第 1 部 金沢区町内会連合会定例会（令和４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
◆犯罪発生件数（令和３年１２月末現在）
発生件数 ：
６３３件（前年比
４９件）
＜主な犯罪件数＞
空き巣 ：
１４件（ 〃
９件）
特殊詐欺 ：
５６件（ 〃
７件）
自転車盗 ：
１５３件（ 〃
１５件）
ひったくり：
１件（ 〃
±０件）

（金沢警察署）

○こんな言葉を電話で聞いたら詐欺だ！
「急にお金が必要！用意して！」
「キャッシュカードを預かります！」
「ＡＴＭで医療費を還付します！」
○留守番電話設定のお願い！
「犯人は留守番電話を嫌います！」
「常に留守番電話設定を！」
「留守番電話が作動する前に取らないで！」
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◎最近の犯罪傾向 息子や孫を名乗るオレオレ詐欺が発生しています。
◆交通事故発生件数（令和３年１２月末現在）
＜交通事故発生状況（人身事故・暫定値）＞
発生件数 ：
５６３件（前年比
３９件）
死者数 ：
１件（ 〃
△２件）
負傷者数 ：
６３４件（ 〃
２５件）

雪・凍結道路への備えを
お出かけ前には、目的地の道路の状況や気象情報な
ども確認しましょう！
雪道には必ず冬用タイヤやチェーン装着しましょ
う。

◎最近の傾向 二輪車の関係する交通事故の割合が県下平均より高くなっています。

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

／

年

損害程度

主な
出火原因

令和３年

令和２年

増△減

※住宅用火災警報器の電池

３６

４２

△６ や機器の寿命は約10年と言

建物火災

２３

２４

△１ われており、皆さんのお宅

車両火災

４

４

０ に設置されている住宅用火

その他の火災

９

１４

△５ 災警報器も、間もなく交換

死者

１

２

△１ の時期を迎える可能性があ

負傷者

５

９

放火（疑い含む）

９

８

△４ ります。いざという時、正
１ 常に作動するように、設置

こんろ

８

５

電灯・電話等の配線

５

３

電気機器

２

０

１２

２６

令和３年

令和２年

火災件数

火災種別

（令和３年１２月末現在）

その他

３ から 10 年経過した警報器
２ や、点検の結果、異常があ
２ った警報器は新しいものに
△１４ とりかえましょう。

＜救急状況＞（金沢区内）
区分

／

年

救急出場件数
内 訳

１１，１８７ １０，８８３

増△減
３０４

急病

７，４９４

７，１０３

３９１

一般負傷

２，１１６

２，０５８

５８

交通事故

４８９

５０５

△１６

※急な病気やけがで受診の
相談をしたいときは・・・
☎＃７１１９
(携帯電話、ＰＨＳ、プッシュ
回線の固定電話)
または
☎０４５２３２-７１１９

その他（自損・加害等）
１，０８８
１，２１７
△１２９
（備考）令和３年中の数値は速報値であり、確定値ではありません。放火欄については、疑いを含みます。

３ 新型コロナウイルスワクチンの３回目接種について
（健康福祉局健康安全課）
高齢者（６５歳以上）を対象とする新型コロナウイルスワクチンの３回目接種について、通知の発送、接種
体制、予約方法及び予約支援等について情報提供させていただきます。つきましては、参考までに１月の配送
ルートにて各自治会町内会長様あてに資料を１部お送りいたします。このことについては、本市ウェブサイト
及び広報よこはま２月号、特別号でもお知らせします。
（各単会１部）
◆自治会町内会への配布資料
（１）高齢者等の追加接種（３回目接種）の前倒しについて
（２）追加接種（３回目）の集団接種会場について
（２）ワクチンニュース第９号（１月１２日発行）
◆問合せ
（１）ワクチン接種全般について
横浜市新型コロナワクチン接種コールセンター ☎０１２０－０４５－０７０
（２）資料について
健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当 ☎６７１－４８４１

