
第 1部 金沢区町内会連合会定例会（令和４年７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６月末現在） 

 発生件数 ：  ２９５件（前年比  ＋１件） 

＜主な犯罪件数＞ 

特殊詐欺 ：   ３１件（ 〃   ＋７件） 

侵 入 盗 ：   １７件（ 〃   ＋２件） 

自転車盗 ：   ７１件（ 〃   －９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６月末現在） 

＜交通事故発生状況（暫定値）＞ 

発生件数 ：  ２４３件（前年比 －２４件） 

死 者 数 ：    １人（ 〃   ±０人） 

負傷者数 ：  ２６８人（ 〃  －２４人） 

夏の交通事故防止運動 

★７月１１日（月）～７月２０日（水）の１０日間 

★スローガン「交通ルールを守って夏を楽しく安全に」 

★重点 

「過労運転・無謀運転の防止」「高齢者と子供の交通事故防

止」「二輪車・自転車の交通事故防止」 

◎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、夏は人流及び交通量の増加が見込まれ、

交通事故の多発が懸念されます。７月は、神奈川県交通安全対策協議会主唱の下、「夏の交通事故防止

運動」を実施して、各種対策を推進していきます。 

◎金沢警察署交通安全標語「潮風感じる シーサイド 捲き込み注意 カーサイド」 
 

 

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６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 

電気機器 ２ ２ ０ 

こんろ ２ ４ △２ 

溶接機・切断機 １ １ ０ 

その他 ６ １４ △８ 

＜救急状況＞（金沢区内） 

区 分／年 別 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 ６，０４０ ５，２９９ ７４１ 

内 訳 

急病 ４，１８５ ３，５２６ ６５９ 

一般負傷 １，１４１ ９６２ １７９ 

交通事故 ２００ ２５１ △５１ 

その他（自損・加害等） ５１４ ５６０ △４６ 

（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 小柴自然公園整備の進捗状況について 
（環境創造局公園緑地整備課） 

小柴自然公園について、令和４年度末ごろの第１期エリア公開を目指して整備を進めていますが、やや

遅れが生じています。第１期エリアには、多目的広場、遊具広場、駐車場等を整備予定です。引き続き、

安全を第一に工事を進めていきます。 

 

◆公園概要 

・所在地 金沢区長浜１１６-２ 

・面積/種別 約５５.８ｈａ／広域公園 

・主な施設 草地広場、多目的広場、管理棟、駐車場等 

・事業予定 平成２６～令和１４年度（２０１４～２０３２年度：１９か年計画）基本計画による 

 

◆エリアごとの整備完了時期（予定） 

・第１期エリア整備 令和４年度末頃（やや遅れている） 

・第２期エリア整備 令和８年度末頃（具体的な整備工程については今後検討） 

・第３期エリア整備 令和１４年度末頃（具体的な整備工程については今後検討） 

 

◆第１期エリアの整備内容について 

１ 多目的広場  

・広さ 約１４０ｍ×約７０ｍで、防球フェンス（高さ１４.９ｍ）を備えています。 

・管理運営委員会による利用調整を想定しています。 

２ 遊具広場  

・地上式タンクを撤去した跡地に整備します。 

・障害のある子もない子もともに遊ぶことができる、本市初の「インクルーシブ遊具広場」として 

整備します。 

・利用者の声を反映し、動線、トイレ、休憩スペース等も使いやすい様に工夫します。 

３ 駐車場  

・公園南側に７０台規模の有料駐車場を整備します。 

・公園整備の進捗に合わせ、２２０台規模まで拡張予定です。 

４ その他の施設 

・草地広場等を整備します。 

・レストハウス等については、今後調整します。 

 

◆問合せ：環境創造局公園緑地整備課 ☎６７１－４６１１ 

 



