第 1 部 金沢区町内会連合会定例会（令和４年９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８月末現在）
【 １ こんな言葉を電話で聞いたら詐欺だ！
発生件数 ：
３９２件（前年比
－２件） サ 「急にお金が必要！用意して！」
ギ 「キャッシュカードを預かります！」
＜主な犯罪件数＞
撲
「ＡＴＭで医療費を還付します！」
特殊詐欺 ：
３９件（前年比
＋４件） 滅
の ２ 留守番電話設定のお願い！
侵入盗 ：
１９件（前年比
－２件） ２
本 「常に留守番電話設定を！」
自転車盗 ：
１０８件（前年比
＋１件） 柱
「留守番電話が作動する前に取らないで！」
ひったくり：
０件（前年比
－１件） 】
◎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。
秋の交通事故防止運動
◆交通事故件数（令和４年８月末現在）
★９月２１日（水）～９月３０日（金）
＜交通事故発生状況（暫定値）＞
発生件数 ：
３２９件（前年比 －５１件） ★スローガン「安全は 心と時間の ゆとりから」
「高齢者 模範を示そう 交通マナー」
死者数 ：
１人（前年比
±０人）
★重点「歩行者の安全確保」
「夕暮れ時と夜間の事故防止」
負傷者数 ：
３６７人（前年比 －６１人）
「飲酒運転の根絶」
「自転車の交通ルール遵守」
「二輪車の交通事故防止」
◎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、高齢者が関係する事故が多発していま
す。加齢に伴い身体機能が低下すると、運転操作のミスにつながり、交通事故を引き起こす可能性が高まります。
運転に不安を感じたら、運転免許返納の時期です。安全相談ダイヤル♯（シャープ）８０８０にお電話ください。
◎金沢警察署交通安全標語「ゆずりあい 心の余裕が 事故防止」

２ 金沢区内火災・救急状況等について
＜火災状況＞（金沢区内）
区分
／
年
令和４年
火災件数
１５
建物火災
１０
火災種別
車両火災
３
その他の火災
２
焼損床面積（㎡）
１６７
損害程度
死者
０
負傷者
３
こんろ
３
マッチ・ライター
２
主な
電気機器
２
出火原因
たばこ
２
その他
６
＜救急状況＞（金沢区内）
区 分／年 別
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）

（金沢消防署）
（令和４年８月末現在）

令和３年
２８
１６
４
８
２６２
１
２
６
１
３
１
１７

令和４年
８，５５５
６，０４６
１，５４２
２６１
７０６

増△減
△１３
△６
△１
△６
△９５
△１
１
△３
１
△１
１
△１１

※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。

令和３年
増△減
７，４３０ １，
１２５
５，００３ １，
０４３
１，３４３
１９９
３３７
△７６
７４７

（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

※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
△４１
☎０４５-２３２-７１１９

３ 第４期 横浜市教育振興基本計画（素案）及びパブリックコメントの実
施について
（教育委員会事務局教育政策推進課）
令和４年度中に策定予定の「第４期横浜市教育振興基本計画」の素案についてご説明いたします。
また、計画に関し幅広く市民の皆様からご意見を伺うため、パブリックコメントを実施します。
（各単会１部）
◆概要
「第４期横浜市教育振興基本計画」は、２０１８年に横浜の教育が目指すべき姿を描いた「横浜教育ビ
ジョン２０３０」のアクションプランです。３つの視点「一人ひとりを大切に」「みんなの計画・みん
なで実現」「ＥＢＰＭの推進」を土台に、８つの柱・２１の施策・指標・想定事業量で構成されていま
す。
◆計画期間
２０２２（令和４）年度～２０２５（令和７）年度
◆パブリックコメント実施期間
令和４年９月３０日（金）から１０月３１日（月）まで
◆ご意見の提出方法（詳しくは、添付の概要版を御参照ください）
１ 横浜市電子申請システム（インターネットからのご提出）
横浜市電子申請・届出システムのオンライン入力フォームへアクセスし、ご入力ください。
２ 電子メール
氏名、住所、本計画に関する意見を記載のうえでお送りください。
送付先アドレス： ky-4keikaku@city.yokohama.jp
３ 郵送
氏名、住所、本計画に関する意見を記載のうえでお送りください。
書式は問いません。（郵送の場合は、１０月３１日消印有効とさせていただきます。）
郵送先：〒２３１－０００５ 横浜市中区本町６－５０－１０
横浜市教育委員会事務局 教育政策推進課 あて
４ ＦＡＸ
氏名、住所、本計画に関する意見を記載のうえでお送りください。書式は問いません。
ＦＡＸ：０４５－６６３－３１１８
◆策定スケジュール
２０２２（令和４）年９月３０日～１０月３１日 パブリックコメント
２０２２（令和４）年度中 計画策定
◆問合せ：教育委員会事務局教育政策推進課 ☎６７１－３２４３