４ 内港地区の将来像と山下ふ頭の再開発に係る意見募集への協力のお願い
について
（港湾局山下ふ頭再開発調整課）
令和３年１２月２３日から「ベイブリッジ内側の内港地区の将来像の検討及び山下ふ頭の新たな事
業計画策定」に向け、市民等の皆様からの意見募集を開始しました。横浜市民の皆様に加えて、市外
在住者・事業者の皆様、その他の様々な方々を対象に、幅広くご意見を募集します。いただいたご意
見等は、港湾計画の改訂や山下ふ頭再開発の事業計画の検討に活用していきます。
（各単会１部）
◆意見募集の概要
（１）募集期間：６月３０日（木）まで
（２）応募方法：リーフレット付属はがき、またはインターネット入力フォームより、ご意見をお寄
せください。
パソコン入力フォーム：
「URL: https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/
yokohamako/kkihon/torikumi/rinkaibu/naiko/iken.html」で検索
スマートフォンＱＲコード：

（３）リーフレット配布場所
市民情報センター（市庁舎３階）
、１８区役所広報相談係、主要鉄道駅、各図書館、及び各行政
サービスコーナーのＰＲボックス
◆問合せ：港湾局山下ふ頭再開発調整課 ☎６７１－４６８６

５ 令和３年度金沢区福祉保健のつどいの開催について

（福祉保健課）

令和３年度金沢区福祉保健のつどいを開催いたします（１月の広報よこはま金沢区版にも掲載して
います）
。
一般２５０名先着の事前申込制、また一般枠の中に地区社協枠（１地区５～７名）を設けます。地
区社協枠については、１月の地区社協事務局長会議で詳細を案内します。
連合町内会長及び地区社協会長には別途ご案内文を送付します。

（各単会１部）

＊今後、新型コロナウィルス感染症の感染拡大により開催方法が変更になる場合があります。

◆概要
（１）日時
３月５日（土） 午後１時３０分～（開場：午後１時）
（２）会場
金沢公会堂（金沢区泥亀２－９－１ 金沢区総合庁舎隣）
（３）内容
第１部 第４７回金沢区社会福祉功労者表彰及び感謝式典
第２部 発表！第４期金沢ささえあいプラン（金沢区地域福祉保健計画）
① 第４期金沢ささえあいプラン・子育て支援の協働の指針について
②基調講演「みんなで考え、みんなで進めよう～ｗｉｔｈコロナ時代の地域活動～」
（４）申込について
２月２５日（金）午後５時までに、電子申請、電話またはＦＡＸで、
「行事名・氏名・電話番号」
を記載してお申し込みください。
☎７８８－７８２４ ＦＡＸ：７８４－４６００ 電子申請

◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８２４

６ 令和４年 春期地区推進連絡会の開催のモデル等について（地域振興課）
（福祉保健課）
（金沢区社会福祉協議会）
この度、令和４年春期地区推進連絡会の次第のモデルを作成いたしましたので、ご確認ください。
今後、地域支援チームリーダーの課長から、開催についてご相談の連絡をさせていただきますので、
よろしくお願いいたします。
また、例年、春期地区推進連絡会では地区別計画の単年度振り返りをお願いしておりますが、令和
３年度は計画の策定年度でもあったため、地区別計画振り返りシートの提出は必要ありません。
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０９
福祉保健課 ☎７８８－７８２４
金沢区社会福祉協議会 ☎７８８－６０８０

７ 「地域づくり金沢フォーラム２０２２」の開催について
（地域振興課）
金沢区内で活動する団体と金沢区内の大学生が、活動事例報告等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２０２０」を開催します。
団体や地域の枠を超えたつながりを築き、活動のヒントを得る機会ですので、各地区連合１～２名のご参加
をお願いいたします。
◆日
◆会
◆対
◆申

