第 1 部 金沢区町内会連合会定例会（平成 29 年６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 29 年５月末現在）
発生件数 ：３３４件（前年比 △８５件）
＜主な犯罪件数＞
空き巣 ：
７件（前年比 △２件）
振り込め ： １５件（ 〃
２件）
自転車盗 ： ９１件（ 〃 △４６件）
ひったくり：
１件（ 〃
０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 デパート職員を騙りキャッシュカードを騙し取る振り込め詐欺が増加しています。

◆交通事故発生件数（平成 29 年５月末現在）
＜交通事故発生状況（人身事故・暫定値＞
発生件数 ： ２０８件（前年比
４件）
死者数 ：
０件（ 〃
△１件）
負傷者数 ： ２６７件（ 〃
４１件）

夏の交通事故防止運動
○期 間 平成 29 年７月 11 日（火）～20 日（木）
○スローガン
安全は 心と時間の ゆとりから
交通ルールを守って 夏を楽しく安全に

◎最近の事故傾向 ５月中は県内でも、発生件数が増加し、前年比６４件増（＋３．０％）

２ 「県民のまもり」第 304 号の回覧について
県警広報紙「県民のまもり」第 304 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

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）
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プッシュ回線の固定電話）

（備考）平成28 年及び平成 29 年中の数値は速報値であり、確定値ではありません。放火欄は疑いを含みます。

４ 公会堂・駐車場棟の整備について
（市民局地域施設課・建築局施設整備課）
平成30年12月に竣工予定の金沢公会堂につきまして、設計変更がありましたので御報告します。
併せて、公会堂の諸元及び工事のスケジュールについて、再度お知らせいたします。
◆公会堂・駐車場棟の概要
・構
造 鉄骨鉄筋コンクリート造一部鉄筋コンクリート造
・規
模 地上５階建て
・建築面積 2,588.58 ㎡、延床面積 5,423.61 ㎡ <駐車場 78 台（車いすスペース３台含む）
>
◆公会堂の諸元
・座席数 596 席（可動席：72 席、固定席：518 席、親子席３席×２室、他車いすスペース７席分）
・主な部屋 客席、親子席、舞台、ホワイエ、楽屋２室、和室、事務室、会議室
区役所・消防署棟に、多目的室、リハーサル室
・舞台の大きさ（幅×奥行） 幅 19.0m×奥行 10.4m×高さ 8.0m
◆今後の予定 H29 年度～H30 年 12 月 公会堂・駐車場棟工事、H30 年度 泥亀公園工事
◆問合せ： （契約に関すること）市民局地域施設課 ☎ ６７１－２０８６
（工事に関すること）建築局施設整備課 ☎ ６７１－２９６３

５ 「YOKOHAMA ビーチスポーツフェスタ 2017」の開催について
（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、ビーチフラッグスなどの当日参加イベントを行うととも
に、各週土曜日には競技開催前にビーチクリーン活動を実施しますので、ご参加のほど、よろしくお
願いいたします。
なお、会場周辺の方々におかれましては、御理解・御協力をお願いいたします。
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２９日（土）～３０日（日）
ビーチハンドボール、ビーチテニス
（２）８月５日（土）～６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２９日（土）及び８月５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。
◆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

６ 横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度）３か年（平成 2628 年度）の実績報告について
（環境創造局みどりアップ推進課）
横浜市では、
「緑豊かなまち横浜」を次の世代に引き継いでいくために、
「横浜みどり税」を財源の
一部にして「横浜みどりアップ計画」
（計画期間：平成 26-30 年度）を推進しています。
このたび、同計画の３か年（平成 26－28 年度）の主な事業実績や横浜みどり税の使いみちについ
てまとめたリーフレットを作成しましたので、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：環境創造局みどりアップ推進課

☎６７１－２７１２

７ 「横浜市いじめ防止基本方針」改定に関する市民意見募集について
（教育委員会事務局人権教育・児童生徒課）
横浜市は、平成２５年１２月に、
「いじめ防止対策推進法」第１２条に則り、
「横浜市いじめ防止対
策基本方針」を策定し、いじめ防止等の取組を全市で進めてきました。
このたび、
「横浜市いじめ防止基本方針」を改定するにあたり、市民の皆様のご意見を募集します。
（配送ルート）
◆意見募集期間

平成２９年６月１２日（月）～７月２８日（金）

◆意見の提出方法

(1) 電子メール ky-kaitei-iken@city.yokohama.jp
(2) 郵送（消印有効）
〒231－0017 横浜市中区港町１－１
横浜市教育委員会事務局人権教育・児童生徒課
(3) ＦＡＸ ６７１－１２１５
※「意見提出用紙（Word 形式）
」をご利用ください。

◆資料の閲覧方法

ホームページ（

）

に掲載するほか、金沢区役所広報相談係、市民情報センター、教育委員会事
務局人権教育・児童生徒課でご覧になれます。
◆問合せ：教育委員会事務局人権教育・児童生徒課 ☎６７１－３２５０