４ 横浜市中期計画２０２２～２０２５（素案）の公表とパブリックコメン
トの実施について
（政策局政策課）
本年５月に「新たな中期計画の基本的方向」を公表し、市民意見募集や市民アンケート、有識者への意
見聴取等も踏まえ、策定した「横浜市中期計画２０２２～２０２５(素案)」を令和４年８月３０日（火）
に公表しました。
この素案について、パブリックコメントを行いますので、情報周知を可能な範囲でお願いいたします。
（各単会１部）
◆実施期間 令和４年９月１５日（木）から１０月１４日（金）まで
◆提出方法 お手紙、ＦＡＸ、電子メールまたは電子申請システム
パブリックコメントの実施については、広報よこはま特別号（素案の紹介・パブリックコメントの案内）
を作成し、９月１８日（日）に新聞折込にて配付いたします。冊子は区役所で閲覧可能です。配布用の広
報よこはま特別号は、区役所へ９月１４日（水）頃送付予定です。また、市のホームページでもお知らせ
しています。
◆参考：新たな中期計画の策定スケジュール

2022 年（令和４年）５月 「新たな中期計画の基本的方向」
策定にあたっての考え方や骨子をお示ししています。
広報よこはま
７月号

2022 年（令和４年）８月

基本的方向に対する市民意見募集の実施等

素案の策定（今回）

具体的な目標や取組内容をお示しします。
広報よこはま
特別号

素案に対するパブリックコメントの実施等

2022 年（令和４年）12 月頃 原案の策定
素案に対するご意見を反映させます。

◆問合せ：政策局政策課 ☎６７１－２０１０

５ 新型コロナワクチン接種事業について
（健康福祉局健康安全課）
新型コロナワクチン接種について、オミクロン株対応ワクチン接種の実施に向けて準備を進めています。
（各単会１部）
◆オミクロン株対応ワクチン接種の概要
１ 接種対象
１･２回目接種を完了した１２歳以上の全ての方
※これまでの４回目接種対象者は、６０歳以上の方や重症化リスクが高い方等に限定されていまし
たが、新ワクチン接種では、その限定がなくなります。
２ 接種時期
国から、当初１０月半ばから開始としていた接種を９月に前倒して始めるよう通知があり、本市に
おいても速やかに接種が開始できるよう準備を進めています。
（開始時期・接種間隔ともに未定）
３ ワクチンの種類
オミクロン株対応ワクチン（従来株、ＢＡ．１株の両方に対応した２価ワクチン）で、重症化予防
効果だけでなく、感染予防効果や発症予防効果も期待されています。
・ファイザー社ワクチン（１２歳以上）※薬事承認申請中
・モデルナ社ワクチン（１８歳以上）※薬事承認申請中
４ 接種場所
（１）個別接種：市内医療機関約２，０００か所（予定）
（２）集団接種：市内９か所程度
（３）施設接種：市内高齢者施設等
５ 予約受付体制
市予約専用サイト（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）
、予約代行（郵便局：市内３０２局予定、区役所ワクチン相談員）
６ 接種券
（１）３回目・４回目接種を受けていない方で、その回の接種券が届いている方
・お手元にある未利用の接種券で新ワクチンの接種が受けられます。
・対象となる方へ、予約方法等を記載したハガキを送付します。
（２）２回目･３回目･４回目接種を受けた方で、次の回の接種券が届いていない方
・これからお送りする接種券で新ワクチンの接種が受けられます。
・予約方法等の詳細は、接種券に同封する｢接種のご案内」でお知らせします。
７ その他
今後、国から詳細が示され本市の計画が決まり次第、広報よこはま、ワクチンＮＥＷＳ（紙版）
、
地域情報紙、市ウェブページ等で速やかにお知らせします。
◆ワクチン接種全般についての問合せ：横浜市新型コロナウイルスワクチン接種
コールセンター ☎０１２０－０４５－０７０
◆資料についての問合せ：健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当 ☎６７１－４８４１

