第 1 部 金沢区町内会連合会定例会（平成 29 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

（金沢警察署）

◆犯罪発生件数（平成 29 年９月末現在・既届）
【振り込め詐欺キーワード】
発生件数 ：
６６７件（前年比 △１００件） ○還付金の返金手続はＡＴＭではできません。
＜主な犯罪件数＞
○必要があってお金を渡す時は、息子さんやお孫さんの
空き巣 ：
１５件（ 〃
△１件）
顔を確認してから渡すようにして下さい。
振り込め ：
３６件（ 〃
１４件）
自転車盗 ：
２１３件（ 〃
△５６件） ○警察官等がキャッシュカードを自宅に受け取
ひったくり：
１件（ 〃
△２件）
りに行くことは絶対にありません。
◎最近の犯罪傾向 百貨店の職員を騙った振り込め詐欺が連続発生しています。
１０月１日（日）～１０月３１日（火）

◆交通事故発生件数（平成 29 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 ：
４２２件（前年比 ６５件）
死者数 ：
２件（ 〃
１件）
負傷者数 ：
５２１件（ 〃 １０１件）

違法駐車追放運動
スローガン 通学路 あなたの駐車で 危険な道路
首都圏放置自転車クリーンキャンペーン
スローガン 放置ゼロ キレイな街で おもてなし

◎最近の傾向 高齢者が関係する事故の件数が、増えています。

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

／

（９月末現在）

年

平成 29 年

火災件数
火災種別
損傷被害

出火原因

増△減
１１ ※平成 29 年度

３５

２４

建物火災

１９

１２

７

その他の火災

１６

１２

４

死者

３

０

３ 「火の用心 ことば

負傷者

４

１

３

１7

６

１１

たばこ

４

３

１

こんろ

３

１

２

ストーブ

１

１

０

１０

１３

△３

平成 29 年

平成 28 年

８，１３１

７，４８５

急病

５，４４６

４，９０７

一般負傷

１，３５３

１，３０１

交通事故

４１９

４７４

※区内の救急件数が
増加中です。
５３９
救急車の適正利用に
５２ ついて、ご協力お願い
いたします。
△５５

その他（自損・加害等）

９１３

８０３

１１０

放火
主な

平成 28 年

その他

全国統一防火標語

を形に 習慣に」

＜救急状況＞（金沢区内）
区分

／

年

救急件数

内 訳

増△減

６４６

（備考）平成28、29 年中の数値は速報値であり、確定値ではありません。

３ 大規模火災対応訓練の実施について

（金沢消防署）

平成２８年１２月に発生した糸魚川市北駅大火を教訓として、
大規模な自然災害時の広域的な延焼
火災を想定して総合的な消防訓練を実施します。
消防署、消防団、民間事業所が連携した訓練となるため、事前に訓練内容を説明します。
◆日時：平成 29 年１１月５日（日）午後２時～４時
◆場所：環境創造局金沢水再生センター敷地内（幸浦一丁目１７番地）
◆訓練内容：(1) 大規模延焼火災に対する消防活動 (2) 消火用水の確保
(3) 航空隊（ヘリコプター）による上空からの情報収集
※火災等発生時は訓練中止
◆問合せ：金沢消防署 ☎７８１－０１１９

４ 横浜市津波警報伝達システム等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等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29 年１１月１４日（火） 午前１１時頃
（２）試験放送（横浜市が実施） ：平成29 年１１月１４日（火） 午前１１時１０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

長浜水路沿緑地

八景島

六浦中学校

中央卸売市場南部市場

海辺の散歩道

金沢小学校

※並木中央小学校

１号幹線沿緑地

小柴崎緑道

柳町コミュニティハウス

※文庫小学校

並木第一小学校

海の公園

野島公園詰所付近

金沢工場

八景小学校

横浜市野島青少年研修センター付近

※六浦小学校
※校内スピーカー
からのみ放送

◆放送内容
（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、J アラートのテストです。
」
（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
訓練、訓練、訓練、訓練

サイレン ウー（約３秒×４回）

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、Yahoo!防災速報、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

