第 1 部 金沢区町内会連合会定例会（令和４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
◆犯罪発生件数（令和４年３月末現在）
発生件数 ：
１３３件（前年比
８件）
＜主な犯罪件数＞
侵入盗 ：
６件（ 〃
３件）
特殊詐欺 ：
１８件（ 〃
７件）
自転車盗 ：
３５件（ 〃
６件）
ひったくり：
０件（ 〃
△１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 区役所を騙る還付金詐欺が発生しています。
春の全国交通安全運動
〇４月６日（水）～４月１５日（金）の１０日間
交通事故死ゼロを目指す日 ４月１０日（日）
〇スローガン
安全は 心と時間の ゆとりから
新入学児童・園児を交通事故から守ろう
◎最近の傾向 海の公園１０番地先路上で軽四貨と二輪車が衝突する交通死亡事後が発生しています。
◆交通事故発生件数（令和４年３月末現在）
＜交通事故発生状況（人身事故・暫定値）＞
発生件数 ：
１２８件（前年比 △２７件）
死者数 ：
１件（ 〃
１件）
負傷者数 ：
１４０件（ 〃
△３１件）

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４年

令和３年

増△減

※住宅用火災警報器の電池

７

１１

△４ や機器の寿命は約10年と言

建物火災

５

９

△４ われており、皆さんのお宅

車両火災

１

０

１ に設置されている住宅用火

その他の火災

１

２

△１ 災警報器も、間もなく交換

死者

０

１

△１ の時期を迎える可能性があ

負傷者

０

１

こんろ

２

３

△１ ります。いざという時、正
△１ 常に作動するように、設置

溶接機・切断機

１

０

たばこ

１

１

マッチ・ライター

１

０

その他

２

７

火災件数

火災種別

（令和４年３月末現在）

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

＜救急状況＞（金沢区内）
区分

内 訳

／

年

令和４年

令和３年

増△減

救急出場件数

３，１３３

２，６４０

４９３

急病

２，１９５

１，７４５

４５０

一般負傷

５９２

４７２

１２０

交通事故

９６

１３４

△３８

※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）
２５０
２８９
△３９
（備考）令和４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 地域ケアプラザの夜間利用方法の変更について
（健康福祉局地域支援課）
今後ますます進展する超高齢化社会において、地域ケアプラザを中心とした横浜型地域包括ケアシ
ステムの構築と、近年相談件数が大きく増加している地域ケアプラザの日中の相談支援の充実・強化
を図るため、地域ケアプラザの夜間利用方法を変更します。
（各単会１部）
◆①福祉・保健に関する相談時間の変更（令和４年１０月から【全施設】
）
(月)～(土) ９時～１８時

(日)・祝 ９時～１７時

（年末年始及び月１回の施設点検日は休館）
上記以外の時間帯は、ケアプラザにかかる相談電話は、看護師等が対応するコールセンターに
転送し対応します。
②予約がない場合の夜間閉館の試行実施について（令和５年４月から【対象施設のみ※】
）
※対象施設は、施設の状況等を勘案して、令和４年８月頃決定します。
◆問合せ：健康福祉局地域支援課 ☎６７１－２３８８

４ 敬老特別乗車証のＩＣ化について

（健康福祉局高齢健康福祉課）

１０月から、敬老特別乗車証（敬老パス）を、プラスチック製の「ＩＣカード」に変更します。４
月下旬から対象の方へご案内をお送りいたします。

（各単会１部）

◆今後のスケジュール
４月下旬～ 案内文の発送、コールセンター設置
５月

広報よこはま５月号（ＩＣ化のご案内）

７月

ＩＣカード発送開始、ＩＣカードのテスト利用期間開始

１０月

ＩＣカード化（敬老パスの利用にはＩＣカードが必要になります）

◆問合せ：健康福祉局高齢健康福祉課 ☎６７１－２４０６

５ その他
（１）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）

１月区連会で配付しました「令和４年度金沢区主要行事日程一覧」を更新いたしましたので、ご確
認をお願いいたします。
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０９

（各単会１部）

（２）地域力通信ハーモニー令和４年度第１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４年度第１号」を発行いたしました。
金沢区では、地域の皆さまと一緒に課題解決に取り組む体制として「地域支援チーム」を構成して
います。新年度を迎え、新体制となりましたので、そのご紹介をさせていただきます。
自治会町内会内での共有と、可能な範囲で、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）
「市民防災の日」金沢かわら版（４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（４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

