第 1 部 金沢区町内会連合会定例会（令和４年５月）
Ⅰ 行政関係
１ 金沢警察署管内犯罪・交通事故発生状況について
◆犯罪発生件数（令和４年４月末現在）
発生件数 ：
１７２件（前年比 －１８件）
＜主な犯罪件数＞
特殊詐欺 ：
２０件（ 〃
＋６件）
侵入盗 ：
６件（ 〃
－９件）
自転車盗 ：
４２件（ 〃
－５件）
ひったくり：
０件（ 〃
－１件）
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（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！」

◎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。
自転車マナーアップ対策
〇５月１日（日）～５月３１日（火）の１か月間
〇スローガン「自転車も のれば車の なかまいり」
〇重点
・自転車交通ルールの遵守とマナーの向上
・自転車点検整備の促進と自転車損害賠償責任保険等
の加入義務の周知徹底
◎最近の傾向 二輪車・自転車の交通事故割合が高くなっています。交通ルールを守り、安全に走行しましょう。
◆交通事故発生件数（令和４年４月末現在）
＜交通事故発生状況（人身事故・暫定値）＞
発生件数 ：
１７０件（前年比 －２４件）
死者数 ：
１人（ 〃
＋１人）
負傷者数 ：
１８４人（ 〃
－３２人）

２ 金沢区内火災・救急状況について
＜火災状況＞（金沢区内）
区分
／
年
火災件数
建物火災
火災種別
車両火災
その他の火災
焼損床面積（㎡）
損害程度
死者
負傷者
マッチ・ライター
こんろ
主な
たばこ
出火原因
溶接機・切断機
その他

（金沢消防署）
（令和４年４月末現在）

令和４年
１１
７
２
２
１５２
０
１
２
２
１
１
５

＜救急状況＞（金沢区内）
区分
／
年
救急出場件数
急病
一般負傷
内 訳
交通事故
その他（自損・加害等）

令和３年
１６
９
１
６
２４８
１
１
０
３
１
０
１２

令和４年
４，１１１
２，８７２
７６９
１２８

令和３年
３，５０６
２，３２２
６４１
１７３

３４２

３７０

（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

増△減
△５
△２
１
△４
△９６
△１
０
２
△１
０
１
△７
増△減
６０５
５５０
１２８
△４５

※住宅用火災警報器の電池
や機器の寿命は約10年と言
われており、皆さんのお宅
に設置されている住宅用火
災警報器も、間もなく交換
の時期を迎える可能性があ
ります。いざという時、正
常に作動するように、設置
から 10 年経過した警報器
や、点検の結果、異常があ
った警報器は新しいものに
とりかえましょう。

※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
△２８
☎０４５-２３２-７１１９

３ 一斉改選に伴う民生委員・児童委員及び主任児童委員候補者の推薦につ
いて
（健康福祉局地域支援課）
令和４年１２月１日民生委員・児童委員及び主任児童委員の一斉改選に向け、各地区推薦準備会及
び連合地区推薦準備会を開催し、候補者を推薦していただくよう、御協力をお願いします。
◆①任期 ３年間（令和４年１２月１日から令和７年１１月３０日まで）※但し再任を妨げません。
②推薦要件 本市の議会の選挙権を有する１８歳以上の方のうち、次の各号に該当する方
・福祉の仕事に理解と熱意があり、民生委員活動に時間を割くことができる方
・人格識見ともに高く、円満な常識を持ち、健康である方
・その地域に居住し、住民の信頼があり、その地域の実情をよく知っているだけでなく、地域
の住民の誰もが気軽に相談にいける方
・令和４年４月 1 日現在７４歳以下（民生委員・児童委員。但し、新任の方は６８歳以下）
、６４
歳以下（主任児童委員。但し、新任の方は５８歳以下）の方。
③推薦準備会の開催について
６月から８月にかけて各地区で開催をお願いします。
・民生委員・児童委員の選任について：地区推薦準備会
自治会町内会、地区民生委員児童委員協議会の代表者の出席が必要です。
・主任児童委員の選任について：連合地区推薦準備会
連合町内会、地区民生委員児童委員協議会の代表者の出席が必要です。
④推薦期限
令和４年８月１９日（金）
◆一斉改選事務説明会について（金沢区福祉保健課）
次のとおり区庁舎にて一斉改選事務説明会を行いますので、ご都合のよい回に出席してください。
開催日時と場所は下記のとおりです。なお、推薦に必要な書類一式については、５月下旬に各自治
会町内会、及び各連合町内会あて送付予定です。
※対象：自治会・町内会代表の方。若しくは推薦事務に従事する方。
・６月１８日（土）午後１時３０分から３時まで

