第 1 部 金沢区町内会連合会定例会（平成 29 年１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

（金沢警察署）

【振り込め詐欺キーワード】
◆犯罪発生件数（平成 28 年 12 月末現在・既届）
発生件数 ：１，０８７件（前年比 △１４３件）
○絶対にＡＴＭで還付金が戻ることはありません。
＜主な犯罪件数＞
空き巣 ：
１９件（前年比 △１５件） ○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。
振り込め ：
３９件（ 〃
１３件）
○高齢者が被害に遭うケースがほとんどです。
自転車盗 ： ３８３件（ 〃
△４５件）
ふだんからご家族と連絡を取り合いましょう
ひったくり：
３件（ 〃
△２件）
◎最近の犯罪傾向 区役所職員を騙った医療費の還付名目の還付金詐欺が多発しております。
【平成 29 年度交通事故防止対策】
◆交通事故発生件数（平成 28 年 12 月末現在）
＜交通事故発生状況（人身事故・暫定値）＞
神奈川県警察では、平成 29 年交通事故防止総合対
発生件数 ： ４６９件（前年比 △６６件）
策として、高齢者と子どもの事故防止対策・二輪車事
死者数 ：
１件（ 〃
△３件）
故防止対策・自転車事故防止対策・飲酒運転等根絶対
負傷者数 ： ５４５件（ 〃 △７１件）
策の４つの対策を昨年に引き続き強化していきます。
◎最近の事故傾向 区内では、発生件数・死傷者数は減少したが、二輪車・高齢者の事故の割合が県下の平均より高い。

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

（平成28 年12 月末現在）
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平成 27 年

増△減
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＜救急状況＞（金沢区内）
区分

／

年

救急件数
急病
内 訳

※急な病気やけがで
受診の相談をしたいと
３２１
きは・・・
２２６
☎＃７１１９

増△減

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 救急車を呼ぶか迷ったときの対応についてのお願い

（金沢消防署）

昨年は救急出場件数が 187,491 件（速報値）と過去最多を更新しました。救急出場件数が多くなる
と、出場中の救急隊に代わって遠くの救急隊が出場するケースが増えますので、現場到着時間が遅く
なることが懸念されます。
そこで、急な病気やけがで救急車を呼ぶか迷ったときに「横浜市救急相談センター（#7119）
」を
利用し、緊急性についてご相談していただく等、救急車の上手な利用を呼びかけるためのチラシを作
成しました。
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）
◆問合せ：金沢消防署予防課 ☎７８１－０１１９

４ 春の火災予防運動について

（金沢消防署）

火災が発生し拡大しやすい時季を迎え、火災の発生防止及び火災による死傷者の発生や財産の焼失
を防ぐことを目的として、全国一斉に「春の火災予防運動」が実施されます。
つきましては、防火ポスターを送付させていただきますので、掲示板等へ掲出していただき、火災
予防意識の啓発にご活用いただきますようお願い申し上げます。
また、区内主要駅の駅頭において、広報活動を実施いたしますので、ご協力お願いいたします。
（配送ルート）
◆実

施

期 間

◆全国統一防火標語

平成２９年３月１日（水）から３月７日（火）まで
『消しましょう その火その時 その場所で』

◆駅頭広報
（１）京浜急行電鉄 金沢文庫駅舎

日時 ２月２８日（火）１８：００から１８：３０まで

（２）京浜急行電鉄 京急富岡駅前

日時 ３月 １ 日（水）１７：４５から１８：１５まで

◆問合せ：金沢消防署予防課 ☎７８１－０１１９

５ 備蓄飲料水「横浜水缶」の備蓄促進キャンペーンについて
（水道局洋光台水道事務所）
水道局では災害に備え、１人１日３リットル、最低３日分で９リットル以上の家庭における飲料水
備蓄をお願いしています。災害への備えについての意識向上を図るため、キャンペーンチラシをお送
りさせていただきますので、この機会にぜひご利用ください。
（配送ルート）
◆備蓄飲料水「横浜水缶」の特典付き販売（期間：１月１７日（火）～３月２１日（火）
）
◆【特典１】期間中のご注文は配達料無料
【特典２】３箱購入ごとに給水リュック１個プレゼント
【特典３】10 箱購入ごとに横浜水缶１箱プレゼント
◆ご注文・お問合せ：水道局お客さまサービスセンター
電話：８４７－６２６２ FAX：８４８－４２８１

