第 1 部 金沢区町内会連合会定例会（平成 28 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28 年３月末現在）
発生件数 ：
２２２件（前年同時期比較
＜主な犯罪件数＞
空き巣 ：
６件（
〃
振り込め ：
９件（
〃
自転車盗 ：
７５件（
〃
ひったくり：
０件（
〃
◆交通事故発生件数（平成28 年３月末現在）
発生件数 ：
１２４件（前年同時期比較
死者数 ：
１人（
〃
負傷者数 ：
１３９人（
〃

△７０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

３件）
６件）
△３２件）
０件）

詐欺です！
◆自転車盗に遭わないため
に、
「駐輪の際は自宅でも必

△４件）
０人）
△２人）

ず施錠を！」

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

（３月末現在）

平成 28 年

平成 27 年

増△減

熱い心で町を守る消防

８

９

△１ 団員を募集しています。

建物火災

４

７

その他の火災

４

２

△３ 【参考】
４ 金沢消防団員数

死者

０

０

±０

負傷者

１

１

放火（疑い含む）

２

３

【前年比】
±０ （実員）/（定数）
△１ ※平成 27 年度は 35 名の方

ストーブ

１

１

主な

たき火

１

０

出火原因

こんろ

１

１

±０

その他

３

４

△１

火災件数
火災種別

損傷被害

519 人 / 580 人 【+13】

０ が新たに入団されました。
１ 入団を希望する方や相談し
たい方は、金沢消防署消防
団係まで御連絡ください。

☎781-0119
＜救急状況＞（金沢区内）
区分

／

年

平成 28 年

平成 27 年

２，５１７

２，４９１

２６

１，６６８

１，６６９

△１

一般負傷

４１３

４０２

１１

交通事故

１５５

１５０

５

その他

２８１

２７０

１１

救急件数
急病

内 訳

（自損・加害等）

増△減

急な病気やけがで困った
ときは・・・
・どこの病院に行けば
いいの？
・救急車を呼んだ方が
いいの？
☎＃７１１９ または、
☎045-222-7119 の
横浜市救急相談ｾﾝﾀｰ へ

（備考）平成28 年中の数値は速報値であり、確定値ではありません。

３ 津波警報伝達システムの訓練放送及び避難訓練について

（総務課）

平成 28 年度から、区内に設置されている津波警報伝達システムの訓練放送を毎月実施し、警報
発令を周知するとともに、津波に対する避難意識及び避難態勢を強化すること、また、区民の「津
波警報伝達システム」の理解を目的とし、実施します。
つきましては、訓練放送実施案内のチラシについて掲示板への掲出をお願いします。
（配送ルート）
◆実施日時
毎月 第２月曜日 10 時 00 分（当日が祝日の場合は翌日に実施）
※ 試験の放送時間は約１分程度です。
◆放送内容
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。
」
「訓練、訓練、訓練、訓練」
「以上で、訓練放送を終了します。
」
ピンポンパンポン（下り）
◆放送場所
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（柴町）

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

中央卸売市場南部市場
八景島
並木第一小学校
資源循環局金沢工場（幸浦二丁目）

◆問合せ：総務課 ☎７８８－７７０６

４ 小型家電の回収へのご協力について

（資源循環局金沢事務所）

横浜市では、平成 25 年 10 月から区役所等に小型家電回収ボックスを設置し、小型家電の回収を
進めてまいりましたが、小型家電リサイクル法の対象であるパソコンについては、これまでは、メー
カーが回収を行う仕組みがあるため、横浜市では回収をしておりませんでした。
しかし、政令指定都市 20 市のうち 10 市がパソコンを小型家電の対象としていることもあり、横
浜市でも、リサイクルの推進と市民の皆さまの排出時の利便性向上のため、パソコンを回収対象とし
ました。
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にご協力をお願いいたします。
（配送ルート）
◆対

象：小型家電回収ボックス（投入口は 30 センチメートル×15 センチメートル）に入る
30 センチ未満のパソコン

◆開始時期：平成 28 年５月１日（日）予定
◆設置場所：金沢区役所、資源循環局金沢事務所、資源循環局金沢工場、能見台地区センター、
イオン金沢シーサイド店
◆問 合 せ：資源循環局業務課 ☎６７１－３８１９

５ 平成 28 年度 金沢区主要行事日程一覧について
（地域振興課地域力推進担当）
３月区連会で配付しました「平成 28 年度 金沢区主要行事日程一覧」を更新しました。
今後は四半期に一度更新し、７月、10 月、１月の区連会で配付いたします。
（配送ルート）
◆問合せ：地域振興課地域力推進担当 ☎７８８－７８０９

６ 地域力通信「ハーモニー」平成 28 年度第１号発行について
（地域振興課地域力推進担当）
金沢区内の地域における活動や、今年度の各地区担当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