３階１号会議室

・６月２２日（水）午後１時３０分から３時まで

３階１号会議室

・６月２４日（金）午前１０時３０分から１２時まで ３階１号会議室
・６月２６日（日）午前１０時３０分から１２時まで ５階１号会議室
◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８２０

４ 新型コロナワクチンの４回目接種について （健康福祉局健康安全課）
横浜市では、国の通知に基づき(令和４年４月２８日付及び５月１０日付厚生労働省事務連絡)、新
型コロナウイルスワクチンの４回目接種を実施します。

（各単会１部）

※本件は、国において関係政省令改正が行われることを前提としています。
◆４回目接種の概要
①接種対象者 ３回目接種後、５か月を経過した次の方
・６０ 歳以上の方
・１８ 歳以上５９歳以下で基礎疾患(※)を有する方、その他重症化リスクが高いと医師が認める方
※該当となる基礎疾患は、別添「令和４年５月１１日記者発表資料」を参照
なお、｢基礎疾患を有する方等(１８～５９歳)｣は予防接種法の努力義務の適用外です。
②使用ワクチン 武田/モデルナ社ワクチン 及び ファイザー社ワクチン
③個別通知（４回目接種券）の発送
・発送方法 ３回目を接種した１８歳以上の方へ発送します。
ただし、「６０歳以上の方」及び「基礎疾患を有する方等(１８～５９ 歳)」のみが接種対象で
す。
・発送時期 （詳細は別添「令和４年５月１１日記者発表資料」参照）
令和４年５月２０日(金)から原則、接種可能日の約３週間前を目安に発送します。
④接種体制（接種会場） ３回目接種に引き続き、個別接種を中心としながら、集団接種会場及び
大規模接種会場を設置します。
〇個別接種（市内医療機関）
ファイザー社ワクチン使用 ：約２，０００か所（３回目接種時）
うち武田/モデルナ社ワクチン併用 ：約６００か所（３回目接種時）
〇集団接種（武田/モデルナ社ワクチン使用）
・集団接種会場 ９か所程度（原則、３回目接種と同一の方面別会場で実施できるよう調整中）
・大規模接種会場 ２か所
横浜ハンマーヘッド１階ＣＩＱホール、横浜ビジネスパーク横浜ラーニングセンター
⑤予約方法 ３回目接種と同様に、事前予約制です。個別通知（接種券）が届いた方から、接種の
予約ができます。
〇市が予約を受け付ける接種場所 ５月２６ 日（木）から予約を開始します。※詳細は資料を
ご確認ください。
市の予約専用サイト（Ｗｅｂ）、市ＬＩＮＥ 公式アカウント、予約センター（電話）、ＦＡＸ
予約（耳の不自由な方でインターネット予約ができない方専用）、 予約代行 （市内郵便局 302
か所、区役所ワクチン相談員 ※詳細は別添「令和４年５月１１日記者発表資料」を参照）
〇直接、予約を受け付ける医療機関 個別通知（接種券）に同封の医療機関一覧で予約方法をご
確認ください。
◆問合せ
・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
・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

５ 令和４年度 金沢区運営方針について

（区政推進課）

令和４年度金沢区運営方針を策定しましたので、その内容についてお知らせします。

（各単会１部）

◆基本目標：地域の皆様と共に考える、挑戦する、つくる！
～訪れたい、住みたい、住み続けたいまち 金沢を目指して～
◆目標達成に向けた施策
＜皆様と共にすすめる施策＞
①安心して暮らせるまちづくり
②金沢の未来を創る！ ～多様な主体等と連携した魅力あるまちの実現～
③すくすく育て！かなざわっこ ～子どもが健やかに育つまちづくり～
④誰もが健康で生きがいを感じられる地域の実現！
＜区役所がすすめる区民サービス向上の施策＞
区民の皆様への「まごころ」あふれる区役所づくり
◆目標達成に向けた組織運営
①地域の皆様との“つながり”を強化
②職員一人ひとりの知識・行動力とチーム力の向上
③Ⅾ✕（デジタル・トランスフォーメーション）に向けた取組
◆問合せ：区政推進課 ☎７８８－７７２９

