第 1 部 金沢区町内会連合会定例会（平成 28 年５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４月末現在）
発生件数 ：
３２２件（前年同時期比較
＜主な犯罪件数＞
空き巣 ：
７件（
〃
振り込め ：
１２件（
〃
自転車盗 ：
１１１件（
〃
ひったくり：
１件（
〃
◆交通事故発生件数（平成28 年４月末現在）
発生件数 ：
１６６件（前年同時期比較
死者数 ：
１人（
〃
負傷者数 ：
１８４人（
〃

△７５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」

は詐欺です！
２件）
７件）
△２８件） ◆二輪車交通事故防止運動
０件）
「運転にゆとり
△２３件）
△２人）
△２８人）1

やさしさ思いやり」
平成 28 年６月１日（水）
～６月 30 日（木）

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

（４月末現在）

平成 28 年

平成 27 年

増△減

※梅雨時の湿気等の影響
で電気火災が多く発生し
ます。火災を防ぐための
対策として、コンセント
やプラグを綺麗に保ち、
たこ足配線をしないよう
にしましょう。
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その時 その場所で」

＜救急状況＞（金沢区内）
区分

／

年

救急件数
急病

内 訳

（自損・加害等）

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２７年及び平成２８年中の数値は速報値であり、確定値ではありません。

３ 「YOKOHAMA ビーチスポーツフェスタ 2016」の開催及び出場者
募集について
（市民局スポーツ振興課）
今年も金沢区海の公園を会場に、ビーチバレー、ビーチサッカー、ビーチハンドボール、ビーチテ
ニスの４競技の大会を開催します。当日は、大会開催前にビーチクリーン活動を行うとともに、ビー
チフラッグスなどの当日参加イベントも実施します。
会場周辺の方々の御理解・御協力をお願いします。また、競技への御参加をお待ちしております。
つきましては、チラシについて各自治会町内会の掲示板への掲出とともに周知をお願いします。
（配送ルート）
◆日程及び種目
（１）７月３０日（土）～３１日（日）

ビーチハンドボール、ビーチテニス

（２）８月６日（土）～７日（日）

ビーチバレー、ビーチサッカー

※ビーチクリーン活動は７月３０日（土）及び８月６日（土）の８：００～８：３０に行います。
ビーチクリーン活動への参加申込は不要です。当日直接会場へお越しください。
◆申込方法
競技によって異なります。各競技事務局へお問い合わせください。
◆申込期間
平成２８年６月１日（水）から６月末まで
※競技により、申込期間が異なる場合があります。
◆問合せ：公益財団法人横浜市体育協会 スポーツ事業課 ☎６４０－００１８

４ よこはまウォーキングポイント事業について（健康福祉局保健事業課）
よこはまウォーキングポイント事業の実施については、平成26年11月の事業開始当初から御協力
を賜り、厚くお礼申し上げます。
このたび、平成 28 年６月から、より若い世代の方々の健康づくりにつながるよう「よこはまウォ
ーキングポイント」に参加される方の対象年齢を、18 歳以上に拡充することとなりました。平成 28
年６月９日（予定）から、ウェブ申込の受付も開始します。
事業の実施に引き続きご協力くださいますようよろしくお願い申し上げます。
（配送ルート）
◆問合せ：健康福祉局保健事業課 ☎６７１－３８９２

５ 平成 28 年度 金沢区運営方針について

（区政推進課）

平成 28 年度金沢区運営方針を策定しましたので、その内容についてお知らせします。
（配送ルート）
◆基本目標：地域の皆さまと共に考える、挑戦する、つくる！
～訪れたい、住みたいまち・環境未来都市 金沢を目指して～
◆問合せ：区政推進課 ☎７８８－７７２６

６ 「ヨコハマ３R 夢プラン」の推進について

（資源化推進担当）

平成 27 年度の「ごみと資源の総量」 は、約１２３万５千トンで、３Ｒ夢プラン策定以降、最も高
い削減率となりました。市民 ・事業者の皆様による３Ｒの取組の効果が表れ、着実に削減しています。
平成 28 年度は第２期推進計画の目標である「29 年度までに５％以上削減」 を着実に達成するため
「４．５％以上削減」を目標とします。そのため、
「食品ロスの削減」を重点に取り組んでいきます。
今後、各区において目標を設定し、取り組んでいただきますが、資源循環局としましても一丸とな
って取組を進めてまいりますので、引き続き御協力をお願いいたします。

