次のとおり開催し
ますので、ご案内いたします。
各自治会町内会に、ポスターの掲出並びにチラシの回覧をお願いいたします。
（配送ルート）
１ ポスター掲示
「横浜金澤七福神」
「どんど焼き」
２ チラシ回覧
「横浜金沢観光協会より、お正月行事のお知らせ」
◆ 第 1２回 横浜金澤七福神
◇ 横浜金澤七福神

布袋尊
蛭子尊
福禄寿
寿老人
毘沙門天
大黒天
弁財天

長 昌 寺
富岡八幡宮
正 法 院
寶 蔵 院
伝 心 寺
龍 華 寺
瀬戸神社

（順不同）
富岡東 3－23－21
富岡東 4－5－41
釜利谷東 3－4－24
柴町 214
町屋町 16－28
洲崎町 9－31
瀬戸 18－14

◇ 御開帳
日
時

平成２８年１月１日（金・元日） ～１月１０日（日）
午前 10 時 ～ 午後 4 時
◇ スタンプラリー
日
時 平成２８年１月９日（土)
＊ 荒天時は翌日に順延
スタート ７寺社（午前 9 時 から）
コ ー ス 自由（７寺社 ＋ 横浜八景島）
ゴ ー ル 横浜八景島 （午後４時まで） ＊ 記念品贈呈
（先着1,000 名様）

◆ 第２１回「どんど焼き」
日
時 平成２８年１月１６日（土） ＊ 荒天時は翌日に順延
午前 10 時 ～ 午後 3 時
火入れ時刻 ： 午後 1 時（予定）
会
場 海の公園
◆ 問合せ
横浜金沢観光協会
当日の問合せ

☎ ７８０－３４３１
☎６６４－２５２５（横浜市コールセンター ８時から）

第２部 金沢区町内会連合会定例会（平成 27 年 11 月）
Ⅰ 行政関係
１ 平成 28 年度「金沢区家庭防災員研修」の受講者の推薦について
（金沢消防署）
東日本大震災を契機として、
「自助」とともに「共助」の重要性がますます高まっています。
家庭防災員研修を通じて、自らの家庭を守るための知識や技術を身についていただき、さらには、
地域における防災活動の担い手として活躍していただきたいと考えています。
平成 28 年度におきましても、災害などから身を守るための知識や技術、救急時の対処法などを学
ぶ研修を開催します。
つきましては、自治会町内会における家庭防災員研修受講者の推薦に御協力をお願いします。
（配送ルート）
◆申 込 み：自治会町内会を通じて推薦を受けてください。
◆要

件：満 15 歳以上の区内在住の方で、性別は問いません。

◆研修期間：１年間
※研修受講者には、市長名の「修了証」を交付します。過去に家庭防災員の研修を
修了した方も受講可能です。
◆募集締切：平成 28 年４月 15 日（金）まで ※締切に間に合わない場合は、御相談ください。
◆そ の 他：研修日程・場所の詳細は、２月以降に決まり次第、お知らせします。
◆問 合 せ：金沢消防署 予防課 ☎７８１－０１１９

２ 第３期金沢区地域福祉保健計画 意見募集の実施について
（福祉保健課）
平成 28 年４月から始まる第３期金沢区地域福祉保健計画の素案について意見募集を行います。
この計画は、住民同士の支えあいを柱として、地域の身近な生活課題の解決に向け、住民・事業者・
行政が協働で取り組んでいくものです。皆様のご意見、お待ちしております。
◆意見募集期間
平成 27 年 11 月 20 日～12 月 18 日
◆素案冊子版の配布場所
金沢区役所福祉保健課、金沢区社会福祉協議会、金沢区内地域ケアプラザ等
◆提出方法
次のいずれかの方法でご提出ください。
（２）～（４）の方法でご提出する場合は、性別、
年齢、お住まいの町名をご記入ください。
（１）専用ハガキ（素案冊子版にあります。
）
（２）郵送または持参（〒236-0021 横浜市金沢区泥亀 2-9-1 金沢区役所福祉保健課事業企画担当）
（３）ＦＡＸ（045-784-4600）
（４）Ｅメール（kz-fukuho@city.yokohama.jp）
◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８１３

３ 横浜市青少年指導員委嘱替えに係る推薦依頼について
（地域振興課）
第 24 期の任期満了に伴い、第 25 期横浜市青少年指導員候補者の推薦を依頼します。
（配送ルート）
◆改選期日：平成 28 年４月１日（金）
◆任