６ 横浜環状南線・横浜湘南道路の工事等の状況について
（道路局横浜環状道路調整課）
令和４年８月４日に開催された「神奈川県圏央道連絡調整会議（第３回）
」の結果を踏まえ、横浜環状南
線・横浜湘南道路の工事等の状況についてご報告いたします。
◆概要
横浜湘南道路及び高速横浜環状南線は、安全・安心な施行のためには、施行条件に合わせて掘進速度
を調整するなど、安全かつ慎重な施行が必要であることから、現時点において全体事業工程を正確に把
握することは困難です。
そのため、現在の公表している２０２４年度（横浜湘南道路）及び２０２５年度（高速横浜環状南線）
の開通は困難であり、新たな開通目標についてはトンネル掘進の状況等を踏まえ改めて公表します。
◆構成機関
・関東地方整備局 横浜国道事務所
・神奈川県県土整備局 道路部
・横浜市道路局
・東日本高速道路株式会社関東支社 横浜工事事務所
◆国土交通省 関東地方整備局 横浜国道事務所への問合せ：☎３１１－２９８１（代表）
◆東日本高速道路株式会社関東支社 横浜工事事務所への問合せ：☎４３９－０１８０（代表）
◆資料の内容に関する問合せ：道路局横浜環状道路調整課 ☎６７１－２７５９

７ 横浜市六浦地域ケアプラザの代表電話番号及びＦＡＸ番号の変更につい
て
（福祉保健課）
横浜市六浦地域ケアプラザの代表電話番号及びＦＡＸ番号が変更となりますのでお知らせいたします。
◆新しい代表電話番号
０４５－３４９－５１４１
◆新しいＦＡＸ番号
０４５－３４９－５１１９
◆変更日
令和４年１０月４日（火）より変更
◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８２４

８ その他
（１）
「市民防災の日」金沢かわら版（８、９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（８、９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

（２）
「秋の火災予防運動」に伴うポスター掲出について
（金沢消防署総務・予防課）
１１月の「秋の火災予防運動」週間に伴い、可能性な範囲でのポスター掲出をお願いいたします。
（掲示板）
◆実施期間
令和４年１１月９日～１１月１５日
◆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９月）
Ⅱ 関係団体等
１ 横浜マラソン２０２２開催に伴う交通規制チラシの掲示について
（横浜マラソン組織委員会）
横浜マラソン２０２２の開催にあたり、沿道周辺で交通規制が実施されますので、ご理解とご協力を
いただくため、規制チラシの掲出をお願いします。
（掲示板）
◆交通規制時間（コース全般）
１０月３０日（日）６時３０分ごろ～１５時３０分ごろ
◆交通規制についての問合せ：横浜マラソン交通規制コールセンター
☎０４５－３３０－３０５１
受付時間 ９/１～１０/１６
平日のみ ９：００～１７：００
１０/１７～１０/２９ 毎 日
９：００～１７：００
１０/３０
大会当日 ４：００～１７：００
◆資料についての問合せ：横浜マラソン組織委員会事務局 ☎２２６－５０３６

２ 第４８回金沢まつり「いきいきフェスタ」の開催ポスター掲出につい
て
（金沢まつり実行委員会）
金沢区の秋の名物となっております「いきいきフェスタ」を３年ぶりに開催します。
つきましては、ポスターを作成いたしましたので、自治会町内会の掲示板へポスターの掲出をお願い
いたします。
（掲示板）
◆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 「更生保護かなざわ第９５号」の発行に伴う回覧依頼について
（金沢区社会福祉協議会）
「更生保護かなざわ第９５号」を発行しましたので、自治会町内会の回覧をお願いします。
（回覧）
◆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９月）
Ⅰ 行政関係
１ 令和４年度健康づくり月間事業の実施について
（福祉保健課）
健康づくり月間事業として、三師会による講演会や相談事業をはじめ、いきいきフェスタでのテント出
展など、健康づくりに関する各種イベントを実施します。主なイベントは下記のとおりです。
（掲示板）
◆区役所でのイベント
１ 日時：令和４年１０月６日（木）
２ 会場：金沢公会堂 多目的室、５階フロア
３ 医療講演会、無料口腔がん検診、相談コーナー
◆いきいきフェスタ
１ 日時：令和４年１０月１５日（土）
２ 会場：海の公園なぎさ広場ほか
３ 食生活等改善推進員、保健活動推進員ほか各種団体による健康づくりに関するパネル展示、啓発等の
催し
◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８４０

