第 1 部 金沢区町内会連合会定例会（令和４年１１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１０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 ：
５１３件（前年比
＋６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 ：
５６件（前年比 ＋１０件） 滅
の ２ 留守番電話設定のお願い！
侵入盗 ：
２２件（前年比
－２件） ２
本 「常に留守番電話設定を！」
自転車盗 ：
１４１件（前年比 ＋１８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 区役所職員を騙る還付金詐欺が発生しています。
エコドライブ推進月間
◆交通事故件数（令和４年１０月末現在）
★１１月１日（火）～１１月３０日（水）
＜交通事故発生状況（暫定値）＞
発生件数 ：
４２１件（前年比 －３８件） ★エコドライブとは
燃料消費量やＣＯ２排出量を減らし、地球温暖化防止に
死者数 ：
１人（前年比
±０人）
つなげる「運転技術」や「心がけ」です。
負傷者数 ：
４７０人（前年比 －４６人）
◎最近の傾向 発生件数及び負傷者数は、前年比プラスとなっています。特に高齢者関係事故が多発しています。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。日
が落ちるのが早く、夜間帯の時間が長くなる時期です。ライトの早め点灯と反射材を有効活用して交通事故防止に
努めましょう。
◎金沢警察署交通安全標語「ゆずりあう 気持ち溢れる 金沢ロード」

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
１７
建物火災
１１
火災種別
車両火災
３
その他の火災
３
焼損床面積（㎡）
１６７
損害程度
死者
０
負傷者
３
電気機器
３
たばこ
３
主な
こんろ
３
出火原因
マッチ・ライター
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１０月末現在）

令和３年
３０
１８
４
８
２６２
１
４
３
１
７
１
１８

令和４年
１０，５４７
７，４０８
１，９１３
３５１
８７５

増△減
△１３
△７
△１
△５
△９５
△１
△１
０
２
△４
１
△１２

※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
９，２５２ １，
２９５
６，２３１ １，
１７７
１，７１３
２００
４００
△４９
９０８

（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
△３３
☎０４５-２３２-７１１９

３ 令和５年金沢区消防出初式について
（金沢消防署）
新年行事として実施している「金沢区消防出初式」について、近年は、新型コロナウイルス感染症の影
響により実施できていない状況でしたが、本年度は、式典のみ実施する運びとなりました。
き や

まとい

開催にあたっての広報は実施せず、公会堂への入場者数を例年より少人数とした上で、木遣り・ 纏 振
込みのほか、各種表彰を行います。
（各単会１部）
◆日時
令和５年１月５日（木）午前１０時００分から１１時００分まで（予定）
◆場所
横浜市金沢公会堂（横浜市金沢区泥亀二丁目９番１号）
◆実施内容
１
２
３
４
５
６
７

き や

まとい

木遣り・ 纏 振込み
開式の言葉
来賓・主催者の紹介
新年の挨拶
消防関係表彰
お礼の言葉
閉式の言葉

◆問合せ：金沢区消防出初式実行委員会
（事務局：金沢消防署総務・予防課 ☎７８１－０１１９）

４ 令和５年金沢区新年をお祝いする会の開催について
（総務課）
皆様との初顔合わせを目的に、「令和５年新年をお祝いする会」を開催します。
（各単会１部）
◆日時
令和５年１月５日（木）午前１１時３０分から１２時００分まで（予定）
◆場所
横浜市金沢公会堂
◆会費
飲食を行わないため、今回に限り会費の徴収はありません。
◆実施内容
１ 開会
２ 新年のあいさつ及び出席者紹介
３ 表彰（区民栄誉賞授与）
４ アトラクション
５ 閉会
◆問合せ：総務課 ☎７８８－７７０４

５ 令和４年度金沢区人権啓発講演会の開催について
（総務課）
令和４年度 金沢区人権啓発講演会を下記の日程で開催します。
（掲示板）
◆日時 令和５年１月３１日（火）１４：００～１６：００（１３：３０開場）
◆会場
金沢公会堂 講堂
タイトル「だれもが自分らしく生きられる多様性と調和のある地域を目指して」
◆講師 栗栖 良依（認定ＮＰＯ法人スローレーベル理事長/アートプロデューサー）
◆対象 一般市民５００名
◆料金 無料
◆申込方法 申込フォーム（区ＨＰ）
、メール、ＦＡＸ
◆申込期間 １２／１９（月）～１／１７（火）
◆問合せ：総務課 ☎７８８－７７０６