５ よこはま保健医療プラン 2018（仮称）の策定に向けたパブリック
コメントの実施について
（医療局医療政策課）
横浜市では、保健医療分野を中心とした施策の中期的な指針として、平成２５年に「よこはま保健
医療プラン２０１３」を策定し、様々な取組を進めています。現行プランの計画期間が２９年度に終
了することを受け、
「よこはま保健医療プラン２０１８」の策定を進めています。
次期プランの素案がまとまり、皆様のご意見を伺うため市民意見募集を実施しますのでお知らせし
ます。
（配送ルート）
【市民意見募集の概要】
◆募集期間：平成 29 年１０月２６日（月）から１１ 月２７日（月）
◆冊子配布場所：市民情報センター、医療局医療政策課、各区役所広報相談係及び福祉保
健課、市ホームページ（http://www.city.yokohama.lg.jp/iryo/i-keikaku/）
で公開。
◆提出方法：ハガキ（意見募集リーフレットに印刷されているもの）
、ファクス、Ｅメール
※様式は問いません。
◆提 出 先：〒231-0017 横浜市中区港町１－１
横浜市役所医療局医療政策課
E メール ir-policy@city.yokohama.jp ※件名に「パブリックコメント」を入力
◆問合せ：医療局医療政策課 ☎６７１－２９９３ ＦＡＸ６６４－３８５１

６ 「横浜市公共建築物の再編整備の方針（素案）」の市民意見募集について
（財政局公共施設・事業調整室）
学校等の建替えの機会を捉えた公共建築物の多目的化・複合化等の再編整備を進めるため、基本的
な考え方や取組の方向性をとりまとめた「横浜市公共建築物の再編整備の方針」の策定を進めていま
す。
策定にあたって幅広く市民の皆様のご意見を伺うため、方針（素案）について市民意見募集を実施
します。
（配送ルート）
【市民意見募集の概要】
◆募集期間：平成 29 年１０月２４日（火）～１１月２７日（月）※当日消印有効
◆素案閲覧場所：財政局公共施設・事業調整課、市民情報センター、広報相談係
市ホームページ（http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/org/kokyo/
hozenrikatuyo/saihenseibi.html）で公表。
◆提出方法：郵送、ファクス、Ｅメール

※様式は問いません。

◆提 出 先：〒231-0017 横浜市中区港町１－１
横浜市財政局公共施設・事業調整課 保全・利活用計画担当 行
E メール za-hozen@city.yokohama.jp
◆問合せ：財政局公共施設・事業調整課 ☎６７１－３８４５ ＦＡＸ６５１－７５９９

７ 第７期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画素案に関する
市民意見の募集について
（健康福祉局高齢健康福祉課）
高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画は、介護保険制度や高齢者に関する保健福祉事業の円滑
な実施に関する総合的な計画として、３年ごとに策定しています。
第７期計画（平成 30～32 年度）の策定にあたり、市民の方から広く御意見・要望等を伺うため、
素案をもとにパブリックコメントを実施します。
【市民意見募集の概要】
◆募集期間：平成 29 年１０月３１日（火）～１２月２８日（木）
◆冊子配布場所：市市民情報センター、各区役所、地域ケアプラザ、老人福祉センター等
市ホームページで公表。※URL は未確定。
◆提出方法：ハガキ（意見募集冊子に印刷されているもの）
、ファクス、Ｅメール
※様式は問いません。
◆提 出 先：〒231-0017 横浜市中区港町１－１

横浜市健康福祉局高齢健康福祉課

E メール kf-keikaku@city.yokohama.jp
◆区民説明会の実施：平成 29 年１１月２７日（月）14:00～15:00 （金沢区役所３階１号会議室）
計画素案の説明会を実施し、ご意見・ご要望等を直接伺います。
◆関係団体等への説明：市連会・区連会、民生委員・児童委員協議会、社会福祉協議会、医師会、
病院協会、福祉事業経営者会、老人クラブ連合会等に対して説明を行い、
ご意見を伺います。
◆広報の実施：市民意見募集実施を市版広報よこはま（10 月号）にて周知。
区民説明会の開催を区版広報よこはま（11 月号）にて周知。
◆問合せ：横浜市健康福祉局高齢健康福祉課 ☎６７１－３４１２ ＦＡＸ６８１－７７８９