時：３月１４日（月）午後１時３０分～午後３時３０分
場：横浜市立大学 金沢八景キャンパス ピオニーホール（ＹＣＵスクエア）
象：金沢区内で活動する団体に所属する方 ５０名
込：地区連合ごとにお申込みください。申込締切２月１４日（月）

◆問合せ：地域振興課

☎ ７８８－７８０９

８ 令和４年金沢区消防功労者表彰・金沢区民栄誉賞表彰リーフレットにつ
いて
（金沢消防署総務・予防課）
金沢区消防功労者及び金沢区民栄誉賞を受賞された方々のお名前を掲載したリーフレットを作成い
たしましたので、ご覧ください。
（各単会１部）
◆問合せ：金沢消防署総務・予防課 ☎７８１－０１１９

９ 金沢消防団広報誌「金沢消防団だより」について
（金沢消防署総務・予防課）
金沢消防団広報誌「金沢消防団だより」を発行いたしました。本広報誌は、金沢消防団の活動を市
民の皆様に幅広く知っていただくために、横浜市民共済生活協同組合との共創事業により、金沢消防
団の広報委員が内容を作成いたしました。ぜひご覧ください。
（各単会１部）
◆問合せ：金沢消防署総務・予防課 ☎７８１－０１１９

１０ 「春の火災予防運動」に伴うポスター掲出について
（金沢消防署総務・予防課）
３月の「春の火災予防運動」週間に伴うポスター掲出について、ご協力をお願いいたします。
（掲示板）
◆春の火災予防運動
（１）実施機関：３月１日（火）から３月７日（月）まで
（２）全国統一防火標語：
「おうち時間 家族で点検 火の始末」
◆問合せ：金沢消防署総務・予防課 ☎７８１－０１１９

１１ その他
（１）
「市民防災の日」金沢かわら版（１２月号・１月号）について
（金沢消防署総務・予防課）
「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、ご覧ください。
（各単会１部）
◆問合せ：金沢消防署総務・予防課 ☎７８１－０１１９

（２）地域力通信ハーモニー令和３年度第３号の回覧について
（地域振興課）
金沢区地域情報誌「ハーモニー令和３年度第３号」を発行しました。
今号では、地域の「再開」
、
「継続」した活動や、
「新たな取組」をご紹介させていただいています。
自治会町内会内での共有と、可能な範囲での回覧をお願いいたします。

（回覧板）

◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０９

（３）令和３年度及び令和４年度 金沢区主要行事日程一覧について
（地域振興課）
１１月区連会で配付しました「令和３年度金沢区主要行事日程一覧」を更新いたしました。また、
「令和４年度金沢区主要行事日程一覧」も作成いたしましたので、併せてご確認をお願いいたします。
（各単会１部）
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０９

第１部
Ⅱ 関係団体等
１ 「横浜南税務署からのお知らせ」の掲示及び回覧依頼について
（横浜南税務署）
令和３年分の所得税の確定申告につきましては、
新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽
減するため、ご自宅から申告のできるｅ－Ｔａｘの利用推進を行っております。また、税務署
の確定申告会場へは、入場整理券が必要となります。
つきましては、ｅ－Ｔａｘの利用方法や確定申告会場への入場整理券の入手方法を記載した
「横浜南税務署からのお知らせ」について、掲示及び可能な限りでの回覧のご協力をお願いし
ます。
（掲示板、回覧板）
◆確定申告会場
（１）開設期間（土日祝を除く。ただし２月２０日及び２７日（日）は開場）
２月１日（火）～３月１５日（火）
【受付】午前８時３０分～午後４時
【相談】午前９時１５分～午後５時
（２）会場
横浜南税務署（金沢区並木３－２－９）
（３）入場について
入場できる時間枠が指定された「入場整理券」が必要です。
ア 当日、横浜南税務署の入口で配付
イ ＬＩＮＥによる事前発行
①国税庁を「友だち追加」
②トーク画面で「相談を申し込む」を選択
③「都道府県」→「税務署（会場）
」→「来場希望日時」を選択して申込
④入場時に、申込完了画面を提示
◆問合せ：横浜南税務署 ☎７８９－３７３１