第２部 金沢区町内会連合会定例会（令和４年４月）
Ⅰ 行政関係
１ 「横浜こどもホスピス～ うみとそらのおうち」の経過報告について
（医療局医療政策課）
令和３年度１０月の定例会において報告しました「横浜こどもホスピス～ うみとそらのおうち」の
経過について、利用者が８家族あり、相談も受けていることをご報告いたします。
◆実績
（１）内覧会：１９０回実施、６００人以上来訪
（２）利用状況
ア 相談件数：１７件
イ 利用家族：８家族
ウ 延べ利用回数：２５回 ※オンラインを含む
◆問合せ：医療局医療政策課 ☎６７１－２９９３

２ 第２６回参議院議員通常選挙執行について

（総務課）

７月１０日（日）
（予定）を期日として、参議院議員通常選挙が執行されます。
つきましては、選挙執行にあたり御協力をいただきますようお願いいたします。
（各単会１部）
◆投票日：７月１０日（日）
（予定） 午前７時～午後８時
◆地区連合自治会町内会に御依頼する事項
（１）当日投票所の投票管理者１人の推薦（推薦期限：５月９日（月）
）
※投票立会人２人と投票事務従事者については、後日投票管理者に推薦を依頼します。
（２）期日前投票所の投票立会人２人の推薦（推薦期限：５月９日（月）
）
◆各自治会町内会に御依頼をする事項
（１）選挙公報の配布
（２）選挙啓発（ＰＲ）ポスターの掲出、選挙啓発チラシの回覧
◆問合せ：金沢区選挙管理委員会 ☎７８８－７７１２

３ 令和３年度家庭ごみ収集量の実績（速報値）について
（資源循環局政策調整課）
家庭ごみ収集量は、緊急事態宣言や、まん延防止等重点措置の期間中を中心にご家庭で過ごす
時間が増加するなど、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているなかでも、市民の皆様がご
みの減量にご協力くださったことにより前年と比べ減少しました。
新型コロナウイルス感染症の影響下にあっても、ごみ処理は市民生活に必要不可欠な業務であ
り、決して止めることはできません。
今後も引き続き、ごみ処理をしっかりと継続し、安全安心な市民生活と事業活動を支えてまい
ります。
・燃やすごみ

約２万トン （約 3.4％）減少

・缶・びん・ペットボトル

約 1,000 トン（約 1.7％）減少

・プラスチック製容器包装

約 800 トン （約 1.4％）減少
収集

燃やすごみ
令和３年度
令和２年度
増減

547,047
566,582
▲19,535
(▲3.4％)

缶・びん・
ペットボトル
56,973
57,965
▲992
(▲1.7％)

（単位：トン）
プラスチック製容
器包装
53,970
54,757
▲787
(▲1.4％)

◆問合せ：資源循環局政策調整課 ☎６７１－２５０３

４ 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
（地域振興課資源化推進担当）
街きれい金沢推進週間（５月７日（土）～５月１５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。
加入世帯数

自治会町内会数

袋配布枚数

（各単会へ世帯数による）
合 計

０～ ５００

１１４

２０

２，２８０

５０１～１０００

４１

３０

１，２３０

１００１～１５００

８

４０

３２０

４
１６７

５０

２００
４，０３０

１５０１～
合

計

◆問合せ：地域振興課資源化推進担当 ☎７８８－７８０８

５ 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、町の防災組織活動補助金の申請について、
担当職員が窓口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お越しください。
（各単会１部）
◆日時及び会場
（１）５月２８日（土）１３時～１６時 区役所６階６０１窓口
（２）６月１１日（土）９時～１２時

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。
※平日（月曜～金曜：８時４５分～１７時）も適宜受け付けています。可能な範囲で事前に来
庁日時をご連絡ください。
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１

