第 1 部 金沢区町内会連合会定例会（平成 30 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 29 年 12 月末現在）
発生件数 ：８９２件（前年比 △１９５件）
○還付金の返金手続きはＡＴＭではできません。
＜主な犯罪件数＞
空き巣 ：
２９件（前年比
１０件） ○必要があってお金を渡すときは、お子さんやお孫さ
んの顔を確認してから渡すようにしてください。
振り込め ：
５２件（ 〃
１３件）
○警察官等がキャッシュカードを自宅に受け取りに行
自転車盗 ： ２９５件（ 〃
△８８件）
くことは絶対にありません。
ひったくり：
１件（ 〃
△２件）
◎最近の犯罪傾向 警察官を騙ったオレオレ詐欺が依然として連続発生しています。
【交通死亡事故抑止対策】
◆交通事故発生件数（平成 29 年 12 月末現在）
＜交通事故発生状況（人身事故・暫定値）＞
・高齢者と子どもの事故防止対策
発生件数 ： ５９５件（前年比 １２６件）
・二輪車事故防止対策
・自転車事故防止対策
死者数 ：
３件（ 〃
２件）
・飲酒運転等根絶対策
負傷者数 ： ７２１件（ 〃 １７６件）
◎最近の事故傾向 平成 29 年中、県内及び区内では前年に比べ、事故の発生が増加しました。

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29 年中の数値は速報値であり、確定値ではありません。

３ 春の火災予防運動に伴うポスター掲出及び駅頭広報の実施について
（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３０年３月１日（木）から３月７日（水）まで
『火の用心 ことばを形に 習慣に』

◆駅頭広報
（１）京浜急行電鉄 金沢文庫駅舎
（２）京浜急行電鉄 六浦駅舎

日時 ２月２８日（水）午後６時～６時３０分

日時 ３月 １ 日（木）午後６時～６時３０分

◆問合せ：金沢消防署予防課 ☎７８１－０１１９

４ 横浜水缶の特典付き販売について
（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９日（火）～３月２１日（水）
】
◆【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

５ 平成 29 年度金沢区人権講演会の開催について

（総務課）

平成 29 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：３月１９日（月） 午後３時３０分から午後５時まで（午後３時開場）
◆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：田口 亜希 氏（平成２４年度金沢区民栄誉賞受賞者）
◆内 容：講演「東京 2020 パラリンピックを契機にした共生社会の実現」
◆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、事前にご連絡ください。
【申込み方法】
３月２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、３月９日（金）までにご連絡いたします。
◆申込み・問合せ先：金沢区総務課

☎ ７８８－７７０５

FAX

７８６－０９３４

E-mail kz-somukouen@city.yokohama.jp
ホームページ

金沢区役所 人権講演会

検索

６ 平成 29 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
（資源循環局政策調整課）
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 29 年度４月～１２月の燃やすごみ量は、平成 28 年度の同時期に比べ０．５％減少しまし
た。削減した１２４トンの燃やすごみの量は、ごみの収集車約６２台分となります。
累計 ４月～１２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)～12/31(日)
4/2(土)～1/1(日)
23,118 トン
23,242 トン
▲124 トン
▲0.5％

２ 第４四半期に向けて
第３四半期まで順調に減少しております。引き続き第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。さらに年度末は引っ越しをはじめとした新年度の準
備で、ごみ量の増加が見込まれる時期です。ごみの分別はもとより、使わなくなったもののリユ
ース、リサイクルを積極的に進めていただきますようお願いいたします。
(単位：トン)

【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 29 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５．０％減少（平成 28 年度同

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
424,640
▲22,350（▲5.0%）
▲ 850（▲0.2%）

１日当たりの量
2,705
－
－

446,990

2,847

）内数値は、21 年度あるいは28 年度との比を示しています。

時期比０．２％減少）しました。 ※ 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

７ 金沢文庫駅東口行政サービスコーナーの閉所について

（戸籍課）

市全体の証明発行数の減少傾向により、金沢文庫駅東口行政サービスコーナーを含む行政サービ
スコーナー３か所を 28 年度末より順次廃止することとしております。
金沢文庫駅東口行政サービスコーナーは、平成３０年３月３１日（土）１７時をもって閉所とな
りますので、各自治会・町内会で、お知らせチラシの回覧をお願いいたします。
（配送ルート）
◆問合せ：金沢区戸籍課戸籍担当 ☎７８８－７７３１