６ 平成 28 年度金沢区人権講演会の開催について

（金沢区総務課）

平成 28 年度金沢区人権講演会を開催します。
つきましては、広く区民の方々にお知らせするため、掲示板への掲出をお願いします。
（配送ルート）
◆日 時：平成２９年２月２１日（火） 午後３時から午後５時まで（午後２時３０分開場）
◆会 場：横浜市立大学シーガルホール（金沢区瀬戸２２－２）※公共交通機関をご利用ください。
◆講 師：小林 正幸 氏（東京学芸大学教育実践研究支援センター・教職大学院教授）
◆内 容：講演「こどもの不登校の現場から～こどもの人権を考える～」
◆入場料：無料（４００名）※申込多数の場合は抽選
◆その他：手話通訳、一時託児あり（２歳以上の未就学児対象、１０人先着）
※御利用になる場合には、２月３日（金）までにお申し込みください。
【申込み方法】
２月１０日（金）
（必着）までに、はがき、ＦＡＸ、Ｅ－ｍａｉｌ又は金沢区役所ホームページ
で、代表者の方の、ご住所・お名前・電話番号・参加者数を御記入のうえ、お申込みください。
※抽選にもれた方にのみ、２月１４日（火）までにご連絡いたします。
◆申込み・問合せ先：総務課

☎ ７８８－７７０４
E-mail

FAX

７８６－０９３４

kz-somukouen@city.yokohama.jp

ホームページ

検索

金沢区役所 人権講演会

７ 「お助けカード」の配布について

（経済局消費経済課）

高齢者の消費者被害が、高齢者人口の増加率を大きく超えるスピードで増えています。横浜市にお
いても高齢者の相談件数は増加傾向にあります。
そこで、地域の高齢者の方々の、消費者被害の未然防止や早期の相談に結び付けるため、財布や手
帳などに入れていただけるサイズで、横浜市消費生活総合相談センターの電話番号等が記載された
「お助けカード」を作成しました。
自治会・町内会長の皆さまに、お一人一枚配布させていただきますので、地域で心配な方がいらっ
しゃいましたら、横浜市消費生活総合センターをご案内いただきますようお願い申し上げます。
◆問合せ：経済局消費経済課 ☎６７１－２５６８

８ 平成 28 年度第３四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 第３四半期までの金沢区燃やすごみ量実績（速報値）
平成 28 年度４月～12 月の燃やすごみ量は、平成 27 年度の同時期に比べ０．２％減少しました。
削減した３９トンの、燃やすごみの量は、ごみの収集車約 19 台分となります。
H28 実績
4/1(金)～12/30(金)
23,399 トン

累計 ４月～12 月
H27 実績※
4/1(水)～12/30(水)
23,438 トン

差
▲39 トン

▲0.2％

※H27 実績は H28 の同時期の実績です。

２ 第４四半期に向けて
実績は、着実に減少しておりますが、第４四半期に向けても「生ごみの水切り・食品ロスの削
減」のご協力をお願いします。さらに年度末は、ごみ量の増加が見込まれますので、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３四半期までの燃やすごみ量実績（速報値）
平成 28 年度４月～１２月の燃やすごみ量は、平成 21 年度の同時期に比べ４．８％減少
しました。しかし、昨年度同時期に比べると０．１％増加増加しています。

◆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

９ コンビニ交付の開始について

（戸籍課）

横浜市では、１月２３日から全国のコンビニで住民票などの証明書を取得できる「コンビニ交付」
がはじまります。早朝から深夜まで利用できるほか、手数料も窓口より５０円安くなります（戸籍証
明書を除く）
。
①住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書（市内に印鑑登録している人）
利用時間：午前６時３０分～午後１１時（１２月２９日～１月３日を除く）
②戸籍（全部・個人事項）証明書、戸籍の附票の写し（市内に本籍がある人）
月～金曜 午前９時～午後５時（祝休日を除く）
◆利用店舗・利用方法
セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、サークルＫサンクス
（マルチコピー機設置店舗のみ。全国約５万店舗）
※画面のタッチパネルを見ながら簡単に操作できます。
◆必要なもの
マイナンバーカード（利用者証明用電子証明書の登載及び暗証番号の入力が必要です）
◆問合せ：金沢区戸籍課登録担当 ☎７８８－７７３８