７ 金沢公会堂多目的室のオープンについて
（地域振興課区民活動支援担当）
金沢公会堂の多目的室・リハーサル室が４月１日より、区庁舎２階にオープンしましたので、
ご利用ください。
（配送ルート）
◆多目的室：面積１０８平方メートル 定員：１００人（移動席）
付属設備 スピーカー等音響設備、グランドピアノ
◆リハーサル室（会議室）
：面積３８平方メートル 定員２０人（移動席）
金沢公会堂ホームページ（http://yokohama-kanazawa-koukaido.jp/）もご覧ください。
◆問合せ：金沢公会堂 ☎７８８－７８０９

８ その他
（１） 「市民防災の日」金沢かわら版（４月号）の発行について
「市民防災の日」金沢かわら版（４月号）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） 振り込め詐欺の防止について
金沢区内の振り込め詐欺の状況及び啓発について説明します。
（資料なし）
◆問合せ：金沢警察署 生活安全課 ☎ ７８２－０１１０

Ⅱ 関係団体等
１ 第４２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 42 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２８年８月２７日（土）
午後７時～午後８時
海の公園
【荒天時は中止、翌日順延はいたしません】

◆ いきいきフェスタ 平成２８年１０月１５日（土）
午前１０時～午後３時３０分 海の公園
【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 「春のイベント オーストラリアまつり」のポスターの掲出
依頼について
（公益財団法人 横浜市緑の協会）
平成 28 年度春のオセアニア区のリニューアルオープンを記念し、オーストラリアまつりを
開催します。各掲示板へ周知用ポスターの掲出をお願いいたします。
（配送ルート）
◆期 間
◆内 容

４月２２日（金）から５月３１日（火）
オーストラリアの自然の写真展
オーストラリアに関係したクイズラリー
オーストラリアの小動物たちの特別展示
ワークショップ、飲食・物販 等

◆問合せ 金沢動物園

電話 ７８３－９１００

３ 「たけのこ狩り」の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）
長浜公園において「まだけ」のたけのこ狩りを開催します。各掲示板へ周知用
ポスターの掲出をお願いいたします。
（配送ルート）
◆開催日時
◆申込方法
◆対
象
◆参 加 費

５月２８日（土）午前１０時集合 荒天中止
５月９日から電話または直接申込み 先着順
親子
20 組
1組
５００円

◆問合せ 長浜公園管理センター

電話 ７８２－８００４

４ 機関誌の発行について
（金沢区シニアクラブ連合会）
金沢区シニアクラブ連合会が帰還時「かなざわ No.５９」を発行しました。
参考に席上に配布します。

◆問合せ 金沢区シニアクラブ連合会

電話 ７８４－５１２１

第２部 金沢区町内会連合会定例会（平成 28 年４月）
Ⅰ 行政関係
１ 防災・減災推進研修の御案内について

（総務局危機管理課）

地震や火災、豪雨などに備え、お住まいの地域で、どのような防災活動を行っていいますか？
まちづくりの専門家とともに、災害時に危険な場所などを把握し、地域の行動目標を考える研修を実
施します。
また、研修後には希望制でフォローアップ研修も実施します。
（配送ルート）
◆研修カリキュラム（基礎研修）
（１）講義
「横浜市の防災対策について知ろう」
（２）事例紹介
「実践的な自主防災活動の事例から学ぼう」
（３）講義・グループワーク
「地域の特性を活かした行動目標を作ろう」※講師：山路 清貴（東京都市大学講師）
・地域課題を踏まえた減災活動を行うための行動目標を作成
◆日 時（各回 80～110 名 全５回 計 480 名：内容はすべて同じです。
）
（１）第１回 ６月18 日（土） 9:30～15:30 横浜市民防災センター訓練室（横浜駅）
（２）第２回 ６月25 日（土） 9:30～15:30 港南公会堂ホール（港南区役所内）
（３）第３回 ７月18 日（月） 9:30～15:30 都筑区役所６F 大会議室
（４）第４回 ７月 26 日（火） 9:30～15:30 横浜市民防災センター訓練室（横浜駅）
（５）第５回 ７月 30 日（土） 9:30～15:30 旭公会堂ホール（旭区役所内）
◆申込方法
「防災・減災推進研修 推薦書」に必要事項を御記入のうえ、郵送、FAX、または E メール
にて、５月 28 日必着までに総務局危機管理課へお申込みください。
※各自治会・町内会から２名まで推薦
６月初旬に受講決定の通知を、代表者及び受講者あてにお送りいたします。
◆問合せ：総務局危機管理課