６ 令和４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）
新たに自治会町内会会長に就任される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。
（各単会１部）
◆日時・会場 ※(1)、(2)は同内容。
（１）５月２４日（火）１０時～１１時３０分 区役所５階１号会議室
（２）５月２８日（土）１０時～１１時３０分 区役所５階１号会議室
◆内容
（１）地域の防犯について
（２）交通安全について
（３）防災訓練について
（４）金沢区町内会連合会の役割について
（５）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補助金について
（６）緊急時情報システムについて
（７）活動支援について
（８）質疑応答
◆対象
令和４年度に新たに自治会町内会長に就任される方
◆申込
５月１６日（月）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 ☎７８８－７８０１ FAX７８８－１９３７
ｅメール：kz-chikatsu@city.yokohama.jp

７ 自治会町内会館整備について

（地域振興課）

令和５年度に自治会町内会館の新築・購入、増築、耐震補強工事、修繕（補助対象工事費１００
万円以上）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。

（各単会１部）

◆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：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、令和５年度予算確定後となります。
（令和５年３月末頃）
（３）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

８ 金沢ささえあいプラン中学生用ワークシートについて（福祉保健課）
第４期金沢ささえあいプラン（金沢区地域福祉保健計画）の目指す目標が中学校技術・家庭科新
学習指導要領の学習目標と合致することから、家庭科「家族・家庭生活（３）
」の補助教材としてワ
ークシートを作成し、区内中学校へ配布しますのでご承知おきください。

（各単会１部）

◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８２４

９ 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）
最新の消費者被害等の事例をお伝えするちらし「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、可能な範囲でのご協力をお願いします。
（掲示板）
◆問合せ：経済局消費経済課 ☎６７１－２５８４

Ⅱ 関係団体等
１ 第４８回金沢まつり実行委員会の結果及び協賛金の依頼について
（金沢まつり実行委員会）
４月１日付で書面開催いたしました金沢まつり実行委員会について、書面表決の期限としており
ました４月１５日（金）時点の表決を集計し、集計結果を実行委員の皆様へお送りいたしましたの
で、ご報告いたします。
◆表決結果（４月１５日までの回答を集計）
実行委員数
賛成
反対・白紙
７７
６０
３
◆実行委員会では、当初、４月区連会でご依頼させていただくこととしていましたが、５月区連
会において詳細を説明の上、また地区連合町内会・自治会の皆様への協賛金の依頼についてご案内
いたします。
【参考】第４８回金沢まつり開催内容について
花火大会：中止
いきいきフェスタ：１０月１５日（土） 海の公園なぎさ広場
※コロナウイルスの影響等により延期する場合は、１２月１７日（土）
◆問合せ：金沢まつり実行委員会事務局(地域振興課内) ☎７８８－７８０１

２ 令和４年度九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間について
（金沢区安全・安心まちづくり推進協議会）
令和４年度九都県市一斉の自転車マナーアップ強化月間にあたり、広く区民に周知するため、
横浜市実施要綱を配布しますので参考資料としてご活用ください。
（各単会１部）
◆問合せ：金沢区安全・安心まちづくり推進協議会事務局（地域振興課内）
☎７８８－７８０１

３ 特別展「名品撰品―称名寺・金沢文庫の名宝への学芸員の
まなざし―」チラシの掲出依頼について
（神奈川県立金沢文庫）
特別展「名品撰品―称名寺・金沢文庫の名宝への学芸員のまなざし―」のご案内です。
県立金沢文庫には歴史、仏教、絵画、彫刻、郷土資料などそれぞれの分野を担当する学芸員が
在籍しています。称名寺から寄託を受けた文化財を中心に、県立金沢文庫が所蔵・保管する文化
財を交えて、それぞれの学芸員がテーマを決めて選んだものを展示します。
つきましては、本展覧会のチラシの掲示をお願いします。
（掲示板）
◆日 時

令和４年３月２６日（土）～令和４年５月２２日（日）
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(５月２日開館)
◆新型コロナウイルス感染症の状況により、会期の変更や入場制限をおこなう場合があります。
詳細は金沢文庫 HP をご確認ください。
◆問合せ
神奈川県立金沢文庫 学芸課
☎７０１－９０６９

４ 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。
（各単会１部）
◆問合せ
金沢区町内会連合会 事務局
〒236-0028 金沢区洲崎町 1-18
☎
７８０－３４３２
ＦＡＸ ３４９－７０３５

５ 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。
（各単会１部）
◆頒布価格
単位自治会町内会長バッチ
１，６００円
地区連合自治会町内会長バッチ
３，８００円
◆問合せ（申込み）
金沢町内会連合会
☎ ７８０－３４３２