８ 「性的マイノリティ」に関する講演会について
（福祉保健課）
金沢区民生委員児童委員協議会と共催で「性的マイノリティ」に関する講演会を開催いたしますの
で、皆様の御来場をお願いします。
◆日 時 ２月２７日（火） 午後１時３０分～午後４時（開場 午後１時）
◆会 場 横浜市立大学カメリアホール（金沢区瀬戸２２－２）※公共交通機関をご利用ください。
◆講 演 「多様性を認め、自分らしく生きられる社会づくり
～20 人に一人はいるかもしれない性的マイノリティ～」
（LGBT 講演会）
講師 星野 慎二 氏（特定非営利活動法人 SHIP 代表）ほか
※LGBT：レズビアン（女性同性愛者）
、ゲイ（男性同性愛者）
、バイセクシャル（両性
愛者）
、トランスジェンダー（出生時に診断された性と、自認する性の不一致）の頭
文字をとった総称で、性的少数者を指します。
◆定 員 先着８０名（申込不要）
※手話通訳希望の場合は、２月２２日（木）までに連絡ください。
◆問合せ：金沢区民生委員児童委員協議会事務局（福祉保健課運営企画係）
☎７８８－７８２０

９ その他
（１）
「市民防災の日」金沢かわら版（１２・１月号）の発行について
「市民防災の日」金沢かわら版（１２月号・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２９年度及び３０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２９年度 金沢区主要行事日程一覧」を更新しました。
また、現時点で予定されている平成３０年度の事業をまとめた「平成３０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

第１部
Ⅱ 関係団体等
１ 行政相談周知のための案内チラシの回覧について
（神奈川行政評価事務所）
総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員が、皆さんの身近な相談相手になります。区民の方に知っ
ていただくため、案内チラシの回覧をお願いいたします。
（配送ルート）
◆日 時
◆場 所
◆内 容

◆問合せ

毎月第 2 木曜日
午後１時 00 分～午後 4 時 00 分）
金沢区役所 1 階特別相談室
国の仕事（年金、労働など）に関する苦情
身の回りの困りごと など
金沢区役所区政推進課 広報相談係 ☎７８８－７７２１

２「のじまオープンデー」のチラシの回覧について
（公益財団法人よこはまユース 横浜市野島青少年研修センター）
公益財団法人よこはまユース 横浜市野島青少年研修センターの活動を近隣の皆様に知
っていただくことを目的に「のじまオープンデー」を開催します。
普段は宿泊者のみに提供している様々なプログラムを体験していただけるほか、施設を
見学することもできます。
自治会町内会へのチラシの回覧をお願いいたします。
（配送ルート）
◆日 時
◆会 場

◆内 容

◆問合せ

平年３０年２月２５日（日）
午後１時～午後３時３０分
横浜市野島青少年研修センター
シーサイドライン野島公園駅より徒歩８分
オリジナルクラフト「のじたまくん」
、「バードコール」工作、
「ちりめんモンスターを探せ」など体験するものや
施設見学ツアーなどメニューは多数
横浜市野島青少年研修センター

☎ ７８２－９１６９

３「金沢漁港海産物フェスタ」のポスターの掲出について
（横浜市漁業協同組合 金沢支所）
横浜市漁業協同組合 金沢支所では恒例となりました「金沢漁港海産物
フェスタ」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。
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
◆会 場

◆内 容

◆問合せ

平年３０年２月２５日（日）
午前９時～午後２時
雨天決行
金沢漁港
シーサイドライン野島公園、海の公園南口駅より徒歩５分
遊覧船乗船体験、生わかめのつかみどり、生のりむしり体験、金沢漁
港でとれた海産物の直売、生のり味噌汁の無料配布のほか地元の専門
店が多数出店
横浜市漁業協同組合 金沢支所

☎ ７８１－８９２９

第２部 金沢区町内会連合会定例会（平成 30 年１月）
Ⅰ 行政関係
１ 神奈川県国民保護サイレン一斉再生訓練について

（総務課）

弾道ミサイルが日本に落下する可能性がある場合や、日本の上空を通過する場合に発動するＪア
ラートの国民保護サイレンの周知を目的として実施します。
（金沢、六浦東、六浦西地区のみ配送ルート）
◆日
時：１月３１日（水）午前１１時～
※金沢区役所のみで庁内放送でＪアラートの再生訓練をします。
津波のサイレンは放送しません。
◆問合せ：県コールセンター（神奈川県安全防災局危機管理対策課内）
☎２１０－３４６５（平日のみ 9:00～17:00）
横浜市危機管理室緊急対策課 ☎６７１－２０６４