◆問 合 せ：資源循環局 ３Ｒ推進課 ☎６７１－２５３０

７ 一斉改選に伴う民生委員・児童委員及び主任児童委員の推薦について
（福祉保健課）
平成 28 年 12 月１日の一斉改選に向けて、各地区及び連合において推薦準備会を開催し、候補者を
推薦していただくよう、各自治会町内会長の御協力をお願いします。
各自治会町内会長に、リーフレット「知っていますか？ 民生委員・児童委員 主任児童委員」と
「よこはま民児協だより」を配付します。
（配送ルート）
◆連合及び地区推薦準備会の開催時期
平成 28 年６月～８月
◆留意事項
（１）候補者の選考につきましては、全地区で推薦準備会を開催し協議の上、推薦してください。
（２）推薦にあたりましては、民生委員・児童委員及び主任児童委員業務について、各候補者
に十分な御説明をお願いします。
（３）推薦準備会推薦人の選出について、
（連合）自治会町内会の代表の方と、地区民生委員児
童委員協議会の代表の方は、必ず推薦人としてください。この両者が出席しない場合は、推
薦準備会が開催できないこととしておりますので、ご留意ください。
◆一斉改選推薦事務説明会の開催
次のとおり予定しています。ご都合のよい回に出席してください。
会場は金沢区役所５階１号会議室です。
○６月 14 日（火）午後１時３０分～３時まで
○６月 15 日（水）午後１時３０分～３時まで、午後７時～８時３０分まで
○６月 17 日（金）午後１時３０分～３時まで午後７時～８時３０分まで
◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８２０

８ その他
（１）
「市民防災の日」金沢かわら版（５月号）の発行について
「市民防災の日」金沢かわら版（５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）横浜市立大学ＹＣＵスクエア ピオニーホールの貸出しについて

区役所近隣の一般貸出可能な施設（有料）として、横浜市立大学八景キャンパスのピオニー
ホールをご紹介します。
◆問合せ：地域振興課☎７８８－７８０４

Ⅱ 関係団体等
１ 平成 28 年度金沢区交通安全・防犯のつどいへの出席について
（金沢区安全・安心まちづくり推進協議会）
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方々のご尽力に感謝するとともに、
事故防止や防犯への啓発並びに安全・安心な地域社会の実現を図るため「金沢区交通安全・防犯
のつどい」を開催しますので、ご出席賜りますようお願いいたします。
（配送ルート）
◆日
時
平成 28 年 8 月5 日（金）
受付 午後１時 30 分 開会 午後2 時 00 分
◆会
場
横浜市立大学 シーガルホール
◆参 加 者
自治会町内会から２名程度の参加をお願いいたします。
◆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 平成 28 年度日本赤十字社社資募集並びに金沢区更生保護
協会賛助金への協力について
（横浜市金沢区社会福祉協議会）
平成 28 年度 日本赤十字社社資募集並びに金沢区更生保護協会賛助金へのご協力
依頼を自治会町内会長様あてお送りしますので、ご協力をお願いいたします。
（別途送付します）

