
第 1部 金沢区町内会連合会定例会（令和４年６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    （金沢警察署） 
◆犯罪発生件数（令和４年５月末現在） 

 発生件数 ：  ２４１件（前年比  －４件） 

＜主な犯罪件数（暫定値）＞ 

特殊詐欺 ：   ２２件（ 〃   ＋５件） 

侵 入 盗 ：   １２件（ 〃   －３件） 

自転車盗 ：   ５９件（ 〃   －３件） 

ひったくり：    ０件（ 〃   －１件） 
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１ 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！」 

２ 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。 

◆交通事故発生件数（令和４年５月末現在） 

＜交通事故発生状況（暫定値）＞ 

発生件数 ：  ２０２件（前年比 －２９件） 

死 者 数 ：    １人（ 〃   ±０人） 

負傷者数 ：  ２１８人（ 〃  －３６人） 

二輪車交通事故防止強化月間 

★６月１日（水）～６月３０日（木）の１か月間 

★スローガン「運転に ゆとり やさしさ 思いやり」 

★重点 

・二輪車の交通事故防止 

・ヘルメットなどの正しい着用 

◎最近の傾向 発生件数及び負傷者数は、前年比マイナスになっていますが、依然として二輪車・自転車が関係する

交通事故の割合が高くなっています。本県は、二輪車事故死件数が全国の２倍と高いことから、県警

察では６月を二輪車交通事故防止強化月間とし、各種対策を推進していきます。 
 

 

２ 金沢区内火災・救急状況等について          （金沢消防署） 
＜火災状況＞（金沢区内）                          （令和４年５月末現在） 

区分  ／  年 令和４年 令和３年 増△減 

※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。 

火災件数 １３ ２２ △９ 

火災種別 

建物火災 ８ １２ △４ 

車両火災 ３ ２ １ 

その他の火災 ２ ８ △６ 

損害程度 

焼損床面積（㎡） １５３ ２４８ △９５ 

死者 ０ １ △１ 

負傷者 ２ ２ ０ 

主な 

出火原因 

マッチ・ライター ２ １ １ 

こんろ ２ ４ △２ 

たばこ １ １ ０ 

溶接機・切断機 １ １ ０ 

その他 ７ １５ △８ 

＜救急状況＞（金沢区内） 

区分  ／  年 令和４年 令和３年 増△減 ※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 

☎０４５-２３２-７１１９ 

救急出場件数 ５，０５０ ４，４０５ ６４５ 

内 訳 

急病 ３，５１０ ２，９０５ ６０５ 

一般負傷 ９６４ ８１３ １５１ 

交通事故 １５７ ２１６ △５９ 

その他（自損・加害等） ４１９ ４７１ △５２ 

（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 



３ 横浜市住生活マスタープラン（横浜市住生活基本計画）改定に係るパブ
リックコメントについて             （建築局住宅政策課） 
本市の住宅部門の基本計画である、横浜市住生活マスタープラン（横浜市住生活基本計画）について、

現行計画の策定からおおむね５年を迎え、国の住宅政策の動向、社会・経済情勢の変化等を踏まえ改定す

るにあたり、このたび改定素案を公表し、パブリックコメントを実施します。 

（各単会１部） 

パブリックコメント実施期間: 

２０２２（令和４）年７月１日（金）から８月１日（月）まで 

 

御意見の提出方法: 

（１）電子申請システム（インターネットからの御提出） 

   https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/shiryo/boshu/public.html 
（２）電子メール kc-jutakuseisaku@city.yokohama.jp 

（３）郵送 リーフレット附属のはがきを切り取り、お送りください。切手は不要です。 

（４）ＦＡＸ ０４５－６４１－２７５６（「住宅政策課あて」と明記ください。） 

 

◆問合せ：建築局住宅政策課 ☎６７１－２９２２ 

 
４ 「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」の出前説明会の実施に

ついて                       （財政局財政課） 
現役世代はもとより、子どもたちや将来の市民に豊かな未来をつなぐため、“財政を土台”に、持続可能