８ 水銀体温計などの水銀製品の回収について

（資源循環局業務課）

横浜市では、家庭にある不要な水銀体温計などを、区役所、収集事務所及び、回収にご協力いた
だける薬局またはドラッグストアに、専用の回収ボックスを設置し、期間限定で集中的に回収しま
す。
広報周知のために、ポスターの掲示につきまして、ご協力をお願いいたします。
（配送ルート）

９ その他
（１）
「市民防災の日」金沢かわら版（６月号）の発行について
「市民防災の日」金沢かわら版（６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）横浜市衛生研究所の施設公開について
横浜市衛生研究所が施設公開を行います。夏休み期間中ですので、お子さま等の見学も歓迎して
おります。
◆日時

平成２７年８月５日（土） ９：30～16：00

◆会場

横浜市衛生研究所（住所：横浜市金沢区富岡東二丁目７番１号） ※参加費無料

◆内容

特別講演「がんから身を守ろう」
、パネル展示、体験コーナー等

◆問合せ：横浜市衛生研究所 ☎３７０－８４６０

Ⅱ 関係団体等
１ 第６７回社会を明るくする運動に伴うポスター掲示依頼に
ついて
（金沢保護司会）
第 67 回「社会を明るくする運動」の実施にあたり、区民への周知・啓発を図るためポスターの
掲示をお願いいたします。
（配送ルート）
◆ 問合せ

金沢区保護司会
事務局 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 29 年６月）
Ⅰ 行政関係
１ 「自治会町内会長のための金沢工場見学バスツアー」開催のご案内
（資源循環局金沢工場）
資源循環局金沢工場では、ごみ処理の重要性と金沢工場への理解を深めていただくために、
「自治会
町内会長のための金沢工場見学バスツアー」を開催することといたしました。
金沢工場の施設を間近に見学できる良い機会となっておりますので、万障お繰り合わせのうえご参
加くださいますようお願い申し上げます。
（配送ルート）
◆申請方法
７月 １８日（火）
（必着）までにご案内通知同封のハガキにて出欠をお知らせください。
なお、申込者多数の場合は、抽選とさせていただきますのであらかじめご了承ください。
◆問合せ：資源循環局 金沢工場 ☎７８４－９７１１

２ 横浜市長選挙の周知のための回覧について

（総務課）

７月 30 日(日)の横浜市長選挙では、期日前投票所として従来の金沢区役所及び金沢スポーツセンタ
ーに加えて、横浜市立大学金沢八景キャンパスにも開設いたします。また、７月 30 日(日)の投票所に
ついて、場所が変更する投票所※があります。
つきましては、このことを周知するためのチラシを作成いたしましたので、各自治会・町内会での回
覧にご協力をいただけますよう、お願いいたします。
（配送ルート）
※変更する投票所
・[第２投票区] 西富岡小学校 ⇒ 富岡中学校
・[第 22 投票区]西金沢中学校 ⇒ 西金沢学園（場所は変わらず、校名のみ変更）
◆問 合 せ：金沢区選挙管理委員会（総務課） ☎７８８－７７１２

３ 海の公園海開きに伴う津波避難訓練の実施について

（総務課）

海の公園に設置されている「津波警報伝達システム」の訓練放送を実施しますので、掲示板掲出の
ご協力をお願いいたします。津波警報伝達システムの訓練放送後、海開きイベントの参加者を対象に、
なぎさ広場（高台）への避難訓練を行います。
（配送ルート）
◆日

時

平成２９年７月８日（土） 午前１１時頃
※海開きイベントにあわせ、海の公園に設置されている津波警報伝達シス
テムの訓練放送を実施します。

◆避難訓練会場

海の公園 海開きイベント会場

◆問合せ：総務課庶務係 ☎７８８－７７０６

４ 「都市計画マスタープラン金沢区プラン」の改定原案の市民意見募集に
ついて
（区政推進課）
平成２９年１月から「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
改定素案に対する市民意見募集の結果とそれらを踏まえてまとめた改定原案について公表し、意見
募集を行います。
◆問合せ：金沢区 区政推進課 企画調整係 ☎７８８－７７２９

５ 「地域づくり塾かなざわ」受講者の推薦について
（地域振興課地域力推進担当）
地域活動をより効果的に推進するためのノウハウや区内外の特徴的な活動の実践について、区民
の皆様が共に学び合い、地域課題の解決に向けた取組を活性化させるための講座を実施します。
各地区２名程度の受講者の推薦をお願いいたします。
◆開催日時
◆会
場
◆定
員
◆参 加 費
◆申
込

８月２９日（火）～１２月１５日（金）午後（全６講）
金沢区役所６階２号会議室ほか
３０名（目安として各地区２名程度）
無料
地区連合町内会または地区社会福祉協議会の会長推薦に基づき、受講申込書を
７月２８日（金）までに金沢区社会福祉協議会《担当：井上（聖）
）
》まで提出。