◆ 1 世帯あたりの予定額
保護協会賛助金
◆ 問合せ

日本赤十字社社資

２００円

２０円
横浜市金沢区社会福祉協議会

☎ ７８８－６０８０

第２部 金沢区町内会連合会定例会（平成 28 年５月）
Ⅰ 行政関係
１ 平成 28 年度「家庭防災員自主活動補助金申請」について
（金沢消防署予防課）
家庭防災員の活動を支援するため、活動人数ごとの上限額の範囲内で、横浜市が助成する制度があ
ります。各自治会町内会長様へ関係書類を送付し、補助金の有効活用と補助金申請への御協力を御依
頼させていただきます。
つきましては、地域の家庭防災員の皆様に、この制度を御紹介いただき、家庭防災員が行う自主活
動の企画実施に、御支援、御協力を賜りますようお願いします。
（配送ルート）
◆申請方法
申請者は必ず家庭防災員（今年度推薦者含む）とし、申請者は、申請内容について加入する自
治会町内会長（事業が連合に及ぶ場合、連合自治会町内会長）の確認を受けた後、
「家庭防災員自
主活動補助金申請書」
（第１号様式）を御記入のうえ、郵送又は直接お持ちください。
◆提出先
金沢消防署予防課予防係
〒236-0021 横浜市金沢区泥亀２－９－１（金沢区総合庁舎１階）
◆提出期限
平成 28 年７月 15 日（金）必着
◆その他
（１）補助金申請は、消防署等で内容を精査し、補助金額を決定します。活動内容や補助金申請
額の修正をお願いする場合もございますので、あらかじめご了承ください。
（２）補助金はすべて口座振込になります。口座への振り込みは８月下旬頃を予定しています。
（３）自治会町内会長様には、添付資料の「家庭防災員自主活動補助金申請の手引き」を御覧
いただき、申請書の活動内容の確認をお願いします。ご不明な点がございましたら、お
問合せください。
◆問合せ：金沢消防署 予防課 ☎７８１－０１１９

２ 消防団員の募集について

（金沢消防署）

近年、首都直下地震、南海トラフ地震などの大規模災害が危惧されており、更なる地域防災の充実
強化が求められています。しかし、地域防災力の要である消防団員数は条例定数に満たない状況とな
っています。
金沢消防団の現状を見ますと、平成 28 年４月１日現在、定数 580 名に対して、実員は 519 名で、
充足率は 89％となっていて、区内における防災力の低下が懸念されています。
つきましては、更なる地域防災力向上のため、金沢消防団員募集ポスターの掲出及び班回覧につい
てご協力をお願いします。
（配送ルート）
◆問合せ：金沢消防署庶務課 ☎７８１－０１１９

３ 「環境にやさしい、美しいまち金沢」推進事業本部会議開催について
（区政推進課）
金沢区役所で「環境にやさしい、美しいまち金沢」推進事業本部会議を開催します。第３回金沢
区環境にやさしい活動表彰受賞団体による活動事例の発表やヨコハマ３Ｒ夢（スリム）プラン等に関
して、情報共有を行いますので、御出席をお願いします。
◆開催日時：平成２８年６月１４日（火） １４時００分から１５時３０分まで
◆場

所：金沢区総合庁舎３階１号会議室

◆議

題

(1) 第３回金沢区環境にやさしい活動表彰 表彰式
(2) 金沢区環境にやさしい活動表彰受賞団体による活動事例発表
(3) ヨコハマ３Ｒ夢プラン（ごみ減量）について
◆問 合 せ：区政推進課 ☎７８８－７７２６

４ 自治会町内会及び地区連合自治会町内会へのアンケート調査
について
（地域振興課）
自治会町内会・地区連合町内会の状況を把握するとともに、今後の自治会町内会活動に対する本
市の支援策の参考とするため、４年に１度実施する自治会町内会長（地区連合自治会町内会長）の
皆様を対象としたアンケート調査を実施します。
つきましては誠に恐縮ですが、６月３０日（木）必着までに御返送をお願い申しあげます。
（配送ルート）
◆調査対象団体
（１） 自治会町内会
（２） 地区連合自治会町内会
◆アンケート内容
別紙のとおり
◆配付方法
（１） 区連会配送ルートで自治会町内会へ配送します。
（２） 地区連合自治会町内会へは、区連会席上で地区連合自治会町内会長へ配布します。
◆回答方法
記載したアンケート用紙を同封の封筒（切手貼付済）にて御返送ください。
※平成２８年６月３０日（木）必着まで御回答をお願いします。
◆問合せ：地域振興課