期：２年（平成 28 年４月１日から平成 30 年３月 31 日まで）

◆推薦人数：各自治会町内会から１人程度
◆推薦基準：
（１）青少年に対する理解と青少年の健全育成に関する情熱を有する者であること。
（２）青少年のためのよりよい地域環境をつくりあげるために、地域の青少年関係
指導者や関係機関・団体と連携して、率先して活動ができる者であること。
（３）原則として市内在住者であること。
（４）年齢は、改選期日現在、原則として 20 歳以上 65 歳未満であること。
ただし、再任の場合は、原則として 70 歳未満であること。
◆提出期限：平成 28 年２月５日（金）
◆問 合 せ：地域振興課 ☎７８８－７８０４

４ 自治会町内会のための講習会の開催について

（地域振興課）

昨年に引き続き、神奈川新聞社の御協力により、会報紙作成講習会と展示会の同時開催に加え、今年
度から、新たに講師を招き、自治会町内会運営や、加入促進に関する講演会も開催します。
つきましては、皆さまからの多くの御参加と、会報紙のご出展をお待ちしておりますので、よろしく
お願いします。
（配送ルート）
◆日

時：平成 28 年２月 20 日（土） 13 時 30 分から（13 時受付開始）

◆会

場：横浜情報文化センター ６階 情文ホール ※駐車場は用意してありません。
（住所：中区日本大通り１１番地）

◆参 加 費：無料
◆募集人数：200 名 ※応募者多数の場合は、市民局にて抽選のうえ決定します。
◆申込方法：申込書に必要事項を御記入の上、地域振興課（区役所４階①窓口）までお申し込み
ください。
（ご持参または FAX）
※お申込みいただいた方には１月中旬頃に改めて、受講決定の御連絡をさせていた
だきます。
◆出展方法：作成した会報紙２部を地域振興課（区役所４階①窓口）へ御提出ください。
※いただいた会報紙はお返ししません。あらかじめご了承ください。
※データでの御提出が可能な場合は、市民局地域活動推進課へ直接 E メールで送付
いただいても結構です。
（市民局地域活動推進課メールアドレス：sh-chiikikatsudo@city.yokohama.jp）
◆申込期限：平成 28 年 12 月 18 日（金）必着まで。
◆問 合 せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１

５ その他
（１） 「金沢区保健活動推進員会からのお知らせ」のポスター掲出依頼
について
感染症予防について掲載した「金沢区保健活動推進員会からのお知らせ」を発行しました。
つきましては、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）
◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８２０

第２部
Ⅱ 関係団体等
１. 金沢動物園「Zoo で初日の出」のポスターの掲出
依頼について
（横浜市緑の協会・金沢動物園）
金沢動物園では、元旦の初日の出に合わせてイベント「Zoo で初日の出」
を開催するため、特別開園します。一部エリア（コアラ、オカピ、クロサイ）がご覧いた
だけます。
広報のため、自治会町内会の掲示板への案内ポスターの掲出にご協力をお願いいたしま
す。
（配送ルート）
◆日 時
◆会 場

平成２８年１月１日（金・元旦）
午前 6 時 20 分～午前 9 時 00 分（最終入園は午前８時）
横浜市立金沢動物園

◆プレゼント先着１００名様にオリジナルカレンダーをプレゼント
◆問合せ

横浜市立金沢動物園

☎ ７８３－９１００

２．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
（こども家庭支援課 ）
平成２８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。
つきましては、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
こども家庭支援課
☎ ７８８－７７５３

３．平成２７年度 自治会町内会副会長永年在職者への感謝状の贈呈
に関する調査について
（金沢区町内会連合会）
金沢区自治会町内会副会長永年在職者表彰要綱に基づき、副会長永年在職者の方々に感
謝状を贈呈いたしますので、対象となる方々の調査にご協力をお願いいたします。
（配送ルート）
◆ 提出書類
副会長永年在職者調査書（別紙）
◆ 提出期限
平成２８年１月２０日（水）
＊ 該当者がいない場合は、調査書の提出は不要です。
◆基準日

平成 28 年 3 月 31 日

◆ 表彰規定

５年・10 年・15 年 ････以降５年毎の方が対象です。

◆ 問合せ

金沢区町内会連合会

☎ ７８０－３４３２

４．平成２８年度 区民利用施設の職員募集に係るチラシの回覧及び、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２８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。
ポスター及びチラシは、１１月末に各自治会町内会あてお送りいたします。
（郵 送）
◆採用等
平成 28 年 4 月 1 日から勤務
時給職員
◆募集施設・人数（予定）
地区センター
4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２８年１月１５日（金）まで（必着）
◆問合せ
金沢区民協働支援協会
☎ ７８８－０４５９

