第 1 部 金沢区町内会連合会定例会（平成 30 年４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 30 年３月末現在・既届）
発生件数 ：２０４件（前年比
２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＞
○必要があってお金を渡すときは、息子さんやお孫
空き巣 ：
９件（前年比
５件）
さんの顔を確認してから渡すようにして下さい。
振り込め ： １５件（ 〃
４件）
○警察官等がキャッシュカードを自宅に受け取りに
自転車盗 ： ５７件（ 〃
△２件）
行くことは絶対にありません。
ひったくり：
０件（ 〃
△１件）
◎最近の犯罪傾向 区役所職員を騙った還付金詐欺が連続発生しています。
自転車マナーアップ月間
◆交通事故発生件数（平成 30 年３月末現在）
○期 間 平成 30 年５月１日（火）～31 日（木）
＜交通事故発生状況（人身事故・暫定値）＞
発生件数 ： １４５件（前年比 １６件）
二輪車安全運転神奈川県大会
死者数 ：
１件（ 〃
１件）
○平成 30 年５月 26 日（土）
負傷者数 ： １６５件（ 〃
△１件）
◎最近の事故傾向 ３月中、金沢区内の人身交通事故発生件数は、前年に比べ増加傾向でした。

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

／

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
８６
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☎＃７１１９
プッシュ回線の固定電話）

（備考）１ 平成30 年中の数値は速報値であり、確定値ではありません。 2 放火欄については疑いを含みます。

３ 国が実施する全国瞬時警報システム（J アラート）の全国一斉情報
伝達訓練について
（総務局情報技術課）

総務省消防庁が地震・津波などの災害時等に備え、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を用いて、
訓練情報の受信及びスピーカー等の起動を確認する目的で、 全国一斉情報伝達訓練放送を行います。
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。
◆日 時（予定）
(1) 平成３０年 ５ 月１６日（水） 午前１１時頃
(2) 平成３０年 ８ 月２９日（水） 午前１１時頃
(3) 平成３０年１１月２１日（水） 午前１１時頃（津波警報伝達システムの試験放送も予定）
(4) 平成３１年 ２ 月２０日（水） 午前１１時頃
◆放送場所 １９か所（金沢区内のみ表示）

※校内スピーカーからのみ放送

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

※六浦小学校

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

◆放送内容
未定（決定し次第、津波警報伝達システムホームページに掲載します）
【参考：平成２９年度の放送内容】
♪ピンポンパンポン（上り４音チャイム）
「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４音チャイム）
◆その他の情報伝達手段による防災情報の試験配信
全国一斉情報伝達訓練放送に合わせて、その他の情報伝達手段による防災情報の試験配信（午前
１０時４５分頃）を行います。
① 防災情報Ｅメール、②横浜市危機管理室ツイッター、③横浜市危機管理室ホームページ
◆問合せ：総務局情報技術課

☎６７１－４１４１

４ 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３月７日（水）に開催しました。
当日の概要を報告書にまとめましたので、御覧ください。
◆問合せ：地域振興課 地域力推進担当 ☎７８８－７８０９

５ 地域力通信「ハーモニー」平成 30 年度第１号の発行について
（地域振興課 地域力推進担当）
金沢区内の地域における活動や、今年度の各地区担当について紹介した広報紙を発行しました。
つきましては、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：地域振興課 地域力推進担当 ☎７８８－７８０９

６ 平成 30 年度 金沢区主要行事日程一覧について
（地域振興課 地域力推進担当）

１月区連会で配付しました「平成 30 年度 金沢区主要行事日程一覧」を更新しました。
４半期に一度更新し、７月、10 月、１月の区連会で配付いたします。
（配送ルート）
◆問合せ：地域振興課 地域力推進担当 ☎７８８－７８０９

７ 平成 29 年度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）
◆平成 29 年度の金沢区燃やすごみ量実績（速報値）
平成 29 年度の燃やすごみ量は、平成 21 年度の同時期に比べ 9.9％減少しました。
なお昨年度同時期に比べると 1.0％減少しています。
表 1 平成 29 年度金沢区の燃やすごみ量実績（速報値）

家庭系燃やすごみ量

１日当たりの量※１

29,660

143

29年度
21年度差
28年度差
21年度
（基準年度）

【単位：トン】

▲ 3,244 (▲9.9%)

―

▲

―

306 (▲1.0%)
32,904

159

※（ ）内数値は、21 年度あるいは 28 年度との比を示しています。
※１ 通常の収集日数を考慮して算出しています。

【参考】横浜市の平成 29 年度の燃やすごみ量実績（速報値）

平成 29 年度の燃やすごみ量は、
平成 21 年度の同時期に比べ 6.3％
減少しました。なお昨年度同時期
に比べると 0.7％減少しています。

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
548,500
▲ 36,570 (▲6.3%)
▲ 3,750 (▲0.7%)