４ ねんりんピックかながわ２０２２の開催について 
（健康福祉局高齢健康福祉課） 

ねんりんピックかながわ２０２２は、各都道府県及び政令市から選手が集まり、神奈川県内の各会場で

交流大会やイベントを行います。来訪された選手の皆様を歓迎し、各競技で存分に力を発揮していただく

ため、安全な大会運営に向けた準備を進めています。横浜市内においても８つの会場で交流大会を開催し

ますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。 

（各単会１部） 

◆日程 令和４年１１月１２日（土）～１１月１５日（火） 

 

◆スポーツ等交流大会 卓球、ゲートボール、囲碁など３２種目を県内２６市町で開催 

 

◆関連イベント ねんりんスマイリングフェスタ 

 

◆横浜市選手出場予定種目 全種目（３２種目、最大４４０人）を予定 

 

◆横浜市開催交流大会種目 ２種目（テニス・サッカー） 

 

◆問合せ：健康福祉局高齢健康福祉課 ☎６７１－２４０６ 

 

５ 金沢区における区民文化センター整備に向けた「市民意見募集」につい 

 て                          （区政推進課） 
金沢八景駅そばの商業地域にある市有地を候補地として、区民文化センターの整備に向けた検討を進め

ています。 

『区民文化センターに望む機能（どんなことをできる場がほしいか）』について、ご意見をお聞きしてい

きます。 

（各単会１部） 

◆募集期間 令和４年７月２１日（木）午前１０時～令和４年８月１５日（月）午後５時【必着】 

 

◆募集概要と回答用紙の公開・配布 

・金沢区役所ホームページにて。又は、金沢区役所６階６０２企画調整係、１階１０１総合案内／広報 

相談係・ちらし配架コーナー 

・地区センター：金沢、釜利谷、富岡並木、能見台、六浦 

・コミュニティハウス：小田、大道、富岡、並木、並木北、西金沢、八景、六浦南、柳町 

 

◆提出方法と提出先 金沢区役所区政推進課企画調整係 

・金沢区役所ホームページ内の入力フォームから（横浜市電子申請・届出システム） 

回答用紙をファクス・郵送にて送信 

ファクス ０４５－７８６－４８８７ 

郵送 〒２３６-００２１ 横浜市金沢区泥亀２－９－１ 

 

◆問合せ：区政推進課 ☎７８８－７７２９ 

 



６ 令和４年秋期地区推進連絡会の開催の次第のモデル等について 

（地域振興課） 

（福祉保健課） 
令和４年秋期地区推進連絡会の次第のモデルについて説明させていただきますので、開催の目安として

ご活用ください。 

 

◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０９ 

 

７ 地域力通信ハーモニー令和４年度第２号の回覧について 

（地域振興課） 
金沢区地域情報紙「ハーモニー令和４年度第２号」を発行いたしました。今号では、ｗｉｔｈコロナの

中、感染症対策をとりながら、行われている地域活動と令和４年春期地区推進連絡会の開催状況をご紹介

させていただきます。 

自治会町内会での共有ならびに、可能な範囲での回覧をお願いいたします。 

（回覧） 

◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０９ 

 

８ 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） 
４月区連会で配布いたしました「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

認のほどよろしくお願いいたします。 

（各単会１部） 

◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０９ 

 

９ その他 

（１）「市民防災の日」金沢かわら版（７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（７月号）を発行しましたので、ご覧ください。 

※各自治会・町内会で必要な部数がありましたら、消防署までお問い合わせください。 

（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７月） 

 

Ⅱ 関係団体等 

１ 「福祉かなざわ」第１１９号の回覧依頼について 

（横浜市金沢区社会福祉協議会） 
区民参加の広報誌「福祉かなざわ」第１１９号を発行しましたので、自治会町内会への回覧をお願い

します。 
（回覧板） 

◆問合せ：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７月） 

Ⅰ 行政関係 

１ 第２６回参議院議員通常選挙執行に伴うお礼について 

（総務課） 
７月１０日に執行されました第２６回参議院議員通常選挙では、当日投票管理者・期日前投票立会人の

推薦、選挙公報の配布をはじめ、多大なる御協力をいただき誠にありがとうございました。 

 

