第 1 部 金沢区町内会連合会定例会（平成 28 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 28 年９月末現在・既届）
発生件数 ：７６７件（前年比 △１５４件）
＜主な犯罪件数＞
空き巣 ：
１６件（前年比 △２件）
振り込め ：
２２件（ 〃
１件）
自転車盗 ： ２６９件（ 〃 △５２件）
ひったくり：
３件（ 〃
△２件）

（金沢警察署）

【振り込め詐欺キーワード】
○絶対にＡＴＭで還付金が戻ることはありません。
○必ず以前から知っている息子さんやお孫さん
の電話番号に電話をかけて確認しましょう。
○高齢者が被害に遭うケースがほとんどです。
ふだんからご家族と連絡を取り合いましょう

◎最近の犯罪傾向 息子を騙った、会社のお金の使い込み名目の振り込め詐欺の被害が発生しています。

◆交通事故発生件数（平成 28 年９月末現在）
＜交通事故発生状況（人身事故・暫定値）＞
発生件数 ： ３５７件（前年比 △４７件）
死者数 ：
１件（ 〃
△２件）
負傷者数 ： ４２０件（ 〃 △５２件）
◎最近の事故傾向

◆違法駐車追放運動・首都圏放置自転車
クリーンキャンペーン

【実施期間】10 月1 日（土）～10 月31 日（月）
【スローガン】
・ちょっとだけ 甘えが招く 迷惑駐車
・困ります！ 自転車おきざり 知らんぷり
９月中は、前年と比較して昼間帯・薄暮時間帯の事故が増加。

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）
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＜救急状況＞（金沢区内）
区分
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プッシュ回線の固定電話）

（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 横浜市津波警報伝達システムの試験放送などについて
（総務局情報技術課）
市民の方に津波警報伝達システムについて知っていただくため、屋外スピーカーによる試験放送等
を行います。あわせて、その他の情報伝達手段による防災情報の試験配信を行います。
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２８年１１月２９日（火） 午前１１時頃
（２）試験放送（横浜市が実施） ：平成２８年１１月２９日（火） 午前１１時１０分頃
平成２８年１１月２９日（火） 午前１１時２０分頃
◆放送場所（金沢区内のみ表示）
横浜ベイサイドマリーナ

海の公園

中央卸売市場南部市場

八景小学校

１号幹線沿緑地

八景島

並木第一小学校

金沢小学校

金沢工場
長浜水路沿緑地
海辺の散歩道
小柴崎緑道（並木三丁目）
◆放送内容

柳町コミュニティハウス
野島公園詰所付近
横浜市野島青少年研修センター付近
六浦中学校

（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）試験放送 ※横浜市実施
♪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、訓練、訓練
サイレン ウー 約３秒 × ４回
訓練、訓練、訓練、訓練
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）
◆その他の情報伝達手段
防災情報Ｅメール、横浜市危機管理室ツイッター、横浜市危機管理室ホームページ
及び tvk データ放送
◆問合せ：総務局情報技術課

☎６７１－４１４１

４ 金沢シーサイドライン延伸工事事業に伴う国道 16 号横断歩道橋の
撤去工事について
（金沢土木事務所）
金沢シーサイドライン延伸事業に伴い、金沢八景駅前交差点におきまして歩道橋の撤去工事と橋脚
の架設工事を行います。
今後この歩道橋は利用できなくなるため、付近を通行される皆様には、ご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力を下さいますようよろしくお願い致します。
◆工

事

名

称

金沢シーサイドライン延伸工事（その３）

◆歩 道 橋 封 鎖 日 時

平成２８年１１月２２日（火）午前１:００～

◆市道通行止規制日時

平成２８年１１月２９日（火）～１２月２日（金）

(市道平潟 104 号線)

４夜連続 ２２：００～午前５：００
※荒天による中止の場合は、１日ずつ順延していきます。

◆国道通行止規制日時

平成２８年１２月１１日(日)午前２：００～午前３：００

( 国 道 1 6 号 線)
◆問合せ：金沢土木事務所 ☎７８１－２５１４

５ 平成 28 年度上期（第２四半期まで）の燃やすごみ量実績（速報値）
について
（資源循環局資源政策課）
１ 金沢区の上半期（第２四半期まで）の燃やすごみ量実績（速報値）
平成 28 年度４月～９月の燃やすごみ量は、平成27 年度の同時期に比べ 1.1％減少しました（横
浜市 0.6％減少）
。削減した 173 トンは、金沢区から排出される燃やすごみの量の約２日分に相当
し、ごみの収集車だと約87 台分となります。
累計
４月～９月
H28 実績
4/1(金)～9/30(金)