◆問合せ：地域振興課 地域力推進担当 ☎７８８－７８０９

Ⅱ 関係団体等
１ 平成２９年度金沢区青少年指導員協議会活動協力費の依頼
（金沢区青少年指導員協議会）
金沢区青少年指導員協議会の青少年の健全育成の各種活動を円滑に推進するため、
活動協力費への協力依頼を各自治会町内会あて送ります。ご協力をお願いいたします。
（配送ルート）
◆事業協力費 １世帯あたり 1０円
※７月末までに指定の口座に同封の払込用紙によりお振込みを
お願いいたします。
◆問合せ

金沢区青少年指導員協議会
事務局：金沢区役所地域振興課内 ☎７８８－７８０５

２ 平成２９年度金沢区体育協会の事業協力費の依頼
（金沢区体育協会）
金沢区体育協会の事業運営を円滑に実施するため、事業協力費への協力依頼を各自治会町内会あ
て送ります。ご協力をお願いいたします。
（配送ルート）
◆事業協力費 １世帯あたり ２０円
※７月末までに同封の「払込取扱票」によりお振込みをお願い
いたします。

◆問合せ

金沢区体育協会事務局（金沢スポーツセンター内）
☎ ７８２－９２３４

３ 企画展「アンニョンハセヨ！元暁法師-日本がみつめた新羅・高麗仏教-」チラシの
掲出依頼について
（神奈川県立金沢文庫）
企画展「アンニョンハセヨ！元暁法師-日本がみつめた新羅・高麗仏教-」のご案内です。
新羅の学僧・元暁は、韓国において最も尊崇される高僧の一人で、日本の仏教に少なからず
影響を与えた僧侶です。元暁法師の生誕 1400 年にちなみ、日本が伝えてきた新羅・高麗仏教
の真髄を示す文化財を、一堂に会した特別展を開催します。
また期間中、書道大会や子供向けイベントもありますので、ぜひご来館いただきますよう、
この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 29 年６月２３日（金）～８月２０日（日）
午前 9 時～午後 4 時 30 分 （入館は午後 4 時まで）
◆書道大会 応募期間：６月９日（金）～８月１６日（水）
掲示期間：６月１３日（火）～８月２０日（日）
◆子供向けイベント ：韓国のおもちゃで一緒に遊ぼう
７月２３日（土）１３時～１６時３０分
◆休館日

毎週月曜日（7 月 17 日は開館）
、7 月 18 日（火）

◆問合せ

神奈川県立金沢文庫 学芸課

☎７０１－９０６９
ＦＡＸ７８８－１０６０

４ 「海の公園 海水浴場の開場」ポスター掲出依頼について
（公益財団法人 横浜市緑の協会）
各掲示板へ「海の公園 海水浴場の開場」周知用ポスター掲出をお願いします。
（配送ルート）

◆開場期間

◆問合せ

平成 29 年 ７月８日（土）から８月３１日（木）

横浜市緑の協会
☎７０１－３４５０

公益財団法人

５ 第 25 回公開医療講座チラシの掲出依頼について
（神奈川県立循環器呼吸器病センター）
「肺がん」をテーマに一般向けの講座を開催します。
この講座のチラシの掲示をお願いします。
（配送ルート）
◆日 時

平成 29 年７月２日（日）
午後１時開演
◆場 所
横浜市立大学金沢八景キャンパス内 シーガルホール
◆テーマ 「肺がんの診断と薬物療法」
「からだにやさしい肺がん手術」ほか
看護師による相談コーナーあります。
◆定 員
400 名（予約不要）
◆問合せ

神奈川県立循環器呼吸器病センター
地域連携室
☎７０１－９５８１

６ 「むし・虫・カブトムシ ! 展」及び「ナイト ZOO」のチラシの掲出依頼
について
（公益財団法人 横浜市緑の協会）
金沢動物園では、
「むし・虫・カブトムシ ! 展」と、８月は、開園時間を延長して「ナイ
ト金沢 ZOO 」を開催します。週替わりのイベントで夏の夜を楽しめます。別添チラシの掲出
をお願いします。
（配送ルート）
（１）
「むし・虫・カブトムシ ! 展」では、カブトムシの放し飼いゾーンがオープンするほか、
巨大なミヤマクワガタのオブジェが設置されます。
◆日 時

平成 29 年７月１５日（土）～ ８月２７日（日）

（２）金沢動物園では８月の毎土、日曜日及び１１日(金・祝)の開園時間を延長し、
「ナイト金
沢 ZOO 」を開催いたします。
◆開園時間 ９時３０分 ～ ２０時３０分（最終入園１９時３０分）
◆飼育員のガイド
◆こどもまつり
◆ひかるどうぶつえん２０１７

問合せ

横浜市立金沢動物園

☎７８３－９１０１