【単位：トン】

１日当たりの量※１
2,650
－
－

585,070

2,826

※（ ）内数値は、21 年度あるいは 28 年度との比を示しています。
※１ 通常の収集日数を考慮して算出しています。

◆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

８ その他
（１）
「市民防災の日」金沢かわら版（４月号）の発行について

「市民防災の日」金沢かわら版（４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

Ⅱ 関係団体等
１ 区制 70 周年記念事業 ５月～７月開催事業について（情報提供）
（金沢区制 70 周年を区民協働で彩る実行委員会）

区制７０周年記念事業のうち、５月から７月に開催される事業につきまして、情報提供させていた
だきます。
６月１日～７日開催の「横浜にぎわい寄席 金沢区民優待デー」につきましては、主催団体が作成
したチラシの回覧につきまして、ご協力をよろしくお願いいたします。
（配送ルート）
◆問合せ：金沢区制 70 周年を区民協働で彩る実行委員会（総務課） ☎７８８－７７０６

２ 金沢区制７０周年記念 第４４回金沢まつり開催に向けての
協賛金の依頼について
（金沢まつり実行委員会）
第４４回金沢まつり「花火大会」及び「いきいきフェスタ」の開催に向けて、金沢
まつり実行委員長及び金沢区長の連名による趣意書を自治会町内会長及び地区連合自
治会町内会長あてに送付し協賛金への協力をお願いします。
（配送ルート）
◆ 花 火 大 会

８月２５日（土）
午後７時～午後８時
海の公園
【荒天時は中止、翌日順延はいたしません】

◆ いきいきフェスタ １０月２０日（土）
午前１０時～午後３時３０分 海の公園
【荒天時は翌日に順延いたします】
◆ 問合せ 金沢まつり実行委員会
事務局 ： 金沢区地域振興課

☎ ７８８－７８０１

第２部 金沢区町内会連合会定例会（平成 30 年４月）
Ⅰ 行政関係
１ 防災・減災推進研修の御案内について

（総務局危機管理課）

地震や火災、豪雨などに備え、お住まいの地域で、どのような防災活動を行っていますか？
まちづくりの専門家とともに、災害時に危険な場所などを把握し、地域の行動目標を考える研修を実
施します。
（配送ルート）
◆研修カリキュラム（防災・減災推進研修～基礎編～）
（１）講

義 「横浜市の防災対策について知ろう」

（２）事例紹介 「実践的な自主防災活動の事例から学ぼう」
（３）講義・グループワーク
「地域の特性を活かした行動目標を作ろう」※講師：山路 清貴
NPO 法人 横浜プランナーズネットワーク）
・発災後、経過時間ごとに、地域で何をすべきか議論します。
・災害時に危険な場所、活用できる資源について議論します。
◆日 時（全６回：内容はすべて同じです）
（１）第１回 ６月 ９日（土）9:30～15:30 横浜市民防災センター訓練室（横浜駅）100 名
（２）第２回 ６月 18 日（月）9:30～15:30 横浜市民防災センター訓練室（横浜駅）100 名
（３）第３回 ６月 30 日（土）9:30～15:30 戸塚区役所８F 大会議室（戸塚駅）100 名
（４）第４回 ７月 ６日（金）9:30～15:30 横浜市役所５F 関係機関執務室（関内駅）70 名
（５）第５回 ７月 20 日（金）9:30～15:30 横浜市民防災センター訓練室（横浜駅）100 名
（６）第６回 ７月 28 日（土）9:30～15:30 鶴見区役所６F８・９号会議室（鶴見駅）100 名
◆申込方法
「防災・減災推進研修～基礎編 ～ 推薦書」に必要事項を御記入のうえ、
郵送、FAX、または E メールにて、５月１８日（金）まで（必着）で
総務局危機管理課へお申込みください。
【宛先】 郵送：〒231-0017 横浜市中区港町１－１
横浜市総務局危機管理課 花塚、茂木
FAX：６４１－１６７７
メール：http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/kikikanri/kyojo.docx
※各自治会・町内会から２名まで推薦
５月下旬に受講決定の通知を、代表者及び受講者あてにお送りいたします。
◆問合せ：総務局危機管理課

☎ ６７１－４３５１

FAX ６４１－１６７７

２ 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・告示について
（区政推進課）
平成２６年度から見直し作業を進めてきた金沢区プランについて、平成３０年３月２３日に改
定・告示しました。改定作業に際して、ご協力を賜り、ありがとうございました。
◆問合せ：金沢区 区政推進課 企画調整係 ☎７８８－７７２９