☎ ６７１－４３５１

FAX ６４１－１６７７

E-mail so-kikikanri@city.yokohama.jp

２ 平成 28 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）
自治会町内会がスタンドタイプ式初期消火器具及び初期消火箱を、新規又は更新設置する際の、整
備費用の一部を補助する事業の申請受付を開始します。
また、自治会町内会が所有する初期消火器具の設置場所として、
「設置協力店舗を希望される自治
会町内会」を募集します。
なお、設置する初期消火器具については、新規購入・既存移設のいずれも可能です。
（配送ルート）
◆初期消火器具補助事業
（１）交付申請の受付期限：平成 28 年８月 31 日（水）まで
（２）補助数：市内18 区で 100 基（平成 27 年度と同数）
（３）補助額：費用の３分の２（上限 20 万円）
◆設置協力店舗への設置を希望の場合
（１）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。
（２）応募期限：平成 28 年７月 29 日（金）まで
（３）設置協力店舗
外食チェーン店 壱鵠堂、エルトリート、牛庵、ココス、サイゼリヤ、ジョリーパスタ、
すき家、瀬戸うどん、デニーズ、伝丸、なか卯、華屋与兵衛、
はま寿司、ビッグボーイ、モリバコーヒー
ドラッグストア 薬クリエイト、薬セイジョー、サンドラッグ、ハックドラッグ、フィ
ットケア・デポ
コンビニエンス コミュニティストア、スリーエフ、セブンイレブン、デイリーヤマザ
ストア
キ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ローソン
◆注意事項
（１）申請依頼は、消防局予防課が一括して店舗の本社に対して行いますので、自治会町内会か
ら各店舗への設置依頼やお問合せはご遠慮願います。
（２）申請に基づき、本社から設置可否の回答があります。場合によっては、ご希望に添えない
ことがありますことをご承知おきください。なお、実際に設置するには、自治会町内会と
会社間で協定を締結する必要がありますが、その事務は消防署で支援します。
（３）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。
（４）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 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

３ 「金沢消防フェスタ」の開催について

（金沢消防署 庶務課）

金沢消防署は２月末に新庁舎へ移転し、新たに消防業務をスタートしたところです。これを機会に、
安全・安心を実感できる金沢、市民から親しまれる消防署をスローガンに、
「金沢消防フェスタ」を
開催します。
つきましては、多くの区民の来場を図るため、自治会町内会での周知をお願いいたします。
（配送ルート）
◆開催日：平成 28 年５月８日（日） 午前 10 時 00 から正午まで
◆会 場：金沢消防署新庁舎及びガレージ（金沢区泥亀２－９－１）
◆内 容：消防車・救急車の展示、心肺蘇生法実演体験、はしご車の搭乗体験（抽選）
、救助演技、
新消防
庁舎の見学、こどもレンジャー体験、防災相談コーナー等
◆申 込：申込は不要です。会場に直接ご来場ください。
◆その他：荒天時には中止とさせていただきます。中止の判断は午前７時に決定します。
天候又は災害出場等で一部実施内容を変更させていただく場合があります。
◆問合せ：金沢消防署 庶務課 ☎７８１－０１１９

４ 参議院議員通常選挙執行に伴う依頼事項について

（総務課）

平成 28 年７月 10 日（日）を期日として参議院議員通常選挙が予定されています。
つきましては、選挙執行にあたり御協力をいただきますようお願いいたします。
◆投票日
平成 28 年７月 10 日（日） 午前７時～午後８時（想定）
◆地区連合自治会町内会に御依頼する事項
（１）投票日当日の投票管理者１人の推薦（推薦期限：５月 13 日（金）
）
※投票立会人２人と投票事務従事者については、後日投票管理者に推薦を依頼します。
（２）期日前投票所の投票立会人２人の推薦（推薦期限：５月 13 日（金）
）
◆各自治会町内会に後日御依頼をする事項
（１）選挙公報の配布
（２）選挙啓発（PR）ポスターの掲出
（３）選挙啓発回覧チラシの回覧
◆問合せ：金沢区選挙管理委員会 ☎７８８－７７１３

５ 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 28 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28 年５月 14 日（土） 14 時 00 分から
（２）会 場：区役所１階１号会議室
※説明会の参加申込は、お電話又は FAX で５月 13 日（金）までにお願いいたします。
◆区から名簿（情報共有方式）の提供を受けることによるメリット
（１）より多くの災害時要援護者が把握できます。
（２）区が毎年更新しますので、自治会町内会で調べ直す必要がありません。
（３）すでに独自に作成している名簿の補完としても使うことができ、より情報を充実できま
す。
◆問 合 せ：高齢・障害支援課 ☎７８８－７７７３

FAX ７８６－８８７２

６ 平成 29 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 29 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。
（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 28 年７月頃予定（事前にご相談いただいたうえで、期日をご案内します。
）
◆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 29 年度予算確定後となります。
（平成 29 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：地域振興課 ☎７８８－７８０１