10 「金沢区福祉保健のつどい」開催及びポスターの掲出について
（福祉保健課）
「金沢区福祉保健のつどい」を開催いたしますので、皆様の御来場をお願いします。
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（Ａ４）掲出をお願いします。
（配送ルート）
◆日 時 平成２９年２月１１日（土） 午後２時３０分～午後４時４０分（開場 午後２時）
◆会 場 横浜市立大学シーガルホール（金沢区瀬戸２２－２）※公共交通機関をご利用ください。
◆内 容 （１）第１部 第４２回 金沢区社会福祉功労者表彰及び感謝式典
（２）第２部 シンポジウム
ア 基調講演「誰のための、何のための、地域づくり？
～住み慣れたまちで暮らし続ける仕組みとしかけ～」
講師 西尾 敦史 氏（静岡福祉大学社会福祉学部健康福祉学科教授）
イ トークセッション「金沢区で暮らし続けていくために、
いま私たちができることを一緒に考えてみませんか」
井上 聖貴 氏（金沢区社会福祉協議会生活支援コーディネーター）
土門 典子 氏（泥亀地域ケアプラザ生活支援コーディネーター）
天野 奏子 氏（富岡地域ケアプラザ生活支援コーディネーター）
【コーディネーター】西尾 敦史 氏
◆定 員 先着４００名（申込不要）
◆問合せ：福祉保健課事業企画担当
☎７８８－７８１３
金沢区社会福祉協議会
☎７８８－６０８０

11 その他
（１） 「市民防災の日」金沢かわら版（１月号）の発行について
「市民防災の日」金沢かわら版（１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 年度及び 29 年度 金沢区主要行事日程一覧について
10 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。
御覧ください。また、現時点で予定されている平成 29 年度の事業をまとめた「平成29 年度
金沢区主要行事日程一覧」も作成いたしましたので、併せてご活用ください。
（配送ルート）
◆問合せ：地域振興課 地域力推進担当 ☎７８８－７８０９

Ⅱ 関係団体等
１.「かなざわ民児協だより」第 52 号の発行に伴う回覧依頼に
ついて
（金沢区民生委員児童委員協議会）
金沢区民生委員児童委員協議会の広報誌「かなざわ民児協だより」第 52 号を発行いたし
ましたので、自治会町内会の回覧をお願いします。
（配送ルート）
◆問合せ

金沢区民生委員児童委員協議会 （福祉保健課内）
☎ ７８８－７８２０

第２部 金沢区町内会連合会定例会（平成 29 年１月）
Ⅰ 行政関係
１ 「「横浜市都市計画マスタープラン金沢区プラン『金沢区まちづくり方針』」
の市民意見募集等について
（区政推進課）
「横浜市都市計画マスタープラン金沢区プラン『金沢区まちづくり方針』
」
（以下、
「金沢区まち
づくり方針」
）及び「金沢文庫駅東側区心部一帯地域地区プラン」の改定にあたり、改定素案につ
いて市民意見募集を行います。
都市計画マスタープランとは、横浜市の都市計画に関する長期的な基本的方針で、
「金沢区まち
づくり方針」は、金沢区の望ましい将来像を描くとともに、それを実現するためのまちづくりの基
本的な方針を示すものです。
改定素案は、区役所ホームページに掲載しており、また、区役所区政推進課企画調整係、金沢図
書館、区内各地区センターなどでも閲覧ができます。
なお、改定素案の概要版は広報よこはま 1 月号に折り込んでいます。
【改定素案説明会】
① 平成２９年１月２５日（水）午後７時～

金沢区役所 1 階会議室

② 平成２９年１月２８日（土）午前１０時～

金沢区役所 1 階会議室

※各日とも説明内容は同じです。
【意見・提案募集】
◆締

切：平成２９年２月１０日（金）
【必着】

◆提出方法：Ｅメール、郵送、ファクス、電子申請システムでご意見をお寄せください。
※様式は問いません。
◆提 出 先：〒236-0021 横浜市金沢区泥亀二丁目９番１号
区役所区政推進課 企画調整係
E メール kz-machirule@city.yokohama.jp
◆問合せ：金沢区 区政推進課 企画調整係 ☎７８８－７７２９ ＦＡＸ７８６－４８８７