H27 実績※
4/3(金)～10/2(金)

15,629 トン

15,802 トン

差

▲173 トン

▲1.1％

※H27 実績はH28 の同時期の実績です。

２ 第３四半期に向けて
９月までの実績は、着実に減少しております。第３四半期に向けても、食品ロスの削減・生ご
みの水切り、また、刈り取った草・枝等を乾燥して排出していただくようご協力をお願いします。
さらには年末年始など、ごみ量の増加が見込まれます。大掃除などで出るごみについては、分別
はもとより、積極的にリユースの取組を進めていただきますようお願いいたします。
【参考】
横浜市の第２四半期までの燃やすごみ量実績（速報値）
平成 28 年度４月～９月の燃やすごみ量は、平成 21 年度の同時期に比べ６％減少しました
（昨年度同時期に比べ 0.6％減少）
。また、第１四半期に比べ削減率が大きくなっています。
表1 平成28 年度４月～９月の燃やすごみ量実績（横浜市速報値）

家庭系燃やすごみ量

収集日数

１日当たりの量

285,563

105日

2,720

21年度差

▲ 18,321 (▲6.0%)

―

―

27年度差

▲ 1,851 (▲0.6%)

―

―

27年度

287,414

105日

2,737

21年度差
21年度
（基準年度）

▲ 16,470 (▲5.4%)

―

―

303,884

105日

2,894

28年度

※
※

【単位：トン】

（ ）内数値は、21年度あるいは27年度との比を示しています。
21年度及び27年度の家庭系燃やすごみ量は、28年度の同時期における実績から算出しています。

◆問合せ：資源循環局資源政策課 ☎６７１－２５０２
金沢区地域振興課資源化推進担当 ☎７８８－７８０８

６ 平成 28 年度金沢区民生委員児童委員協議会全員研修会について
（福祉保健課）
民生委員児童委員の一斉改選については、連合町内会長、自治会・町内会長の皆様に多大なご協
力をいただきました。ここに厚くお礼申し上げます。
◆民生委員児童委員 現員 227 人（定数 247 人）
◆主任児童委員
現員 31 人（定数 33 人）
また、平成 28 年度金沢区民生委員児童委員協議会全員研修会を次のとおり開催します。
自治会町内会長の皆様にもご参加いただきたくご案内いたします。定員に限りがございますが、
ご参加いただければ幸いです。
◆日 時 平成２８年１１月１９日（土）１３：３０～１５：３０
◆会 場 金沢地区センター 体育室
◆内 容 テーマ：
「児童虐待の実態と地域でできること」
講 師：南部さおり氏（日本体育大学体育学部社会体育学科准教授）
◆定 員 ３０名（先着順）
◆申 込 別紙の「参加申込書」に記載の上、１１月１１日（金）までに福祉保健課運営企画係へ
ＦＡＸをお願いします。
◆問合せ：福祉保健課運営係 ☎７８８－７８２０

７ その他
（１） 「市民防災の日」金沢かわら版（10 月号）の発行について
「市民防災の日」金沢かわら版（１０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） 平成 28 年度 金沢区主要行事日程一覧について
７月区連会で配布しました「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、１月の区連会で配布いたします。
（配送ルート）
◆問合せ：地域振興課 地域力推進担当 ☎７８８－７８０９

（３） 「金沢区の魅力いっぱい！健康ウオーキング 2016」の開催
について
健康増進と金沢区の魅力を再発見していただく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 2016」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）
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１

第１部
Ⅱ 関係団体等
1 第 46 回横浜矯正展ポスターの掲出について
(横浜刑務所作業部門)
この「矯正展」は矯正施設における様々な活動等を広く一般社会に紹介することによ
り、被収容者の改善更生を支援することを目的に開催します。
受刑者が改善更生を目指し、心を込めて作り上げた作品をご覧ください。
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

平成２８年１１月５日（土）
、６日（日）
午前９時３０分～午後３時

◆会場

横浜刑務所庁舎前等

◆交通

市営地下鉄「港南中央駅」から徒歩５分
京浜急行「上大岡駅」から徒歩１５分

◆問合せ

横浜刑務所作業部門

☎８４２－００４０

２ その他
(1) 機関誌「かなざわ No.61」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機関誌「かなざわ No.61」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 10 月）
Ⅰ 行政関係
１ 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（土）から１月３日（火）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）
◆収集日程について
(1) １２月３１日（土）から１月３日（火）まで、収集をお休みさせていただきます。
(2) 「燃やすごみ」の収集日が「火・土曜日」の地域は、以下の日程で臨時収集を行います。
１２月２９日（木）
、１月５日（木）
(3) 「資源物」については、年末は１２月３０日（金）まで、年始は１月４日（水）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