７ 平成 28 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 28 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。
（配送ルート）
◆日 時
（１）平成 28 年５月 28 日（土） 午前 10 時00 分～午前 11 時 30 分（予定）
（２）平成 28 年６月 ２日（木） 午前 10 時 00 分～午前 11 時 30 分（予定）
◆会 場
１階１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
（５）緊急時情報システムについて
◆対 象
平成 28 年度に新たに自治会町内会長に就任された方
◆申 込
平成 28 年５月13 日（金）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-mail kz-chishin@city.yokohama.jp

８ 平成２８年度 地域活動推進費補助金及び防犯灯維持管理費補助金、
町の防災組織活動補助金「申請書類の個別相談と受付」の実施について
（地域振興課）
地域活動推進費補助金及び防犯灯維持管理費補助金及び町の防災組織活動補助金の申請につい
て、担当職員がマンツーマンで、申請書類の内容を確認し、書類の受付を行います。
自治会町内会長や会計担当の方など申請事務にかかわる方はぜひご参加ください。
（配送ルート）
◆日時及び会場
（１）平成 28 年５月14 日（土） 午前９時 00 分～正午
区役所３階１号会議室
（２）平成 28 年５月 28 日（土） 午後１時 00 分～午後４時 00 分
区役所１階１号会議室
◆申込み
事前申込みは不要です。直接会場へお越しください。
◆問合せ：地域振興課

☎ ７８８－７８０１

FAX ７８８－１９３７

E-mail kz-chishin@city.yokohama.jp

９ その他
（１） 新市庁舎の「ひろば」に関するシンポジウムの開催について
新市庁舎整備は、昨年 12 月に事業者が決定し、来年夏の工事着工に向けて、設計作業を進め
ています。新市庁舎の低層部にはアトリウム（屋根付き広場）や水辺の憩い空間などの「ひろば」
を整備する予定です。
このたび、新市庁舎低層部の計画を市民の皆さまに広く知っていただくとともに、低層部の開
かれた空間の活用についての考えを深めるため、全国各地で活躍されている専門家の方々をお招
きし、市内三方面でシンポジウムを開催します。三方面のうち、南部方面では、横浜市立大学に
おいて開催させていただきます。会場近くにお住まいの自治会や町内会の皆さまで、テーマにご
興味をお持ちの方のご来場をお待ちしております。
◆開催概要（予定）
（１）タイトル：新市庁舎の「ひろば」を考えるシンポジウム
～新市庁舎の開かれた空間の使い方を専門家が語る～
（２）内

容：新市庁舎整備計画概要説明等

（３）開 催 日：ア 平成 28 年５月 22 日（日）13:00～15:20 都筑区役所６階大会議室
イ 平成 28 年５月 28 日（土）18:30～20:50 保土ケ谷公会堂一号会議室
ウ 平成 28 年６月 ５日（日）14:00～16:20 横浜市立大学ビデオホール
◆申込み方法
事前申込制です。下記申込先へご連絡ください。お申込みは平成 28 年５月 11 日から
先着 100 名です。
なお、手話通訳が必要な方は５月 13 日（水）までに 次の連絡先までご連絡ください。
◆問合せ・申込先：総務局管理課新市庁舎整備担当 ☎ ６３３－３９０３
FAX

６６４－２５０１

E-mail so-chosyaplan@city.yokohama.jp

（２）

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 28 年５月 14 日（土）～５月 22 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

１２１

２０

２，４２０

５０１ ～１０００

３６

３０

１，０８０

１００１～１５００

１１

４０

４４０

４

５０

２００

０

～５００

１５０１～
合

計

１７２

合 計

４，１４０

◆問合せ：金沢区地域振興課 資源化推進担当 ☎ ７８８－７８０８

（３） 自治会町内会活動のための情報交流誌の送付について
昨年に引き続き、第３号となる本誌では、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作成しました。
自治会町内会の皆さまにお読みいただき、地域でのより充実した活動のヒントになれば
幸いです。
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

（４） 平成 27 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 28 年３月８日（火）に横浜テクノタワーホテルにて開催しました「平成 27 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（金）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２８年８月５日（金）に開催予定「平成２８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 「地域活動ハンドブック」の発行について
（金沢区町内会連合会）
（金沢区地域振興課）
自治会町内会を運営していく上で必要な手続きや手順などをまとめた
「地域活動ハンドブッ
ク」を改訂し、発行しました。
今後、自治会町内会活動や運営の参考にしていただくため配布をお願いします。
（配送ルート）

◆問 合 せ

金沢町内会連合会
金沢区地域振興課

☎ ７８０－３４３２
☎ ７８８－７８０１

３パンフレット「自治会町内会加入のご案内」の申込について
（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ています。
このパンフレットが必要な場合は、
「金沢区自治会町内会加入のご案内申込票」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

４ 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