６ その他
（１）
「市民防災の日」金沢かわら版（５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（５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５月）
Ⅰ 行政関係
１ 家具転倒防止対策助成事業のご案内について

（総務局地域防災課）

地震時の家具の転倒から身を守るために一定の要件を満たす方に対して家具転倒防止器具の取付
けを無償で代行します（取付員を派遣します。器具代は申請者のご負担となります。
）
。
（各単会１部）
◆対象：同居者全員が、下記の①～⑥のいずれかであること
①６５歳以上 ② 身体障害者手帳の交付を受けている
③ 愛の手帳（療育手帳）の交付を受けている ④ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている
⑤ 介護保険法による要介護、又は要支援の認定を受けている
⑥中学生以下 ※「中学を卒業した方」から「６４歳以下の方」がいる世帯については②～⑤に
該当しない限り、制度対象となりません。
◆相談窓口、申込先：ＮＰＯ法人横浜市まちづくりセンター
☎２６２－０６６７ ＦＡＸ：３１５－４０９９
（横浜市（総務局地域防災課）が委託している事業者になります。
）
◆申込期限：令和４年７月３１日まで（市全体で先着３００件）
◆問合せ：総務局地域防災課 ☎６７１－３４５６

２ 地域防災活動支援に向けた研修等のご案内について（総務局地域防災課）
地域防災活動支援に向けた研修等のご案内をします。

（各単会１部）

◆横浜市の防災対策や先進的な地域防災活動の事例を学ぶ「防災・減災推進研修＜基礎編＞」の案
内について
◆地震火災や風水害の備え等、地域特性に応じた防災活動について、アドバイザーを派遣して支援
する「防災・減災推進研修＜支援編＞」のご案内について
◆一人ひとりの避難行動を平時から災害時まで一体的に支援する「横浜市避難ナビ」のご案内につ
いて
◆「横浜市災害時における自助及び共助の推進に関する条例」一部改正のご案内について
◆問合せ：総務局地域防災課 ☎６７１－３４５６

３ 令和４年度「家庭防災員自主活動補助金申請」の募集について
（金沢消防署）
例年、家庭防災員が主体となり、地域の防火・防災のために防災マップの作成や講師を招いた防
災講演会など、地域に役立つ様々な自主活動を行っています。
横浜市では、その自主的な活動を支援するため助成する制度がありますので、地域の家庭防災員
の皆様に、この制度を積極的に活用していただき、地域における防火・防災力の向上を図っていた
だきますよう、お願い申し上げます。
（各単会１部）
◆補助金の概要
申請者：家庭防災員
申請方法：
「家庭防災員自主活動補助金交付申請書」
（第１号様式）に必要事項を記入し、
加入する自治会町内会長から申請内容の確認を受けた後、提出してください。
提出先：横浜市金沢区泥亀二丁目９－１ 金沢消防署 総務・予防課
恐れ入りますが、金沢消防署までお持ちください。(金沢区総合庁舎１階)
提出期限：令和４年７月１1 日（月）必着
◆問合せ：金沢消防署総務・予防課

☎７８１－０１１９

４ 風水害（台風等）における避難場所について

（総務課）

これから台風や集中豪雨（梅雨）の多い時期に入るため、風水害における金沢区内の避難場所及
び感染症対策についてお知らせします。
コロナ禍ではありますが、避難が必要な方は、迷うことなく早めの避難行動を心掛けていただき
ますようお願いいたします。

（各単会１部）

※避難場所につきましては広報よこはま（７月号）にて全戸配布して周知いたします。
◆金沢区内の風水害避難場所について
〇横浜市南部に土砂災害警戒情報が発表された場合の避難場所
①西柴中学校（西柴一丁目２３－１） ②釜利谷東小学校（釜利谷東二丁目１２－１）
③大道小学校（大道二丁目３－１）

④六浦地区センター（六浦五丁目２０－２）

⑤関東学院大学 横浜・金沢八景キャンパス１２号館（六浦東一丁目５０－１）
〇特別警報の発表が想定される場合の追加避難場所
⑥富岡小学校（富岡西七丁目１３－１） ⑦能見台小学校（能見台三丁目３２－１）
⑧並木中学校（並木三丁目４－１）