な市政が進められるよう、令和４年第２回市会定例会の審議を経て、「横浜市の持続的な発展に向けた財政

ビジョン（以下、「財政ビジョン」）」を策定しました。 

市民の皆様に「財政ビジョン」を理解していただくため、財政局職員が市民の皆さまのところにお伺い

し、直接ご説明する出前説明会を実施していきます。 

（各単会１部） 

出前説明会について 

（１）プログラムの内容 

事前にご要望やご質問をいただき、ご説明内容を調整させていただきます。 

（２）お申込みできる方 

財政ビジョンに興味のある団体、グループ 

（３）日時と会場 

ご相談の上、決定します。 

（４）申込方法 

Ｅメール、郵送、電話、ＦＡＸのいずれかの方法で必要事項をお知らせください。 

【お知らせいただく必要項目】 

・団体名 

・連絡代表者名、連絡先 

・希望日時（または時期） 

・会場 

・参加人数 

 

◆問合せ：財政局財政課 ☎６７１－２２３１ 

 



５ 新たな中期計画の基本的方向の市民意見募集について 
（政策局政策課） 

日ごろから、市政への御理解と御協力を賜りありがとうございます。 

横浜市では新たな中期計画を２０２２（令和４）年度に策定いたします。 

（各単会１部） 

この度、策定に向けた議論の出発点となる、「新たな中期計画の基本的方向」をとりまとめました。 

現在、この「新たな中期計画の基本的方向」に関する市民意見の募集を実施しております。地域の皆様

から多くのご意見をいただきたく、地区連長様におかれましては、市民意見の募集を行っている旨を各単

位自治会・町内会様にお知らせいただけると幸いです。 

なお、広報よこはま７月号にて「新たな中期計画の基本的方向」への市民意見募集について掲載する予

定ですので、あわせてお知らせいたします。 

今後、多くの市民の皆様の御意見を反映させながら、令和４年９月ごろに「素案」を策定し、令和４年

１２月頃に「原案」を策定します。 

 

◆参考：新たな中期計画の策定スケジュール 

 

 
 

◆問合せ：政策局政策課 ☎６７１－２０１０ 

 



６ 「YOKOHAMAビーチスポーツフェスタ２０２２」の開催について 
（市民局スポーツ振興課） 

 今年も金沢区海の公園を会場に、ビーチバレー、ビーチサッカー、ビーチハンド、ビーチテニスの４

競技の大会を開催します。 

なお、会場周辺の皆様におかれましては、ご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

◆日程 

８月６日（土）・８月７日（日） 

◆競技スポーツ種目 

ビーチバレー、ビーチハンド、ビーチサッカー、ビーチテニス 

 

◆問合せ：公益財団法人横浜市スポーツ協会 企画課 ☎６４０－００１２ 

 

７ その他 

（１）「市民防災の日」金沢かわら版（６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（６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１部 金沢区町内会連合会定例会（令和４年６月） 

 

Ⅱ 関係団体等 

１ 第７２回社会を明るくする運動実施に伴うポスター掲示依頼について 

（金沢保護司会） 

 
第７２回「社会を明るくする運動」の実施にあたり、区民への周知・啓発を図るためポスターの

掲示をお願いいたします。 
（掲示板） 

 

◆問合せ：金沢保護司会 

事務局 金沢区社会福祉協議会 ☎７８８－６０８０ 

 



第２部 金沢区町内会連合会定例会（令和４年６月） 

Ⅰ 行政関係 

１ 「令和４年度 横浜市総合防災訓練」の実施について 

（総務局危機管理室緊急対策課） 
令和４年度の「横浜市総合防災訓練」は、金沢区を会場として、市民や防災関係機関の連携強化と地域

防災力の向上を目的に、地域住民と防災関係機関等による実動訓練、防災関連団体による展示、体験型エ

リアによる防災啓発等を実施します。 

◆実動訓練 富岡東中学校（金沢区並木１－６－１） 

令和４年８月２１日（日） ９時３０分～１１時００分 

◆展示・体験エリア 並木十二天公園（金沢区並木１－８） 

令和４年８月２１日（日） ９時００分～１２時００分 

（各単会１部＋掲示板） 

◆問合せ：総務局危機管理室緊急対策課 ☎６７１－２０６４ 

２ リーフレット「はじめよう 食料備蓄！」の班回覧について 

（福祉保健課） 
一般の方はもちろんのこと、乳幼児や高齢者がいるご家庭で注意すべき食料備蓄のポイントや、災害時

に必要な栄養バランスなどをまとめた市民の方向けのリーフレットを作成しました。 

つきましては、リーフレットについて各自治会町内会の班回覧をお願いいたします。 

（回覧） 

◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８４２ 

 