☎７８８－７８０１

市民局 地域活動推進課 ☎６７１－２３１７

５ 金沢区民活動センター登録団体「街の先生」一覧表の配布について
（地域振興課 区民活動センター）
区民活動センター「ゆめかもん」には、さまざまなジャンルで活躍されている「街の先生」や団
体の方々がボランティアとして登録されています。地域でのイベントや講演・講習会の出演者や講
師探しにお困りの時、
「街の先生」や登録団体の中から御要望にあった方をお探しするお手伝いを
しますので、お気軽に御相談ください。
（配送ルート）
◆問合せ：地域振興課 区民活動センター（金沢区役所２階） ☎７８８－７８０３

６ その他

Ⅱ 関係団体等
１ 金沢区振り込め詐欺等対策協議会の設立について
（金沢警察署）
区内でひとり暮らしの高齢者や夫婦のみの世帯を狙った振込め詐欺等が多発しています。被
害を抑えるため官民一体の対策を強力に推進するため、区内の関係機関、団体等による「金沢
区振り込め詐欺等対策協議会」を設立し、区をあげて防止に努める体制をつくります。

◆
◆ 問合せ

金沢警察署生活安全課

☎ ７８２－０１１０内線２６０

２ 第４２回金沢まつり「花火大会」の募金活動従事者の派遣に
ついて
（金沢まつり実行委員会）
金沢まつり「花火大会」会場において、各地区連合自治会町内会の皆さまに、
「花火募金業務」
に従事していただきたくお願いいたします。
◆依頼人数

◆日時・場所

各地区連合自治会町内会６人程度
＊ ７月１５日（金）まで「募金活動従事者名簿」に従事者氏名等を
ご記入の上、事務局あてＦＡＸ等でご提出をお願いいたします。
平成２８年８月２７日（土）
＊ 午後５時までに海の公園花火大会実行委員会本部（中央口）に集合
＊ 花火打ち上げ 午後７時～８時

◆活動内容

２～３人で１組となり、花火打上前後に募金活動を行う。

◆問合せ

金沢まつり実行委員会事務局：金沢区役所地域振興課内
☎７８８－７８０１
ＦＡＸ７８８－１９３７

３「シーサイドラインで潮干狩りに行こう！！」キャンペーンに
ついて
（(株)横浜シーサイドライン）
「シーサイドラインで潮干狩りに行こう！！」キャンペーンの
ポスターの掲示をお願いします。
（配送ルート）
◆飲料配布（無料、300 名/日)
平成 28 年 6 月 4 日（土）５日（日）
、18 日（土）
、19 日(日)
午前 8 時 30 分～12 時 00 頃
◆潮干狩りの超人によるワークショップ
平成 28 年 6 月５日（日）
午前 10 時 00 分～12 時 00 頃
◆場 所 海の公園柴口駅改札内
◆問合せ
(株)横浜シーサイドライン

☎７８７－７００４

４ 企画展「泥亀永島家の面影～永島家文書とその世界～」開催
ちらしの掲出依頼について
（神奈川県立金沢文庫）
企画展「泥亀永島家の面影～永島家文書とその世界～」では、金沢文庫が所蔵する「永島
家文書」を中心に、江戸時代、６代にわたる努力の末に泥亀新田を開いた永島家のルーツと
歴代当主の苦闘をたどります。
金沢の入海の干拓事業を紹介する展覧会のチラシの掲示をお願いします。
（配送ルート）
◆日 時

平成 28 年 6 月 3 日（金）～ 7 月 31 日（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（7 月 18 日は開館）
、7 月 19 日（火）

◆問合せ

神奈川県立金沢文庫 学芸課

☎７０１－９０６９
ＦＡＸ７８８－１０６０

５「金沢動物園季節の植物だより ヤマユリとアジサイ」紹介
ちらしの掲出依頼について
（公益財団法人 横浜市緑の協会）
金沢動物園では、6～7 月に自生のヤマユリやアジサイが見ごろを迎えます。
動物だけでなく、季節の植物を楽しんでいただくのも動物園の見どころです。
ぜひヶ金沢区の魅力の一つとして、各掲示板へ周知用ちらしの掲出をお願いいたします。
（配送ルート）
◆ ヤマユリ(神奈川県の花)が自生で６００株
◆ アジサイは、セイヨウアジサイ、ガクアジサイ、カシワバアジサイ等

◆問合せ 金沢動物園

電話 ７８３－９１００