６ 金沢区 区民文化センターニュース 第２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。現在、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

７ その他
（１）金沢八景権現山公園の都市公園等コンクール国土交通大臣賞受賞につ
いて
（区政推進課）
都市公園等コンクールは、都市公園等の設計、施工、材料・工法・施設、管理運営において特に優秀な
作品について表彰を行います。
このたび「金沢八景権現山公園」が、国土交通大臣賞を受賞しましたので、お知らせいたします。
（配送物なし）
◆問合せ：区政推進課 ☎７８８－７７２９

（２）
「市民防災の日」金沢かわら版（１１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（１１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１１月）
Ⅱ 関係団体等
１ 「横浜金澤七福神」
、
「どんど焼き」のポスターの掲出依頼について
（一般社団法人 横浜金沢観光協会）
コロナウイルス感染症拡大防止を理由に、実施を見送ってきた金沢冬の風物詩である「横浜金澤七福
神」および「どんど焼き」を次のとおり開催します。
つきましては、ポスターの掲出をお願いいたします。
（掲示板）
◆第１９回 横浜金澤七福神
◇横浜金澤七福神
（順不同）
布袋尊
長 昌 寺
富岡東３－２３－２１
蛭子尊
富岡八幡宮
富岡東４－５－４１
福禄寿
正 法 院
釜利谷東３－４－２４
寿老人
寶 蔵 院
柴町２１４
毘沙門天
伝 心 寺
町屋町１６－２８
大黒天
龍 華 寺
洲崎町９－３１
弁財天
瀬戸神社
瀬戸１８－１４
◇御開帳
日時 令和５年１月１日(日・元日)～１月８日(日)
午前９時～午後４時
◇スタンプラリー＊記念品贈呈（先着１,０００名様）
日時 令和５年１月８日(日) ＊荒天時は中止
午前９時～午後４時
スタート ７寺社（どの寺社から出発しても可）
コ ー ス 自由（７寺社＋横浜・八景島シーパラダイス）
ゴ ー ル 横浜・八景島シーパラダイス（午後４時まで）
◆第２８回「どんど焼き」
１ 日時 令和５年１月２１日(土) ＊小雨決行、荒天の場合は中止
午前１０時～午後３時
火入れ時刻：午後１時（予定）
２ 会場 海の公園 砂浜
◆問合せ：横浜金沢観光協会☎７８０－３４３１
当日の問合せ(７時３０分から音声案内)
☎０５０－３１５９－６７９１（一部の携帯からはつながらない場合があります）

２ 「福祉かなざわ」第１２０号の発行について
（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１２０号を発行しました。是非ご覧ください。
（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１１月）
Ⅰ 行政関係
１ 相武隧道補修・補強工事の実施について
（道路局橋梁課）
日頃から横浜市の道路事業にご理解とご協力いただきありがとうございます。
県道原宿六ツ浦上にある相武隧道において、老朽化に伴う損傷が進行しているため、利用者の安全確保
のため補修・補強工事を実施します。
（各単会１部）
◆工事概要
１ 目的
過年度の点検及び詳細調査にて確認された変状について補修を行うとともに、トンネルの内側を補
強し、長寿命化を図ります。
２ 工期予定 令和４年１２月から本格的に工事に着手し、全体の工期として概ね４年間
３ 主な工種
内装板撤去工、塗装工、剥落防止工、ひび割れ補修工、裏込め注入工、電気工、補強工など
◆問合せ：横浜市道路局建設部橋梁課 ☎６７１－２７９６

