
第 1部 金沢区町内会連合会定例会（令和４年１０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９月末現在） 

発生件数 ：  ４４９件（前年比  ±０件） 

＜主な犯罪件数＞ 

特殊詐欺 ：   ５０件（前年比 ＋１３件） 

侵 入 盗 ：   １９件（前年比  －３件） 

自転車盗 ：  １２２件（前年比  ＋７件） 

ひったくり：    ０件（前年比  －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！ 

「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 区役所職員を騙る還付金詐欺が発生しています。 

◆交通事故件数（令和４年９月末現在） 

＜交通事故発生状況（暫定値）＞ 

発生件数 ：  ３７０件（前年比 －４３件） 

死 者 数 ：    １人（前年比  ±０人） 

負傷者数 ：  ４１４人（前年比 －５１人） 

違法駐車追放運動・首都圏放置自転車クリーンキャンペ

ーン 

★１０月１日（土）～１０月３１日（月） 

★スローガン「ちょっとだけ 甘えが招く 迷惑駐車」 

★重点「違法駐車の追放」 

「交通ルールの遵守と駐車マナーの向上」 

◎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、自転車関係事故が多発して、前年より

上回っています。自転車の飛び出しや、ルール無視による交通事故が増えています。見通しの悪い道路では必ず安

全を確かめ、歩行者に気を配り、安全に通行しましょう。 

◎金沢警察署交通安全標語「運転時 しばしお別れ スマートフォン」 
 

 

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９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 １６ ３０ △１４ 

火災種別 

建物火災 １１ １８ △７ 

車両火災 ３ ４ △１ 

その他の火災 ２ ８ △６ 

損害程度 

焼損床面積（㎡） １６７ ２６２ △９５ 

死者 ０ １ △１ 

負傷者 ３ ４ △１ 

主な 

出火原因 

電気機器 ３ ３ ０ 

こんろ ３ ７ △４ 

マッチ・ライター ２ １ １ 

たばこ ２ １ １ 

その他 ６ １８ △１２ 

＜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 ９，５４７ ８，３６２ １，１８５ 

内 訳 

急病 ６，７１５ ５，６６０ １，０５５ 

一般負傷 １，７３９ １，５０３ ２３６ 

交通事故 ３０３ ３７０ △６７ 

その他（自損・加害等） ７９０ ８２９ △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 



３ 横浜みどりアップ計画[２０１９－２０２３] ３か年[２０１９（令和
元）－２０２１令和３）年度］実績 概要リーフレット作成のご報告等につ

いて                （環境創造局みどりアップ推進課） 
「緑豊かなまち横浜」を次の世代に引き継いでいくために、「横浜みどり税」を財源の一部として活用し

ながら「横浜みどりアップ計画」を推進しています。３か年[２０１９（令和元）－２０２１（令和３）年

度］を振り返り、取組の成果を事業報告書にまとめましたのでご報告いたします。 

概要版のリーフレットと、横浜みどり税のチラシ、併せて１２月にとりまとめ公表する予定の「これか

らの緑の取組」素案への市民意見募集のお知らせについては、単位自治会町内会長様あてに送付させてい

ただきます。 

（各単会１部） 

◆問合せ：横浜みどりアップ計画の実績に関すること 

環境創造局みどりアップ推進課 ☎６７１－２７１２ 

 

横浜みどりアップ計画に関すること 

環境創造局政策課 ☎６７１－４２１４ 

 

横浜みどり税に関すること 

財政局税務課 ☎６７１－２２５３ 

 

４ 用途地域等の見直し都市計画市素案（案）の縦覧（閲覧）及び意見募集

について                    （建築局都市計画課） 
用途地域等の見直し都市計画市素案（案）の縦覧（閲覧）及び意見募集を実施しますので、お知らせし

ます。 

（各単会１部） 

◆縦覧（閲覧）について 

期間：１０月１２日（水）～１１月３０日（水） 

場所：都市計画課（縦覧）、区役所区政推進課（閲覧）、都市計画課ホームページ 

 

◆意見募集について 

期間：１０月１２日（水）～１１月３０日（水） 

 

◆提出方法 

書面又は電子申請システム 

提出先：横浜市中区本町６丁目５０番地の１０ 市庁舎２５階 建築局都市計画課 

※ 書式は特に定めませんが氏名・住所・意見をご記入し提出してください。 

 

◆添付リーフレットの配布場所 

１ 見直し候補地区へ戸別配布（９月１５日から１０月１６日で配布予定） 

２ 各区役所の広報相談係 

３ 建築局都市計画課の窓口（市庁舎２５階） 

４ 市民情報センター（市庁舎３階） 

５ 駅や公共施設に設置されているＰＲボックス 

※リーフレットは市のホームページからもご覧いただけます。 

 