２ 災害時要援護者名簿（情報共有方式）の提供について
（高齢・障害支援課）
災害時に備えて各自治会・町内会で取組をすすめていただいていますが、区が所有する情報をもとに
作成した「災害時要援護者名簿」を提供することも可能です。
名簿の提供についての説明会を開催しますので、名簿提供をご希望、又は検討される自治会・町内会
の方は、御参加をお願いします
（該当単会のみ１部）
（※すでに名簿提供を受けている自治会・町内会には送付いたしません）
◆名簿提供についての説明会
日時・場所
１ 令和４年１１月９日（水）午後３時～４時 区役所５階１号会議室
２ 令和４年１１月１９日（土）午前１０時３０分～１１時３０分 区役所３階３号会議室
◆お申込み
お電話またはＦＡＸ用の申込票で１０月３１日（月）まで
◆連絡先・問合せ：高齢・障害支援課 ☎７８８－７７７３

３ 訪問歯科健診について
（高齢・障害支援課）
通院が困難な在宅高齢者を対象に、訪問歯科健診を行うことにより、早期対応及び口腔機能の改善を図
ります。案内チラシの回覧をお願いいたします。
（回覧）
◆実施期間 令和４年９月１日～令和５年１月３１日
◆対象者 市内在住で歯科健診に行くことができない７５歳以上で要介護３以上※の方
※要支援１・２、要介護１・２の方は、内科等の定期的な訪問診療を受けている場合に本事業の対象と
なります。
◆自己負担 無料（先着４８０名限定）
◆問合せ：金沢区在宅医療相談室 ☎７８２－５０３１
受付時間：平日（月～金曜日） ９：００～１７：００

４ 災害用備蓄食料の無償配布（有効活用）について
（総務課）
横浜市の備蓄食料を知っていただくこと、家庭内での備蓄を進めていただくこと等の防災意識の啓発や、
食品ロス削減の観点から、保存パンや水缶などの賞味期限内の備蓄食料を無償でお配りします。
（各単会１部）
◆対象
横浜市内の法人・団体（自治会・町内会、ＮＰＯ、社会福祉法人等）
◆申込期間
令和４年１０月３日（月）から１０月１４日（金）まで
◆申請方法
１ 横浜市電子申請・届出システムでの申込み
２ 往復はがき（往復はがき用申込書を貼り付けたもの）での申込み
〒２３１－０００５ 横浜市中区本町６－５０－１０
横浜市総務局地域防災課 備蓄食料無償配布担当 あて
◆引渡場所
金沢区の方は南部方面備蓄庫（横浜市金沢区富岡東２－２－１０）
◆内容に関する問合せ：総務局地域防災課 ☎６７１－２０１１
◆資料に関する問合せ：総務課 ☎７８８－７７０６

５ 街きれい金沢推進週間の実施に伴うごみ袋の配布について
（地域振興課資源化推進担当）
街きれい金沢推進週間【１０月８日（土）～１０月１６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、ご活用ください。
加入世帯数に応じた枚数を配送ルートでお届けします。
（各単会 世帯数による）
加入世帯数

自治会町内会数

袋配布枚数

合 計

０～ ５００

１１４

２０

２，２８０

５０１～１０００

４０

３０

１，２００

１００１～１５００

８

４０

３２０

４
１６６

５０

２００
４，０００

１５０１～
合

計

◆問合せ：地域振興課資源化推進担当 ☎７８８－７８０８

６ 第１２次一括法による地方自治法の一部改正について
（地域振興課）
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（令和４
年法律第４４号）
」
（第１２次一括法）により地方自治法が一部改正となりましたのでお知らせします。
※今回の改正は、認可地縁団体（法人化している自治会町内会）に関するものであり、認可地縁団体以外
の取扱いは変更ありません。
（該当単会のみ１部）
◆ 認可地縁団体の皆様にお願いしたいこと
認可地縁団体が総会開催の省略や、解散・合併などを検討される際は、区地域振興課に早めにご相談
ください。
◆ 改正の内容（地方自治法の一部改正）
１ 書面又は電磁的方法による決議の規定の創設（令和４年８月２０日施行）
２ 解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し
（令和４年８月２０日施行）
３ 認可地縁団体同士の合併の規定の創設（令和５年４月１日施行）
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１