８ ヨコハマ３Ｒ夢プラン第３期推進計画の策定について
（資源循環局政策調整課）
横浜市では、ヨコハマ３Ｒプラン第２期推進計画が、平成２９年度に終了することから、これに
続く第３期推進計画（平成３０～３３年度）を平成３０年度に策定する予定です。
つきましては、１０月から来年３月にかけて様々な機会を通じて、地域の皆様に情報提供し、御
意見をいただきたいと考えております。御協力をよろしくお願いいたします。
◆情報提供・意見募集の方法（例）
○区連会でのテーマごとの情報提供（分別・リサイクル、食品ロス、まちの美化等）
○地域の会議やイベントでの意見交換、アンケートの実施
※第３期推進計画素案の策定後、市民意見募集も予定
◆問合せ：資源循環局政策調整課 ☎６７１－２５０２
金沢区地域振興課資源化推進担当 ☎７８８－７８０８

９ 平成 29 年度第２四半期までの燃やすごみ量実績（速報値）について
（資源循環局政策調整課）
１ 第２四半期までの金沢区燃やすごみ量実績（速報値）
平成 29 年度４月～９月の燃やすごみ量は、平成 28 年度の同時期に比べ０．１％減少しまし
た。削減した２３トンの燃やすごみの量は、ごみの収集車約１２台分となります。
累計 ４月～９月
（※H28 実績はH29 の同時期の実績です。
）
H29 実績
H28 実績※
差
4/1(土)～9/30(土)
4/2(土)～10/1(土)
15,607 トン
15,630 トン
▲23 トン
▲0.1％

２ 第３四半期に向けて
９月までの実績はわずかではありますが着実に減少しております。第３四半期に向けても、引
き続き食品ロスの削減・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
くよう御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、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 29 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６．１％減少（昨年度同時期
比０．１％減少）しました。

29 年度
21 年度差
28 年度差
21 年度
（基準年度）

家庭系燃やすごみ量
285,330
▲ 18,490（▲6.1%）
▲ 220（▲0.1%）

１日当たりの量
2,717
－
－

303,820

2,894

※ （
）内数値は、21 年度あるいは28 年度との比を示しています。
※ 平成29 年度（速報値）は、10 トン未満四捨五入しています。

◆問合せ：資源循環局政策調整課 ☎６７１－２５０２
地域振興課資源化推進担当 ☎７８８－７８０８

10 協働事業の提案支援モデル事業の実施について

（市民局市民活動支援課）

横浜市では、
「横浜市市民協働条例」
（平成 25 年４月１日施行）に基づき、地域の課題解決や魅
力づくり等のため、市民の皆様（自治会町内会をはじめ、市民活動団体、企業等）と横浜市が協力
して行う「市民協働」の推進に取り組んでいます。
このたび、
「市民協働事業の提案」が市民の皆様に一層活用しやすいものとなるよう、
「協働事業
の提案支援モデル事業」を実施いたしますので、御協力をよろしくお願いいたします。
【協働事業の提案支援モデル事業について】
事業期間を３年度として、次の３段階のステップで実施します。
地域課題の解決を図るための横浜市との事業の提案
ステップ１
アイディアを市民の皆様
（自治会町内会、
市民活動団体、 H29 年度
今回募集
提案アイディアの募集 企業等）から募集。
→ 応募団体から６団体程度採択
ステップ１で採択された団体を対象に、
提案アイディ
ステップ２
アの事業化に向けて、係る経費（行政担当部署や近隣団
H30 年度
プランづくりへの支援
体との打合せに係る経費、専門家への謝金等）を助成
（助成）
→ 助成金：３０万円程度
実際に行政担当部署へ事業を提案した団体から２団
ステップ３
体程度を対象に協働事業実施に係る経費を助成。
H31 年度
事業実施への支援
→ 助成金：９０万円程度
（助成）
◆問合せ：市民局市民活動支援課 ☎２２７－７９１５