◆問合せ：総務課 ☎７８８－７７１２ 

 

２ 令和４年就業構造基本調査の実施に伴う協力について 

（総務課） 
令和４年１０月１日現在で、全国的に「就業構造基本調査」を行います。 

金沢区内では、８月下旬から１０月にかけて、約３７５世帯を対象に行います（対象となる区域は資料

をご参照ください）。 

つきましては、調査対象区域のある自治会・町内会におきましては、当調査を実施する旨のチラシの回

覧に御協力をお願いします。回覧用の資料は、対象自治会・町内会へ８月中に送付予定です。 

 

◆問合せ：総務課 ☎７８８－７７１２ 

 
３ 住宅用火災警報器の一斉点検のご提案について 

（金沢消防署） 
住宅用火災警報器の一斉点検を新たな訓練メニューとしてご提案します。 

（各単会１部） 

◆概要 

住宅用火災警報器は、設置の義務化から１１年が経過し、電池切れや故障等で機能しないものがそのま

ま設置されている可能性もあります。 

そこで、自治会町内会での防災訓練時等に、可能な範囲で住宅用火災警報器の点検も併せて行っていた

だくよう、ご提案させていただきます。 

 

◆実施方法  

自治会町内会の防災訓練実施のご相談を消防署にいただく際に、消防署から次の２通りの方法で住宅用

火災警報器の点検についてご提案をさせていただき、各自治会町内会のご意向に合わせて実施します。 

（１）各ご家庭の住宅用火災警報器を、防災訓練に集合する前に参加者自らが点検する方法 

（２）防災訓練中に職員が住宅用火災警報器の点検方法をお示しした上で、防災訓練終了後、帰宅時に各

ご家庭の住宅用火災警報器を自らが点検する方法  

（３）その他 

・点検についてお困りの際には、お気軽に消防署へお問合せください。 

・消防職員が高齢者世帯等のご家庭を訪問して、火災予防に関することやけがの予防等をアドバイス 

する戸別訪問も対応します。 

 

◆問合せ：金沢消防署総務・予防課 ☎７８１－０１１９ 

 



４ 「特別自治市」制度の実現に向けた取組について 
（政策局制度企画課） 

大都市が抱える多くの課題に対応し、市民生活をしっかりと支えていくため、横浜市は、政令指定都市

制度に代わる新たな大都市制度「特別自治市」の早期実現に向けて取り組んでいます。地域で市民生活を

支える活動を行っていただいている皆様にご理解を深めていただくため、山中市長が地域に出向いて、地

区連合町内会長の皆様に直接、特別自治市の必要性をお伝えする機会を作っていきたいと考えています。 

 

◆特別自治市と政令指定都市について 

【旧・特別市（１９４７～１９５６・昭和２２～

３１年）】 

【特別自治市（早期実現を目指す）】 

【政令指定都市（１９５６・昭和３１年～）】 

道府県の区域外です 道府県に包含されます 

市域における地方事務の全てを処理します 道府県に代わって多くの事務を処理しています 

旧・特別市は、横浜・名古屋・京都・大阪・神戸

の５大都市の指定が想定されていました 

現在２０市が指定されています 

旧・特別市は指定されることなく、制度は廃止さ

れました 

抜本的な改革までの暫定的な制度として創設さ

れましたが、見直しがされないまま６５年以上経

過して、現在に至っています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市は、川崎市・相模原市など他の指定都市と連携し 

「特別自治市」制度の法制化に向けて取り組んでいます 

 

◆問合せ：政策局制度企画課 ☎６７１－２９５２ 

 
５ 食生活等改善推進員（ヘルスメイト）養成セミナーの受講者募集につい

て                          （福祉保健課） 
区が活動支援を行っているボランティア「食生活等改善推進員（愛称ヘルスメイト）」を養成する講座の