第２部 金沢区町内会連合会定例会（令和４年１月）
Ⅰ 行政関係
１ はまっ子どうし The Water 事業終了について（水道局公民連携推進課）
平成１５年度以来ご愛飲いただいてきた「はまっ子どうし The Water」事業について、環境問
題等を考慮し、終了することとしました。
現在の在庫を売り切るまで販売します（販売終了見込み：令和４年秋ごろ）
。 （各単会１部）
◆問合せ：水道局公民連携推進課 ☎６７１－３０８５

２ 令和４年度「金沢区家庭防災員研修受講者」推薦のお願い
（金沢消防署総務・予防課）
令和４年度「家庭防災員研修受講者」を募集しますので、推薦のご協力をお願いいたします。
（各単会１部）
◆推薦について
（１）要件
ア 満１５歳以上で区内在住の方
イ 家庭防災員研修を受講できる方（過去に推薦され、家庭防災員研修を受講した方も含みま
す）
（２）締切
５月３１日（月）まで
◆問合せ：金沢消防署総務・予防課 ☎７８１－０１１９

３ 令和３年度金沢区自治会町内会長永年在職者表彰式の開催について
（地域振興課）
永きにわたり自治会町内会長としてご尽力いただいている方々に対しまして感謝の意を表する
ため、表彰式を開催いたします。

（各単会１部）

◆概要
（１）日時：３月２２日（火） 午後１時～午後１時３０分
※金沢区町内会連合会定例会については、午後２時から開始となります。
（２）会場：金沢公会堂 会議室
（３）表彰式典
ア 市長表彰
（ア）在職２５年・２０年の方 （区長が代理で記念品を授与します）
（イ）在職１５年・１０年、地区連１０年の方 （区長が代理で表彰します）
イ 区長表彰
在職５年の方
※ 例年開催しております自治会町内会長感謝会（懇親会）は、中止とさせていただきます。
※ 今年度自治会町内会長としてご尽力いただいた皆様に、後日お礼の品をお送りいたします。
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１

４ 地方自治法改正に伴う自治会町内会認可制度の変更について
（市民局地域活動推進課）
（地域振興課）
地方自治法の改正（令和３年１１月２６日施行）により、不動産の保有又は保有の予定に関わら
ず、自治会町内会は地域的な共同活動を円滑に行うために、法人格を取得することが可能になりま
した（法人格の取得は、各自治会町内会の任意となります）
。
申請には、規約の変更なども必要となりますので、事前に必ず区役所地域振興課へご相談をお願
いいたします。
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１

（各単会１部）

５ 金沢区ＧＯＧＯ！商店街ラリーの開催及びパンフレットの回覧依頼につ
いて

（地域振興課）

金沢区の商店街で５００円以上利用したレシートを集めて応募すると、抽選ですてきな商品をプレゼ
ントするイベントを開催します。賞品には、身近な商店街で使用できる商品券や、横浜金沢ブランド詰
め合わせなどをご用意しておりますので、ぜひご参加ください。
つきましては、区民の方々へのイベント周知のため、パンフレット等について可能な範囲での回覧の
ご協力をお願いいたします。

（回覧板）

◆概要
（１）開催期間：２月１５日（火）～３月１５日（火）
（２）主催：金沢区商店街連合会

共催：金沢区役所

◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１

６ その他
（１）消費者被害等の注意喚起ちらし「月次相談リポート」について
（経済局消費経済課）
「月次相談リポート」を発行しましたので、ご覧ください。また、各自治会町内会の掲示板への
掲示について、ご協力をお願いします。
◆問合せ：経済局消費経済課 ☎６７１－２５８４

（掲示板）