11 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 29 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 29 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 2017」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 2017」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）

◆日時：１１月１１日（土）
【スタート受付】午前９時 30 分～11 時
◆受付場所：富岡八幡公園記念碑前広場
◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８４０

【ゴール受付】午前 11 時～午後２時

第１部
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。
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。
自治会町内会へのポスターの掲出をお願いいたします。
（配送ルート）
◆日 時
平年２９年１１月１１日（土） 午前９時～午後２時
少雨決行・荒天時は１８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６分
◆内 容
新鮮さかな直売、遊漁船乗船体験、おさかなタッチングプール、おさかな
水槽展示、八景島シーパラダイスのペンギンと撮影会 柴ファーム新鮮野
菜、地元模擬店多数出展 など
◆問合せ

横浜市漁業協同組合 柴支所

☎ ７０１－８１８２

２ 機関誌「かなざわ No.65」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.65」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

３「KANAZAWA Sports 魂 (soul)」創刊号の回覧について
（金沢区スポーツ推進委員連絡協議会）
このたび、金沢区スポーツ推進委員の活動を区民の皆様に広く知っていただくため、
広報誌「KANAZAWA Sports 魂 (soul)」を創刊しました。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

金沢区スポーツ推進委員連絡協議会
事務局：金沢区地域振興課 ☎ ７８８－７８０５

第２部 金沢区町内会連合会定例会（平成 29 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 （資源循環局業務課）
年末年始の１２月３１日（日）から１月３日（水）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（日）から１月３日（水）まで、収集をお休みさせていただきます。
(2) 「燃やすごみ」は、次のとおり収集します。
「月・金曜日」の地域
「火・土曜日」の地域
年末は１２月２９日（金）まで
年末は１２月３０日（土）まで、
年始は１月５日（金）から
年始は１月６日（土）から
(3) 「資源物」については、年末は１２月３０日（土）まで、年始は１月４日（木）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 平成 29 年度 横浜市自治会町内会長永年在職者表彰式の開催について
（市民局地域活動推進課）
平成 29 年度横浜市自治会町内会永年在職者表彰式は、次の日程で開催します。
なお、表彰対象者の皆様には、別途、ご案内状を郵送させていただきます。
◆日
時：平成 30 年２月８日（木） 午後２時３０分から午後４時１５分まで（予定）
◆会
場：市長公舎
◆参 加 者：受賞者ご本人、来賓（市連会長、区連会長）
、市長、区長、市民局長
◆来場方法：開催当日は、区役所～会場間において、マイクロバス等により送迎を行います。
受賞者は、金沢区役所６階会議室にお越しいただくことになります。別途ご案内
いたしますので、よろしくお願いいたします。
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１

Ⅱ 関係団体等
１ 特殊詐欺被害防止用チラシの掲出について
（金沢警察署）
区内では還付金詐欺及びキャッシュカードを手渡しでだまし取る「手交型」詐欺の被害
が増加しております。そこで被害防止用チラシ２種類の掲示板への掲出をお願いいたしま
す。
（配送ルート）
◆問合せ 金沢警察署生活安全課

☎ ７８２－０１１０

２ 特別展「唐物 KARA-MONO」－中世鎌倉文化を彩る海の恩恵－
のチラシの掲出について
（神奈川県立金沢文庫）
大陸との交易は中世都市鎌倉に経済効果と国際色豊かな文化を形成しました。鎌倉におけ
る大陸文化の移入は、陶磁器や絵画など交易により舶載されたモノの受容にとどまりませ
ん。
本展では、源実朝の杭州仏牙舎利の請来や普陀山観音信仰の広がりなどに注目し、鎌倉文
化の基層にある大陸への憧憬を探ります。
（配送ルート）
◆日 時

平成 29 年 11 月 3 日（祝・金）～ 平成 30 年 1 月 8（祝・月）
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（1 月 8 日は除く）
11 月 24 日（金）
、12 月28 日（木）～1 月 4 日(木)

◆問合せ

神奈川県立金沢文庫 学芸課

☎７０１－９０６９
ＦＡＸ７８８－１０６０