３ 御伊勢山・権現山市民の森、富岡東三丁目市民の森の整備計画について 

（環境創造局緑地保全推進課） 
令和４年度以降、「（仮称）御伊勢山・権現山市民の森」と「（仮称）富岡東三丁目市民の森」について整

備計画を進めていきます。 

 

◆御伊勢山・権現山市民の森 

金沢八景駅周辺地域の歴史や自然を活かしたまちづくりを進めるため、金沢八景権現山公園（令和４年

４月開園）の整備を進めて参りました。 

引き続き、金沢八景権現山公園の後背地である、御伊勢山・権現山の市民の森としての整備を計画して

おりますのでお知らせいたします。 

・今後のスケジュール（予定） 

令和４年度 整備計画の設計 

令和５年度以降 整備計画の設計、整備の実施、開園 

 

◆富岡東三丁目市民の森 

富岡東三丁目に位置する緑地について、自然に近い環境の中で散策などを楽しんでいただくための市民

の森として園路整備等を計画しております。 

・今後のスケジュール（予定） 

令和４年～令和６年度 基本計画の策定、整備計画の設計 

令和６年度以降 整備の実施、開園 

 

◆問合せ：横浜市環境創造局緑地保全推進課 ☎６７１－３４６９ 

 



４ 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 

 



第２部 金沢区町内会連合会定例会（令和４年６月） 

Ⅱ 関係団体等 
１ 令和４年度 夏の交通事故防止運動について 

（金沢区安全・安心まちづくり推進協議会） 
令和４年度夏の交通事故防止運動が令和４年７月１１日から２０日の１０日間実施されます。夏特有の

解放感による無謀運転などにより交通事故が多発することが懸念されるこの時期、市民一人ひとりが交通

安全について考え、交通ルールの遵守と交通マナーの向上に取り組むことを通じて交通事故防止の徹底を

図るための横浜市実施要綱が策定されました。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 

２ 第４８回（令和４年）金沢まつり協賛金の目安額の誤りについて 

（金沢まつり実行委員会） 
５月区連会定例会配送ルートにて、自治会町内会あてに「第４８回（令和４年）金沢まつりの実施及び

協賛金のお願いについて」を送付させていただきましたが、当該送付資料に記載された「協賛金の目安額」

に誤りがあることが判明致しました。地区連合町内会の皆様、自治会町内会の皆様に大変ご迷惑をおかけ

し誠に申し訳ございませんでした。 

１ 誤りのあった箇所 

  誤：１世帯あたり５０円を目安 

  正：１世帯あたり３０円を目安 

２ 訂正資料の送付について 

  お詫び文及び訂正資料につきましては、５月２３日付で地区連合町内会長・自治会町内会長あてお送

りしています。 

協賛の有無や金額をご検討いただく際は、訂正後の目安額でご検討くださいますよう、重ねてお願い申

し上げます。 

 

◆問合せ：金沢まつり実行委員会事務局(地域振興課内) ☎７８８－７８０１  

３ 令和４年度金沢区スポーツ協会の事業協力費の取りまとめのお願い 
（金沢区スポーツ協会） 

 令和４年度金沢区スポ―ツ協会の事業協力費について、各自治会町内会一世帯あたり２０円の納入の取

りまとめをお願いします。 

 なお、納入時期につきましては、新型コロナウィルス感染拡散防止の観点から無理のない範囲でお願い

いたします。 

（各単会１部） 

◆問合せ：金沢区スポーツ協会 ☎７８２－９２３４ 

４ 令和４年度金沢区青少年指導員協議会活動への協力費の取りまとめのお

願い                  （金沢区青少年指導員協議会） 
 令和４年度に金沢区青少年指導員協議会で行う青少年健全育成活動への事業協力費について、各自治

会・町内会に一世帯あたり１０円の納入の取りまとめをお願いいたします。 

 なお、納入時期につきましては、新型コロナウィルス感染拡散防止の観点から無理のない範囲でお願い

いたします。 

（各単会１部） 

◆問合せ：金沢区青少年指導員協議会事務局(地域振興課内) ☎７８８－７８０６ 

 