２ 自治会町内会・地区連合町内会アンケート調査報告書の送付について
（地域振興課）
横浜市では、自治会町内会・地区連合町内会の活動状況を把握し、今後の自治会町内会活動に対
する本市の施策の参考資料とするとともに、自治会町内会・地区連合町内会相互に情報を共有する
ことを目的に、４年に一度アンケート調査を実施しています。
このたび、昨年６～７月にかけて行ったアンケートの調査結果がまとまりましたので、報告いた
します。
（配送ルート）
◆問 合 せ：市民局地域活動推進課 ☎６７１－２３１８

３ 平成２８年度金沢区自治会町内会長感謝会の開催について
（地域振興課）
平成２８年度自治会町内会長感謝会を開催いたしますので、自治会町内会長の皆様の御出席をお
願いいたします。なお、表彰対象者の皆様には、別途、御案内状を郵送させていただきます。
（配送ルート）
◆日 時：平成２８年３月７日（火） 午後３時３０分から午後５時１０分まで（予定）
（受付：午後３時～）
◆会 場：横浜テクノタワーホテル ３階宴会場 ※昨年と同一会場です。
◆申込み：平成２８年２月７日（火）までに、案内通知に同封しました「はがき」をご返信くだ
さい。
◆送 迎：当日、区役所駐車場前から送迎用バスを御用意いたしますので、御利用ください。
なお、バスの利用を御希望される方は、
「はがき」の【送迎用バスの利用】の「有」
に○を付けて御返信ください。
※バスは午後２時４０分に区役所を出発しますので、大変恐縮ですが、時間厳守でお
願いします。
◆その他：アルコール等の飲み物が出ますので、お車での御来場は御遠慮ください。
（参考）
：３月３日（金）に市長公舎において行われる永年在職者市長表彰につきましては、
金沢区では１０名の自治会町内会長の方々が表彰対象となっています。
（市民局よりご案内済）
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１

４ 金沢区生涯学習交流会「フォーラム KANAZAWA2017」のチラシ
回覧とポスター掲示について
（地域振興課 地域力推進担当）
金沢区の生涯学習や地域での活動を紹介する「フォーラム KANAZAWA2017」を開催いたします
ので、チラシの班回覧とポスター（Ａ４）の掲示板掲出をお願いいたします。
（配送ルート）
◆日 時：平成２９年３月１８日（土）午前１０時～午後３時３０分
◆会 場：能見台地区センター
◆内 容：
「街の先生」や「生涯学習団体」の活動などの展示や体験
◆申 込：当日直接会場へ（入場無料 ※一部実費負担があります。
）
◆問合せ：地域振興課区民活動支援担当

☎ ７８８－７８０６

５ 地域づくり金沢フォーラム 2017 の開催について
（地域振興課 地域力推進担当）
金沢区内で活動する団体と地域で活動する金沢区内の大学の学生が、活動事例報告や意見交換を
通じて、交流を深め、活動における工夫や課題について学び合う「地域づくり金沢フォーラム 2017」
を開催します。
地域を超えたつながりづくり、大学連携のきっかけづくりができる貴重な機会ですので、ぜひご
参加ください。
（配送ルート）
◆日 時：平成２９年３月１７日（金）午後１時３０分～午後４時３０分
※午後４時３０分～午後６時 交流会があります（参加任意：会費２，０００円）
。
◆会 場：関東学院大学横浜・金沢八景キャンパス １２号館
◆対 象：金沢区内で活動する団体に所属する方 ５０人（先着順）
◆申 込：申込書にて事前申込（入場無料※）
※終了後の交流会に参加される方は会費２，０００円
◆問合せ：地域振興課地域力推進担当

☎ ７８８－７８０９

Ⅱ 関係団体等
１ 特別展「愛された金沢八景―楠山永雄コレクションの全貌― 」のチラシ
の掲出について
（神奈川県立金沢文庫）
平成 24 年開催の特別展「金澤八景いま昔」で初公開した区内在住であった楠山永雄氏の収集した
コレクションが県立金沢文庫に寄贈されることになりました。
寄贈記念として、は江戸時代から昭和にかけての金沢八景や金沢周辺の姿を見ることができる同
コレクションの展覧会を開催しますので、チラシの掲出をお願いいたします。
（配送ルート）
◆日 時

平成２９年２月１０日（金）～ ４月２３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、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