⑨金沢区役所（泥亀二丁目９－１）

◆問合せ：総務課 ☎７８８－７７０６

５ 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
１

関係団体等
第４８回（令和４年度）金沢まつりの実施及び協賛金のお願い
について
（金沢まつり実行委員）

令和４年４月１日に書面開催した第４８回金沢まつり実行委員会において、令和４年
の金沢まつりの実施計画が決定しました。つきましては、金沢まつりの趣旨をご理解い
ただきご協賛を賜りたくご依頼申し上げます。
（各単会１部）
◆第４８回金沢まつりについて
【花火大会】
新型コロナウィルス感染症の状況を踏まえ、中止
【いきいきフェスタ】
〇日程：令和４年１０月１５日（土）または１２月１７日（土）
※ 新型コロナウイルス感染症の状況による。
〇会場：海の公園なぎさ広場
◆第４８回金沢まつりへの協賛について
〇ご協賛いただける自治会・町内会様、地区連合町内会様は、
「協賛申込書」のご提
出後、口座へのお振込みをお願いします。
〇自治会・町内会様は１世帯あたり 50 円以上、地区連合町内会様は１口 10,000 円
の２口以上を目安にご協力をお願いします。
〇協賛の有無や金額は、各自治会・町内会様、地区連合町内会様の任意です。
◆問合せ

２

金沢まつり実行委員会事務局(地域振興課内)

令和４年度
間について

☎７８８－７８０１

二輪車交通事故防止強化月間・暴走族追放強化月
（金沢区安全・安心まちづくり推進協議会）

令和４年度二輪車交通事故防止強化月間・暴走族追放強化月間が、令和４年６月１
日から６月３０日の１か月間実施されます。このことにあたり、多発する二輪車の交
通事故を防止するため、二輪運転者の交通安全意識を高める運動を区民総ぐるみで展
開するとともに、暴走族追放気運を醸成して暴走族への加入防止と離脱の促進を図る
ため、横浜市実施要綱を配布します。各自治会・町内会での活動のための参考資料と
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 令和４年度赤十字会費募集ならびに金沢区更生保護協会賛助金への協力
について
（金沢区社会福祉協議会）
赤十字会費ならびに金沢区更生保護協会賛助金にご協力をお願いします。
なお、新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から実施時期にかかわらず無理のない時期にご協
力をお願いします。
◆実施時期
令和４年６月１日 ~ ６月３０日
◆一世帯当たりの目安額（昨年同額）
赤十字会費
２００円
金沢区更生保護協会賛助金
２０円
◆会費、賛助金の納入方法
お近くの郵便局もしくは金融機関で納入。
金沢区社会福祉協議会窓口でも受け付けます。
※月～金曜日：午前９時～午後５時
（土・日、祝日は受け付けていません）
◆問合せ 金沢区社会福祉協議会 ☎ ７８８―６０８０

４ 特別展「兼好法師と徒然草-いま解き明かす兼好法師の実像-」チラシの掲出
依頼について
（神奈川県立金沢文庫）
特別展「兼好法師と徒然草-いま解き明かす兼好法師の実像-」のご案内です。
本展では、中世を代表する随筆「徒然草」にみえる、兼好の才知に親しみつつ、歴史資料
から兼好の実像と彼の生きた時代について、関連する文化財から読み解きます。つきまして
は、本特別展のチラシの掲示をお願いします。
（掲示板）
◆日 時
５月２７日（金）～７月２４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(７月１８日は開館)、７月１９日（火）
※新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症の影響により、会期の変更や入場制限を行う場合があります。
◆問合せ
神奈川県立金沢文庫 学芸課
☎７０１－９０６９
ＦＡＸ７８８－１０６０

５ ホームページのリニューアルについて

（金沢区町内会連合会）

金沢区町内会連合会ホームページの全面リニューアルを完了し、閲覧可能となりました。当ホ
ームページは、スマートフォンやタブレット端末からもご覧いただけるレスポンシブサイトで作
成しています。今後も内容の充実を図るとともに、最新の情報をわかりやすく発信してまいりま
す。是非一度ホームページをご覧になり、情報提供等ございましたら金沢区町内会連合会事務局
までご連絡ください。
（各単会１部）
ホームページ URL
https://www.kanazawa-chikurengo.jp/
◆問合せ
金沢区町内会連合会 事務局
☎ ７８０－３４３２ ＦＡＸ３４９－７０３５