７ 「自治会町内会のための講習会」の開催方法の変更について
（地域振興課）
令和４年度の「自治会町内会のための講習会」については、集合形式での開催を予定していましたが、
新型コロナウイルス感染症の拡大傾向に歯止めがかからないことなどから、開催方法を変更いたします。
集合形式の代替として、より多くの自治会町内会の皆様に講習会の内容を紹介するため、講習会の内容
を収録し、ＹｏｕＴｕｂｅ配信します。
つきましては、以下の通り情報提供いたしますので、よろしくお願いいたします。
（各単会１部）
◆ＹｏｕＴｕｂｅ配信予定の内容
１ 講演
「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）
２ 事例発表
市内３区の自治会町内会より活動事例をご紹介いただきます。
（１）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～」
発表者：若葉台北自治会 会長 菅尾 貞登 氏
（２）戸塚区「柏尾町文化祭と誌上発表会～リアルを紙面で共有～」
発表者：柏尾町内会 会長 齋藤 純一 氏
（３）西区「安全・安心なわが街を目指して～高層マンションでの防災・減災対策～」
発表者：ヨコハマタワーリングスクエア自治会 会長 平野 周二 氏
３ 今後のスケジュール
１月中旬 市連会、区連会にてご説明
１月下旬 ＹｏｕＴｕｂｅ配信のご案内を順次送付
２月頃
ＹｏｕＴｕｂｅ配信スタート
４ その他
ＹｏｕＴｕｂｅ配信を行うホームページや配信期間等の詳細は、１月下旬から順次送付予定のご案
内をご確認ください。
◆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
◆資料に関する問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１

８ 令和４年度「首都圏放置自転車・バイククリーンキャンペーン」横浜市
実施要綱について
（地域振興課）
安全で円滑な交通環境の確保を図るため、１０月１日から１０月３１日まで、放置自転車・バイククリ
ーンキャンペーンを実施します。このことにあたり、横浜市実施要綱を作成しましたので、自治会・町内
会での活動の参考資料としてご活用ください。
（各単会１部）
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０２

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

第２部 金沢区町内会連合会定例会（令和４年９月）
Ⅱ 関係団体等
１ 金沢区保健活動推進員会からのお知らせの掲出依頼について
（金沢区保健活動推進員会）
金沢区保健活動推進員会が発行する啓発チラシ『もしかして高血圧』につきまして、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：金沢区保健活動推進員会事務局（金沢区役所福祉保健課内） ☎７８８－７８４０

２ 令和４年度共同募金運動へのご協力のお願いについて
（金沢区社会福祉協議会）
自治会町内会の皆様には、共同募金運動に対し、多大なご尽力を賜り感謝申しあげます。例年ご依頼し
ております「赤い羽根募金」と「年末たすけあい募金」を実施することになりました。今年度も新型コロ
ナウイルス感染症の影響を鑑み、期間を年度末まで延ばしての実施となります。ご無理のない範囲でご協
力をお願い申し上げます。
◆期 間：令和４年１０月１日～令和５年３月３１日
◆目安額：赤い羽根募金
年末たすけあい募金

１世帯あたり２７０円
１世帯あたり１２０円

◆問合せ：神奈川県共同募金会金沢区支会事務局
（
（福）金沢区社会福祉協議会内） ☎７８８－６０８０

３ 「民事・家事調停無料相談会」の開催に伴う案内チラシの掲出について
（金沢区町内会連合会）
横浜民事調停協会は、調停無料相談会を次のとおり開催いたします。開催案内チラシの自治会町内会
掲示板への掲示をお願いします。
（掲示板）
◆日 時：令和４年１１月１２日（土）
午前１０時～午後４時（受付終了 午後３時３０分）
◆会 場：かながわ労働プラザ（横浜市中区寿町１－４）
◆内 容：不動産、借金、相続、交通事故、離婚、近隣関係などのトラブル等でお困りの方に裁判所の民
事調停委員や家事調停委員が無料で相談をお受けします。
◆申 込：予約不要・当日会場で受付
◆問合せ：横浜地方裁判所 総務課庶務第二係 ☎０４５－６６４－８７７８
横浜家庭裁判所 総務課庶務係
☎０４５―３４５－３５０５