◆問合せ：建築局都市計画課 ☎６７１－２６５８ 

 



５ 金沢区 区民文化センター ニュース 第１号の発行について 

（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。有識者等による委員会において議論いただいている内容等について、広報用のニュースでお知

らせします。 

（各単会１部） 

◆問合せ：区政推進課 ☎７８８－７７２９ 

 

６ 「地域と大学をつなぐ健康ＨＡＭＡぷらっとフォーム」のご案内につい
て                          （地域振興課） 
「キャンパスタウン金沢サポート事業」では、関東学院大学及び横浜市立大学に所属する教員及び学生

による、地域の活性化や地域課題の解決に結びつく活動に対して補助金を交付しています。 

令和４年度は９団体に交付しており、そのうち１団体である「横浜市立大学 看護生命科学ゼミ」が実

施する「地域と大学をつなぐ健康ＨＡＭＡぷらっとフォーム」についてご案内させていただきます。 

（配送物なし） 

◆問合せ：地域振興課地域力推進担当 ☎７８８－７８０９ 

 

７ 「令和４年度 ジモ活～地元で活動・活躍・復活しませんか～」開催周

知及び受講者の推薦について              （地域振興課） 
自らの経験や趣味、特技等を生かしながら地域活動に参画し、身近な地域課題を解決することのできる

地域の担い手となる人材の輩出・育成を図ることを目的に、講座の受講や地域での活動見学・体験をして

いただく「ジモ活」を開催いたします。つきましては、チラシの班回覧に可能な範囲でご協力をお願いい

たします。 

また、併せて各地区から受講を希望する方（１～２名程度）がいらっしゃれば推薦もお願いいたします。 

（回覧） 

◆問合せ：地域振興課地域力推進担当 ☎７８８－７８０９ 

 

８ 地域力通信ハーモニー令和４年度 第３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３号」を発行いたしました。 

今号では、ｗｉｔｈコロナの中で感染症対策をとりながら、活発になってきました地域の活動をご紹介

させていただきます。 

自治会町内会内での共有と、可能な範囲での回覧をお願いいたします。 

（回覧） 

◆問合せ：地域振興課地域力推進担当 ☎７８８－７８０９ 

 

９ 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） 
７月区連会で配布しました「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：地域振興課地域力推進担当 ☎７８８－７８０９ 

 



１０ 「金沢区音楽振興事業室内楽コンサート」観覧者の募集について 

（地域振興課） 
金沢区区政７０周年を記念して、区民の皆様から寄贈していただいた「スタインウェイピアノ」を活か

し、１２月１７日（土）に金沢公会堂講堂にてコンサートを開催するため、観覧者募集のチラシを作成し

ました。 

両面にそれぞれの公演情報を掲載しておりますので、掲示板への広報の際は、オモテ面、ウラ面で１部

ずつの掲出を可能な範囲でお願いいたします。 

（掲示板） 

◆日程 

令和４年１２月１７日（土） 

 

◆受付期間 

令和４年１１月１日（火）～２４日（木）（必着） 

 

◆会場 

金沢公会堂 講堂（金沢区役所隣接） 

 

◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０６ 

 

１１ その他 

（１）「市民防災の日」金沢かわら版（１０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（１０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１０月） 

 

Ⅱ 関係団体等 

１ 青少年指導員だより「金沢区Ｙｏｕｔｈ(ユース)２１」の回覧について 

（金沢区青少年指導員協議会） 
金沢区青少年指導員の活動を地域の皆さまに広く知っていただくため、広報紙「金沢区Ｙｏｕｔｈ(ユ

ース)２１」を発行しました。自治会町内会内での回覧を可能な範囲でお願いいたします。 

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

 



第２部 金沢区町内会連合会定例会（令和４年１０月） 

Ⅰ 行政関係 

１ 第４８回金沢まつりいきいきフェスタ開催の報告とお礼について 

（地域振興課） 
１０月１５日に開催いたしました、第４８回金沢まつりいきいきフェスタにおかれましては、ご協賛を

はじめ、広報や当日の運営等に多大なるご協力をいただきまして、誠にありがとうございました。 

（配送物なし） 

◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１ 

 

２ 民生委員・児童委員の一斉改選に伴う推薦のお礼と今後の予定について 

（福祉保健課） 
民生委員・児童委員の一斉改選については、地区連合町内会長、自治会町内会長の皆様に多大なご協力

をいただきました。ここに、厚くお礼申し上げます。 

現在、ご推薦いただいた候補者を厚生労働大臣へ推薦するための手続きを進めているところですが、事

前に候補者の皆様に委嘱式のご案内等を行いますので、今後の予定についてお知らせいたします。 

（各単会１部） 

◆今後の予定 

・１０月下旬 

候補者の方へ写真提出の依頼および委嘱式の案内 

・１０月下旬 

市推薦会、市審査会 開催 

・１１月上旬 

市から厚生労働大臣あて推薦 

・１２月１日（木）１４時～ 

委嘱式 場所：金沢公会堂 講堂 

 

◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８２０ 

 

３ バッテリーの取り外せない充電式小型家電の出し方について 
（資源循環局業務課） 

コードレス掃除機やロボット掃除機などの充電式小型家電のバッテリーを原因とした収集車の火災が急

増しています。バッテリーに使用されるリチウムイオン電池は、圧力や強い衝撃を受けると発熱・発火す

る恐れがあるため、充電式小型家電を「燃やすごみ」の日に出す際は、バッテリーを取り外すようお願い

しています。 

しかし、バッテリーを取り外せない小型家電も多いため、それらが生ごみ等と同じ袋に混ぜて出され、

収集車の中で押しつぶされることで火災が起きていると考えられます。 

つきましては、火災が起こらないよう、バッテリーの取り外せない小型家電については、燃やすごみと

は別の袋で「燃やすごみの日」に出していただくようお願いするチラシを各自治会・町内会へ配送させて

いただきますので、自治会町内会掲示板への掲載を可能な範囲でお願いいたします。 

（掲示板） 

◆問合せ：資源循環局金沢事務所 ☎７８８－３３７５ 

 



４ 年末年始のごみと資源物の収集日程について 
（資源循環局業務課） 

年末年始のごみと資源物の収集は、１２月３１日（土）から令和５年１月３日（火）まで、お休みさせ

ていただきます。また今年度は、燃やすごみの収集が「火・土曜日」の地域について、臨時収集日を設け

ます。今年度も昨年度同様チラシの班回覧については中止し、日程をお知らせするための掲示板用のチラ

シを１１月下旬に、各自治会・町内会へ配送させていただきますので、自治会町内会掲示板への掲載を可

能な範囲でお願いいたします。 

そのほか、各集積場所への収集日程表の貼付や、広報よこはま１２月号（市版）への掲載により、市民

の皆様にお知らせしてまいります。 

（配送物なし） 

◆収集日程について 

・１２月３１日（土）から令和５年１月３日（火）まで、収集をお休みさせていただきます。 

・「燃やすごみ」は、次のとおり収集します。 

「月・金曜日」の地域 「火・土曜日」の地域 

年末は１２月３０日（金）まで 

年始は１月６日（金）から 

年末は１２月２９日（木）※臨時収集 まで 

年始は１月５日（木）※臨時収集 から 

・「資源物」については、年末は１２月３０日（金）まで、年始は令和５年１月４日（水）から通常の曜日ど 

おり収集します。 

 

◆問合せ：資源循環局金沢事務所 ☎７８８－３３７５ 

 

５ よこはま防災パークの創設に向けた市民意見募集の実施について 

（金沢消防署） 
デジタル化による社会生活の急速な変化を踏まえ、時間や場所にとらわれず、ウェブサイト上で動画等

のコンテンツにより防災を学べる「（仮称）よこはま防災パーク」を創設します。 

（各単会１部） 

◆趣旨 

地域住民の皆様への防火防災指導は、本市独自の家庭防災員制度や消防職員が地域に出かけて行う防災

訓練会等により推進してきましたが、高齢化等の社会構造の変化やコロナ禍による影響等から、参加者の

減少や固定化といった課題を抱えており、これまでの実施手法のままでは、より多くの方に防災に必要な

知識を提供することが困難な状況となっています。 

こうした状況やデジタル化による社会生活の急速な変化を踏まえ、時間や場所にとらわれず、ウェブサ

イト上で動画等のコンテンツにより防災を学べる「（仮称）よこはま防災パーク」を創設します。 

このことについて、１１月から１２月にかけて市民意見募集を実施します。 

 

◆市民意見募集 

・募集期間 

１１月中旬から約１か月間 

・意見提出方法 

郵送、ＦＡＸ、電子メール、持ち込み 

 

◆今後のスケジュール 

・令和４年１２月～３月 

コンテンツ制作、システム構築 

・令和５年４月 

市民利用開始 

 

◆問合せ：金沢消防署総務・予防課 ☎７８１－０１１９ 



６ 令和４年度生活のしづらさなどに関する調査（全国在宅障害児・者等実
態調査）の実施について             （高齢・障害支援課） 
障害者施策の推進に向けた検討の基礎資料とするため、在宅の障害児・者等の生活実態とニーズを把握