２ 「これからの緑の取組〔2019－2023〕
」
（素案）の市民意見募集について
（環境創造局政策課）
横浜市では、緑の減少に歯止めをかけ、
「緑豊かなまち横浜」を次世代に継承するため、財源の
一部に「横浜みどり税」を活用した、
「横浜みどりアップ計画」に取り組んでいます。この計画は
平成 30 年度末に計画期間を満了しますが、緑の保全や創造は、長い時間をかけて継続的に取り組
むことが必要です。そこで、これまでの取組の成果を踏まえ、平成 31 年度以降、重点的に取り組
む「これからの緑の取組［2019-2023］
」
（素案）を策定しました。
この素案に対して市民意見募集を実施し、ご意見を「これからの緑の取組［2019-2023］
」に生
かしていきます。
【市民意見募集の概要】
◆募集期間：１月１５日（月）～２月１６日（金）
◆概要版パンフレット配布場所（素案本編も閲覧可能）
：市役所市民情報センター、各区役所、環境創造局政策課、市ホームページ
（http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/etc/jyorei/keikaku/midori2019/iken.html）
で公開。
◆提出方法：郵送（パンフレットに差し込んでいるハガキは切手不要）
、ファクス、インターネット
◆問合せ：横浜市環境創造局政策課
〒231-0017 横浜市中区港町１－１ ☎６７１－４２１４ ＦＡＸ６４１－３４９０

３ 「見にきて身になる！ ミニ体験講座」のパンフレット回覧について
（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「見にきて身になる！ ミニ体験講座」を開催いた
しますので、プログラムの回覧をお願いいたします。
（配送ルート）
◆日
◆会
◆内
◆申

程：２月１日（木）～２８日（水）
場：区内区民利用施設及びコミュニティサロン
容：
「街の先生」や「生涯学習団体」の活動などの展示や体験
込：当日直接会場へ（一部、事前申込受付や実費負担が必要な講座があります。
）

◆問合せ：地域振興課区民活動支援担当

☎ ７８８－７８０６

４ 平成 29 年度「地域づくり塾かなざわ」 事業結果報告について
（地域振興課 地域力推進担当）
６月区連会で受講生のご推薦を依頼させていただきました「地域づくり塾かなざわ」は、平成 29
年８月 29 日から 12 月 15 日の日程で全６講（約20 時間）の講座を終えました。
本講座は、区内外の特徴的な活動実践を体験的に学び、自らの地域課題を解決するための知識や
技術の習得、価値の創造を目的に実施しました。
事業結果報告書がまとまりましたので、事業内容とその結果を報告いたします。
◆問合せ：地域振興課 地域力推進担当

☎７８８－７８０９

５ 地域づくり金沢フォーラム 2018 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 2018」
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
◆会
◆対
◆内
◆申

時：３月７日（水）午後１時～午後５時（受付午後１２時３０分）
場：横浜市立大学金沢八景キャンパス YCU スクエア１階 ピオニーホール
象：金沢区内で活動する団体に所属する方 ３０人（先着順）
容：キャンパスタウン金沢サポート事業活動報告、地域の活動事例発表ほか
込：申込書にて事前申込（参加費無料）

◆問合せ：地域振興課地域力推進担当

☎ ７８８－７８０９

第２部
Ⅱ 関係団体等
１ 自衛官の募集について
（防衛省自衛隊神奈川地方協力本部）
平成２９年度自衛官候補生の募集をしています。ポスターの掲示をお願いいたします。
（配送ルート）
◆ 問合せ

上大岡募集案内所

☎８４４－０８９５

２ 金沢動物園「かなざわバレンタイン チョコまつり！」のポスターの
掲出依頼について
（横浜市緑の協会・金沢動物園）
金沢動物園では、冬の集客としてバレンタインに関連した催しを開催します。
つきましては、自治会町内会の掲示板へのポスターの掲出をお願いいたします。
（配送ルート）
◆チョコまつり
平成３０年２月１０日（土）～１２日（月・祝）１０時～１５時
会場 わくわく広場
◆バレンタイン特設フォトスポット設置
１３：３０～１３：４５
ゾウの展示場前に設置したスポットでゾウと記念写真
◆チョコまつり対象商品お買い上げの方にゾウのおやつ券プレゼント
ゾウのおやつ時間１５：００～
◆フェアトレード商品の販売
◆「西田さんちのクッキー」販売（各日４０個限定）
◆無料ワークショップ
動物のバレンタインクイズ、バレンタインバルーンプレゼント
◆問合せ

横浜市立金沢動物園

☎ ７８３－９１００