受講者募集を行います。 

つきましては、チラシについて各自治会町内会の掲示板への掲出をお願いいたします 

（掲示板） 

◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８４２ 

 

１９５６年 

目指す 



６ 令和４年度崖地現地調査について 

（建築局建築防災課） 
 横浜市では、土砂災害ハザードマップの作成や崖地の調査を実施しています。 

 令和４年度に、専門家による崖地の現地調査を実施します。崖地の所有者には、直接ポスティング等に

より調査協力の依頼を行います。 

（各単会１部） 

◆調査場所 金沢区・栄区・港北区・港南区 （４区合計 約３５０箇所） 

 

◆調査期間及び時間 

・調査期間 令和４年９月中旬から令和５年２月２８日（予定） 

・調査時間 ９：００から１７：００のうち、数時間を予定しています。（１箇所あたり） 

 

◆調査方法 

調査員が調査対象の崖地について測量機器を用いて測定を行います。また状況に応じて崖地や崖地に近

接する建築物について、写真撮影を行います。 

 

◆調査者 

調査は、横浜市の委託業者が行います。その際は、横浜市の委託業者である旨を記載した腕章等を着用

し、身分証明書を携帯しております。 

 

◆地元への周知について 

土砂災害警戒区域内の調査対象世帯には、崖地調査の実施案内を直接ポスティングし、調査実施の周知

を行います。 

 

◆結果について 

撮影した写真及び調査結果については、個人情報が含まれるため、市ホームページ等で公開はしません。 

 

◆問合せ：建築局建築防災課 ☎６７１－２９４８ 

 



７ 自治会町内会のための講習会の開催について 

（市民局地域活動推進課） 
今年度、自治会町内会の運営やＩＣＴの活用等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３年ぶりに開催しますので、ぜひご参加下さい。 

（各単会１部） 

◆講習会の概要 

（１）講演・事例発表 

・第１回 令和４年８月２７日（土）１０:００～１２:００（９:３０開場） 

旭区役所 新館大会議室 

・第２回 令和４年９月１０日（土）１０:００～１２:００（９:３０開場） 

戸塚区役所 ８階大会議室 

※第３回としましては、令和４年１２月１０日（土）に西区役所での開催を調整中です。詳細が決ま 

りましたら、改めてご案内させていただく予定です。 

（２）内容 

・講演（第１回、第２回共通） 

「負担軽減とＩＣＴ活用～アフターコロナの自治会町内会活動～」 

講師：水津 陽子氏（合同会社フォーティＲ＆Ｃ代表） 

・事例発表（各回１事例） 

自治会町内会による活動事例発表（コロナ禍での自治会町内会活動など） 

第１回 旭区「コロナ禍での自治会町内会活動～活動形態の工夫で乗り切る～」 

第２回 戸塚区「柏尾町文化祭と誌上発表会～リアルを紙面で共有～」 

 

◆申込方法 

・参加対象 どなたでも参加できます。自治会町内会運営でお困りの方、他の自治会町内会の取組事例

を知りたい方 など 

・申込方法 別紙の申込書に記入し、金沢区地域振興課へ持参、ＦＡＸ（７８８－１９３７）またはＥ 

 メール（kz-chikatsu@city.yokohama.jp）でお申し込みください。 

・締切 令和４年８月１２日（金）まで 

 

◆申し込みに関する問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１ 

 

◆講習会の内容等に関する問合せ：市民局地域活動推進課 ☎６７１－２３１７ 

 

８ 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７月） 

Ⅱ 関係団体等 
１ 令和４年度 秋の全国交通安全運動について 

（金沢区安全・安心まちづくり推進協議会） 
令和４年度秋の全国交通安全運動が、令和４年９月２１日から３０日の１０日間及び交通事故死ゼロを

目指す日が、９月３０日に実施されます。区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

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 安全・安心まちづくり旬間・地域合同防犯パトロールの実施について 