することを目的に１１月中旬から１２月下旬の期間に標記調査を実施します。該当地域（区内９地域）に

居住する世帯へ、統計調査員がチラシ配布や訪問をさせていただきます。ご協力をお願いいたします。 

（配布物なし） 

（※該当地区の単位町内会・自治会長へは個別にご案内を送付します） 

◆調査対象 

調査区に居住する在宅の障害児・者等 

（（障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳））所持者、難病等患者及びこ

れまで法制度では支援の対象とならないが、長引く病気やけが等により生活のしづらさがある方）を対象

としています。 

 

◆調査の事項 

１ 調査対象者の基本的属性に関する調査項目 

年齢、性別、障害の原因、住居、就労・就学の状況等 

 

２ 現在利用しているサービスと今後利用を希望するサービス 

障害福祉サービス等の利用状況、利用の希望 等 

 

◆調査基準日 

令和４年１２月１日（木） 

 

◆調査の方法 

１ １１月中旬以降に調査員が『調査実施のお知らせ（世帯用）』（必要に応じてマンション管理人のお 

知らせ）を調査地区内の各世帯に配布します。 

 

２ 訪問を望まない方からのご連絡を健康福祉局障害施策推進課で受けます。 

 

３ １１月２８日（月）から１２月２２日（木）までの期間に調査員が調査地区内の世帯を訪問し、調 

査の趣旨等を説明のうえ、世帯主や調査対象者の有無を確認して「地区要図」と「世帯名簿」を作 

成します。 

 

４ 調査対象者がいる場合は、訪問時に調査票を手渡し、記入及び返送を依頼します 

（返送期限：1月１０日（火））。 

調査票は、原則として調査対象者本人が記入し直接ご郵送いただきます。必要に応じて、適切な記 

入支援を実施します。 

・視覚障害者の方に対して、希望に応じて点字版の調査票を配布 

・調査対象者が聴覚・言語・音声機能障害者である場合は、手話通訳者の派遣について配慮 

・障害の状況により本人が記入できない場合、本人の希望に応じて、代筆 

 

５ 調査員の身分 

調査員は横浜市長から本調査を行う者として任命を受けており、世帯を訪問する際には、携帯して 

いる調査員証を提示します。 

 

◆調査に関する問合せ：健康福祉局障害施策推進課 ☎６７１-３６０３ 

資料に関する問合せ：高齢・障害支援課 ☎７８８－７８４９ 

 



７ 特別市に係る地区連合町内会長の皆様との意見交換会について 
（政策局大都市制度推進本部室制度企画課） 

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、横浜市は新たな大都市制

度「特別市」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自治会町内会の皆様にご理解を深めていただくた

め、山中市長が地区連合町内会長の皆様に直接、特別市の必要性をお伝えする「地区連合町内会長の皆様

との意見交換会」を１１月に開催します。 

開催に先立ち、政策局より事前説明をさせていただきます。 

（配送物なし） 

◆問合せ：政策局大都市制度推進本部室制度企画課 ☎６７１－２９５２ 

 

８ 自治会町内会加入促進用動画について 

（地域振興課） 
自治会町内会加入促進用の動画を作成しましたのでお知らせします。現在、横浜市公式ＹｏｕＴｕｂｅ

「横浜チャンネル」にアップしていますのでご覧いただくことができます。自治会町内会においては、団

体のホームページにリンク付けすることもできます。 

また動画データをお渡しできますので、加入促進活動にご利用ください。 

（各単会１部） 

◆動画のタイトル 

自治会町内会加入プロモーション動画「このまちのためにできること」 

 

 

 

動画ＵＲＬ：https://youtu.be/z-WHPDHMQIE 

 

◆動画の種類 

・15秒（横型、音声・テロップ有）  

・15秒（縦型、音声・テロップ有） ※縦型・横型共に同内容です。 

 

◆ご利用の一例  

・各自治会町内会のホームページにリンク付け 

・地域のイベントにて、動画を流す 

 

◆動画データの提供（予定） 

地域振興課あてご申請いただき、動画データを提供いたします。 

 

◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１ 

 

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 

 

横浜チャンネル 自治会加入 検 索 



第２部 金沢区町内会連合会定例会（令和４年１０月） 

Ⅱ 関係団体等 
１ 運慶８００年遠忌記念特別展「運慶 鎌倉幕府と三浦一族」チラシの掲出
依頼について                 （神奈川県立金沢文庫） 
運慶８００年遠忌記念特別展「運慶 鎌倉幕府と三浦一族」のご案内です。 

日本を代表する仏師運慶の８００年遠忌を記念し、運慶およびその関連作品をとおして鎌倉幕府や、 

幕府の重鎮であった三浦一族の歴史の一端をご紹介します。 

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 １０月７日（金）～１１月２７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 

１１月４日(金)、１１月２４日(木) 

 

◆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 

 