３ 災害時要援護者支援名簿（情報共有方式）の提供について
（高齢・障害支援課）
災害時に備えて各自治会・町内会で取組をすすめていただいていますが、区が所有する情報を
もとに作成した「災害時要援護者名簿」を提供することも可能です。
平成 30 年度につきましても、名簿の提供について説明会を開催します。名簿提供をご希望、又
は検討される自治会町内会の方は、御参加をお願いいたします。
（配送ルート ※すでに名簿提供を受けている自治会・町内会には送付いたしません）
◆全体説明会
（１）日 時：第１回 ５月１２日（土）午前１１時～
第２回 ６月 ２ 日（土）午前１１時～
（２）会 場：区役所１階１号会議室
※説明会の参加申込は、お電話又は FAX で５月１１日（金）までにお願いいたします。
◆区から名簿（情報共有方式）の提供を受けることによるメリット
（１）より多くの災害時要援護者が把握できます。
（２）区が毎年更新しますので、自治会町内会で調べ直す必要がありません。
（３）すでに独自に作成している名簿を補完するものとしても使うことができ、より情報を
充実できます。
◆問 合 せ：高齢・障害支援課 ☎７８８－７７７３

FAX ７８６－８８７２

４ 平成３１年度の自治会町内会館整備について

（地域振興課）

平成３１年度に自治会町内会館を新築・購入、増築、改修、修繕の補助申請を予定している自
治会町内会は事前に御相談のうえ、関係書類を期日までに御提出ください。
（配送ルート）
◆申請書類：事前に御相談いただいたうえで、自治会町内会長へお渡しします。
◆提 出 先：金沢区地域振興課
◆提出期限：平成３０年７月頃予定（事前に御相談いただいたうえで、期日を御案内します。
）
◆留意事項
(1) 申請（予定）については、総会での承認が必要です。
（総会資料及び議事録が必要です。
）
(2) 申請受付予定団体の決定は、平成３１年度予算確定後となります。
（平成３１年３月末頃）
(3) 会館整備費補助申請を予定されている団体は、必ず事前に地域振興課に御相談ください。
◆問 合 せ：地域振興課 ☎７８８－７８０２

５ 平成３０年度 新任自治会町内会長研修会の開催について
（地域振興課）
平成３０年度に新たに自治会町内会会長に就任された方を対象に研修会を開催いたします。
つきましては、新任自治会町内会長の方で参加を御希望される方はお申込みください。
（配送ルート）
◆日時・会場 ※(1)、(2)は同内容。
(1) ５月２６日（土）午前１０時～１１時３０分 区役所１階１号会議室
(2) ６月 １ 日（金）午前１０時～１１時３０分 区役所１階１号会議室
◆内 容
(1) 金沢警察署からのお知らせ
(2) 金沢区町内会連合会の役割について
(3) 依頼事務・補助金申請手続きについて
・地域活動推進費・防犯灯維持管理費の補助について
・町の防災組織活動費について
(4) 緊急時情報システムについて
(5) 活動支援について
◆対 象
平成３０年度に新たに自治会町内会長に就任された方
◆申 込
５月１１日（金）までに区役所地域振興課あて FAX、E メール等でお申し込みください。
◆問合せ：地域振興課

☎ ７８８－７８０２

FAX ７８８－１９３７

E-mail kz-chishin@city.yokohama.jp

６ 平成 30 年度 地域活動推進費補助金及び防犯灯維持管理費補助金、
町の防災組織活動補助金「申請書類の個別相談と受付」の実施について
（地域振興課）
地域活動推進費補助金及び防犯灯維持管理費補助金及び町の防災組織活動補助金の申請につい
て、担当職員がマンツーマンで、申請書類の内容を確認し、書類の受付を行います。
自治会町内会長や会計担当の方など申請事務にかかわる方はぜひご参加ください。
（配送ルート）
◆日時及び会場
(1) ５月１２日（土） 9:00～12:00

区役所６階６０１窓口

(2) ５月２６日（土）13:00～16:00

区役所６階６０１窓口

◆申込み
事前申込みは不要です。直接会場へお越しください。
◆問合せ：地域振興課

☎ ７８８－７８０１

FAX ７８８－１９３７

E-mail kz-chishin@city.yokohama.jp

７ 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、会報紙の御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 ６月１６日（土）10:00～（9:30 開場）緑区役所４階４AB 会議室
第２回 ６月２３日（土）10:00～（9:30 開場）鶴見区役所６階８号会議室
第３回 ７月 ７ 日（土）10:00～（9:30 開場）栄区役所【新館】４階８・９号会議室
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・連合自治会による活動事例発表（各回１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

７月１４日（土）14:30～16:00 （14:00 開場）
横浜市情報文化センター ６階 ホール（中区日本大通１１番地）

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】５月２５日（金）まで
【申込方法】別紙の申込書に記入していただき、金沢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部を地域振興課へ御提出ください。
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 ☎７８８－７８０２