☎７８１－３３７５

２ コードフォージャパンサミット 2016 の開催について
（地域振興課 地域力推進担当）
金沢区では、区政運営方針においてオープンデータの推進やＩＣＴ（情報通信技術）を活用して、
子育て、防災など様々な分野で課題解決の具体的な実践を進めることを掲げ、かなざわ育なび.net
や緊急時情報システム、他団体や地域と連携したＩＣＴ関連イベントなどを展開しています。
この度、金沢区が進めるＩＣＴプラットフォームにおいて、様々な面で連携をしている民間団体
と、地域課題解決におけるテクノロジーと市民の関わりをテーマとしたイベント「Code for Japan
Summit（コード・フォー・ジャパン・サミット）
」を実施することとなりました。
本イベントを多くの区民の方へ周知するために、班回覧についてご協力をお願いします。
（配送ルート）
◆日程：平成２８年１１月１９日（土）
・２０日（日） １０時～１７時１５分
◆会場：金沢区総合庁舎（金沢区泥亀２－９－１）
◆主催：一般社団法人Code for Japan
◆共催：横浜市金沢区
◆後援：総務省、経済産業省、内閣府（いずれも予定）
◆内容：様々なテーマでシンポジウム、セミナー、ワークショップを実施
◆問 合 せ：地域振興課 地域力推進担当 ☎７８８－７７１８

３ 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）

今年度は、自治会町内会の運営や加入促進に関する講演と自治会町内会の取組事例の発表をセッ
トにした講習会を、市内３か所で開催します。
また、昨年に引き続き、神奈川新聞社から講師を招いての会報紙作成講習会・展示会を開催しま
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）
◆講演会・事例発表会
①日時・会場
第１回 平成 28 年１２月１０日（土）10:00～（9:30 開場）保土ケ谷公会堂 １号会議室
第２回 平成 28 年１２月１１日（日）10:00～（9:30 開場）横浜市立大学カメリアホール
第３回 平成 29 年１月２９日 （日）10:00～（9:30 開場）都筑区役所６階大会議室
②内容 ・講演（１～３回共通） 開かれた自治会町内会の運営について
（講師：水津 陽子氏 合同会社フォーティＲ＆Ｃ代表）
・事例発表 自治会町内会・連合町内会による活動事例発表（各回２事例）
◆会報紙作成講習会（同時開催：会報紙展示会）
①日時・会場

平成29 年２月１２日（日）10:00～（9:30 開場）情報文化センター６階

②内容 ・
「新聞記者が教える！会報紙の作り方」
（講師：菱倉 昌二氏 神奈川新聞社編集委員）
◆募集内容
【参加対象者】 どなたでも参加できます（特に、自治会町内会運営でお困りの方、他の自治
会町内会の取り組み事例を知りたい方、会報紙に磨きをかけたい方）
。
【会報紙の出展】会報紙展示会で展示する会報紙を募集します。お寄せいただいた会報紙は、
会報紙作成講習会で教材として使用させていただきます。
◆申込方法・申込締切
【申込締切】平成 28 年１１月１８日（金）まで
【申込方法】別紙の申込書に記入していただき、各区地域振興課へ持参またはＦＡＸ。
会報紙展示会に出展される場合は、会報紙２部を各区地域振興課へご提出くださ
い。会報紙データがある場合は、Ｅメールで直接市民局地域活動推進課へお送り
ください。
◆問 合 せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１

Ⅱ 関係団体等
１「柴漁港秋のさかなフェア」のポスターの掲出について
（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２８年１１月１２日（土） 午前９時～午後２時
雨天日は１９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より徒歩５分

◆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

２ 特別展「生誕 800 年記念 忍性菩薩－関東興律 750 年－」のチラシの掲出
について
（神奈川県立金沢文庫）
平成 29 年は、東国を中心に真言律宗を広めた忍性の生誕から 800 年、さらに極楽寺
と称名寺が忍性の関与により律院となり 750 年の節目を迎えます。
これを記念して忍性ゆかりの文化財を紹介します。
本展覧会のチラシの掲出をお願いいたします。
（配送ルート）
◆日 時

平成 28 年 10 月 28 日（金）～ 12 月 18（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 4 日（金）
、11 月24 日（木）

◆問合せ

神奈川県立金沢文庫 学芸課

☎７０１－９０６９
ＦＡＸ７８８－１０６０

３ その他
(1)「更生保護かなざわ」第 83 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 83 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