（金沢区安全・安心まちづくり推進協議会） 
「安全・安心まちづくり旬間」の１０月１１日(火)～１０月２０日(木)の間に、防犯パトロールを実施

される際、警察署、区役所、金沢防犯協会等の職員を派遣します。この合同防犯パトロールを希望される

自治会町内会がありましたら、８月２６日(金)までにお申し込みをお願いします。 

（各単会１部） 

◆実施場所 お申し込みいただいた自治会・町内会の地域内 

 

◆申込期限 ８月２６日（金） 

※８月２６日(金)以降速やかに日程を確定し、順次お申込みいただいた会長あてに通知をさせていただ

く予定です。先着順ではありませんので、ご理解ご協力の程お願いします。 

 

◆申込方法 別添申込書で、ＦＡＸ・郵送・窓口にてお申し込みください。 

 

◆申込先・事務局 

〒２３６-００２１ 横浜市金沢区泥亀２－９－１ 金沢区地域振興課（区役所６階６０１窓口） 

◆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 金沢区スポーツ協会広報紙「金沢区スポ協だより」の回覧について 

（金沢区スポーツ協会） 
金沢区スポーツ協会の活動内容の周知及び情報交換を進めるため、「金沢区スポ協だより」を３年ぶりに

発刊する運びとなりました。各町内会での回覧をお願いしたく、依頼いたします。 

（回覧） 

◆問合せ：金沢区スポーツ協会 ☎７８２－９２３４ 

 



４ 「共同募金かなざわだより」の全戸配布依頼について 

（神奈川県共同募金会金沢区支会） 
１０月１日から始まる共同募金運動に先立ち、地域の皆様に募金の用途をお伝えすることを目的に「共

同募金かなざわだより」の全戸配布を行います。 

 自治会・町内会の皆様のご協力をいただきますようお願いいたします。 

 

◆送付時期  ８月下旬（「広報よこはま」９月号と同時期） 
◆送付方法  配送業者から各自治会・町内会の広報配布担当者様あてに直接送付します。 
◆配布手数料 1部につき２円 

 

◆問合せ：金沢区社会福祉協議会  ☎７８８－６０８０ 

 

５ 「令和４年度 金沢区社会福祉協議会会費」の納入について 

（金沢区社会福祉協議会） 
令和４年度横浜市金沢区社会福祉協議会の事業推進のためにご協力をいただきますようお願いいたしま

す。 

なお、今年度も新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、納入期限にかかわらずご無理のない時

期に実施していただきますよう、お願いいたします 

 

◆一世帯あたりの納入依頼額 ３０円 
◆各単位自治会・町内会の会長様あてに、依頼文及び請求書を送付させていただきます。 

◆依頼額は、７月１日時点の自治会・町内会名簿の世帯数に基づき算出しています。 
◆納入期限 １０月３１日（月） 

 

◆問合せ：金沢区社会福祉協議会 ☎７８８－６０８０ 

 

６ 鉄道開通150年記念企画展「湘南電鉄と県立金沢文庫－楠山永雄コレクショ
ン鉄道資料－」のチラシの掲出依頼について    （神奈川県立金沢文庫） 
 鉄道開通１５０年記念企画展「湘南電鉄と県立金沢文庫」のご案内です。昭和５年４月に湘南電鉄（現

京浜急行電鉄）の金沢文庫駅が開通し８月に神奈川県立金沢文庫が開館して以来、湘南電鉄、京浜急行と

金沢文庫は密接な関係にあります。 

本展では、鉄道開通１５０周年を記念して、金沢文庫が所蔵する楠山永雄コレクションの中から、湘南

電鉄および京浜急行のパンフレットや切符類などの鉄道関係資料をご紹介します。 

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 ７月２９日（金）～９月１１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、８月１２日(金曜日) 

◆新型コロナウィ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 ＦＡＸ７８８－１０６０ 

 