８ その他
（１） 自治会町内会活動のための情報交流誌の送付について
昨年に引き続き、第５号となる本誌では、身近な暮らしの中での助け合いや親睦を深めるため、
住民福祉の向上や地域コミュニティの充実に向けての取組や課題について、情報共有・情報交流
をすすめることを目的に作成しました。
自治会町内会の皆さまにお読みいただき、地域でのより充実した活動のヒントになれば幸いで
す。
なお、巻末の「情報共有アンケート」を活用し、この情報誌の内容に対する御意見などをお寄
せいただくことで次なる情報交流へつなげたいと思います。アンケートに御協力くださいますよ
うお願い申し上げます。
（配送ルート）
◆問合せ：市民局地域活動推進課 ☎６７１－２３１８

（２） 消費者被害等の注意喚起ちらし「月次相談リポート」の掲示板
への掲示について
横浜市消費生活総合センター発行の、最近の消費者被害等の事例等をわかりやすくお伝えする
ちらし（月次相談リポート）について、平成２９年度は複数回にわたり、自治会・町内会の掲示
板に掲示をしていただきました。
引き続き、平成３０年度においても毎月可能な範囲で掲示して頂けるよう、ご協力をお願いい
たします。
（配送ルート）
◆問合せ：経済局消費経済課

☎６７１－２５６８

（３） 街きれい金沢推進週間の実施に伴うごみ袋の配付について
街きれい金沢推進週間【５月１２日（土）～５月２０日（日）
】に伴い、各自治会町内会で実
施する地域清掃用のごみ袋を配布しますので、御活用ください。
（配送ルート）
加入世帯数

自治会町内会数

袋配布枚数

合 計

０～ ５００

１１９

２０

２，３８０

５０１～１０００

３９

３０

１，１７０

１００１～１５００

１０

４０

４００

４

５０

２００

１５０１～
合

計

１７２

◆問合せ：金沢区地域振興課 資源化推進担当 ☎ ７８８－７８０８

４，１５０

Ⅱ

関係団体等

１

金沢区交通安全・防犯功労者並びに協力者の推薦について
（金沢区安全・安心まちづくり推進協議会）
金沢において永年にわたり交通安全活動及び防犯活動を推進されている個人及び
団体を表彰させていただくため、自治会町内会長あてに該当される個人・団体の有
無についてご確認をお願いいたします。
（配送ルート）
◆

功労者及び協力者の推薦確認
個人・団体の推薦が有る場合のみ５月１６日（水）までに「功労者・協力者
推薦確認票」のご提出をお願いします。

◆

表彰式
８月１０日（金）開催予定の「平成３０年度金沢区交通安全・防犯のつどい」
の席上で表彰させていただく予定です。

◆

問合せ

金沢区安全・安心まちづくり推進協議会
事務局 ： 金沢区地域振興課
☎ ７８８－７８０１

２ 「金沢区制 70 周年記念 横浜・八景島ｼｰﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ区民感謝ﾃﾞｰ」
および「あじさい祭り」について
（横浜・八景島シーパラダイス）
金沢区制７０周年記念事業として 横浜・八景島シーパラダイス区民感謝デーを
設定し、金沢区民限定のワンデーパスを半額でご提供します。また、恒例となりま
した「あじさい祭り」を開催します。
つきましては案内チラシの回覧をお願いします。
（配送ルート）
◆金沢区民感謝デー（ワンデーパスを半額）
５月７日（月）～7 月１日（日）
◆「あじさい祭り」
６月９日（土）～7 月１日（日）
◆問合せ

横浜・八景島シーパラダイス

☎ ７８８－９６２７

３

パンフレット「自治会町内会加入のご案内」の申込について
（金沢区町内会連合会）
自治会町内会の加入促進策としてパンフレットを作成しています。
このパンフレットが必要な場合は、「金沢区自治会町内会加入のご案内申込票」
に必要事項を記入のうえ事務局へお申込みください。
後日郵送にてお届けします。
（配送ルート）

◆問合せ

４

金沢区町内会連合会 事務局
〒236-0028 金沢区洲崎町 1-18
☎ ７８０－３４３２
ＦＡＸ３４９－７０３５

自治会町内会長バッチ等の有料頒布について
（金沢区町内会連合会）
横浜市共通の自治会町内会長バッチを有料頒布いたしますので、ご希望の方は、
お申し出くださるようお願いいたします。
（配送ルート）
◆

頒布価格
単位自治会町内会長バッチ
地区連合自治会町内会長バッチ

◆

問 合 せ

（申込み）
金沢町内会連合会

１，６００円
３，８００円

☎ ７８０－３４３２