２ 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について
（総務課）
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯
等に給付金を支給します。
（各単会１部）
◆給付金の概要
１ 趣旨
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税
世帯等に給付金を支給します。
２ 対象者
・住民税非課税世帯（基準日：令和４年９月３０日）
・家計急変世帯
３ 支給額 １世帯あたり５万円
４ 申請受付期間 令和４年１１月１５日から令和５年１月３１日まで（必着）
◆申請手続
１ 住民税非課税世帯
対象となる世帯には、横浜市からご案内をお送りします。（封筒見本別添）世帯の状況により、申
請方法は異なります。
２ 家計急変世帯
申請書の提出が必要です。「申請書」を各区の申請サポート窓口や市ウェブサイトを通じて入手し、
必要事項を記入の上、添付書類とともに郵送で提出してください。
◆緊急支援給付金に関する問合せ
１ 横浜市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金コールセンター
☎０１２０－０４５－３２０ ＦＡＸ：０１２０－３０３－４６４（耳の不自由な方のお問合せ用）
（９時から１９時まで。土日祝、１２月２９日から１月３日を除く。）
２ 申請サポート窓口（各区役所にて申請書の記入などをサポート）
（９時から１７時まで。土日祝、１２月２９日から１月３日を除く。）
※広報よこはま１１月号に申請方法等を掲載しています。
※横浜市民生委員児童委員協議会１１月理事会にて、同じ内容を情報提供させていただいております。
◆資料に関する問合せ：健康福祉局総務課臨時特別給付金担当 ☎６７１－４７５４

３ 「自治会町内会に対する依頼の見直しに向けたアンケート」の実施につ
いて
（市民局地域活動推進課）
自治会町内会の皆様がコロナ禍等を契機に、活動スタイルの見直しをされている中で、横浜市としまし
ても、それに対応した方向性を検討するためには、現状の把握や地域のニーズに寄り添うことが重要と考
えています。
そこで、令和２年度に実施しました「自治会町内会・地区連合町内会アンケート調査」で、
「行政からの
依頼事項」に対し、６１.１％の方が「負担だと感じるものがある」と回答したことをうけ、特に割合の多
かった「委嘱委員の推薦」及び「行政からの情報周知」について、自治会町内会長の皆様のお声をお聞か
せください。
（各単会１部）
◆回答方法：横浜市電子申請・届出システム、返信用封筒による調査票の郵送
◆回答期限：令和５年１月４日（水）
◆問合せ：市民局地域活動推進課 ☎６７１－２３１７

４ 民生委員・児童委員及び主任児童委員の一斉改選に伴う推薦結果につい
て
（健康福祉局地域支援課）
民生委員・児童委員の一斉改選につきましては、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。
（各単会１部）
◆委嘱状況
１ 民生委員・児童委員 現員２０８名（定数２４８名）
２ 主任児童委員 現員３０名（定数３２名）
また、民生委員のご推薦に関しまして、今後の改善の検討・実施につなげるため、自治会町内会長に向
けたアンケートを実施いたします。ご協力をお願いいたします。
◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８２０

５ 保健活動推進員の推薦について
（福祉保健課）
現在委嘱されている保健活動推進員の任期が、令和５年３月３１日をもって満了となります。次期の保
健活動推進員を委嘱するため、各自治会町内会からご推薦をお願いいたします。
（各単会１部）
◆任
期：２年間（令和５年４月１日～令和７年３月３１日） ※ただし、再任を妨げません。
◆職

務：地域の健康づくりの推進役、行政の健康施策のパートナーとして地域の健康づくり活動の
企画・実践等

◆推薦人数：各自治会・町内会から１名を目安として、地域の実状を反映し、必要に応じて複数名ご推薦
いただくことも可とします。
◆推薦名簿提出期限：令和５年２月２４日（金）
◆問 合 せ：福祉保健課 ☎７８８－７８４０

６ 新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行に備えた広報について
（健康福祉局健康安全課）
新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行に備え、①新型コロナの検査キットや解熱鎮痛薬等の
常備や感染予防対策の広報用チラシ、②ワクチンの接種間隔短縮について掲載した「ワクチンニュース Ｎ
ｏ.１８」を作成いたしました。これらについて各自治会町内会の掲示板への掲出をお願いします。
（掲示板・回覧）
①新型コロナの検査キットや解熱鎮痛薬等の常備や感染予防対策の広報用チラシ
◆新型コロナウイルス感染症に関する問合せ
横浜市新型コロナウイルス感染症コールセンター(２４時間)
☎０１２０－５４７－０５９、０４５－５５０－５５３０
ＦＡＸ：０４５－８４６－０５００
◆広報資料に関する問合せ：健康福祉局健康安全部健康安全課 ☎６７１－２４４５
②ワクチンニュース Ｎｏ.１８
◆新型コロナウイルスワクチンに関する問合せ
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(９時から１９時)
☎０１２０－０４５－０７０ ＦＡＸ：０５０－３５８８－７１９１
◆広報資料に関する問合せ
健康福祉局健康安全部健康安全課ワクチン接種調整等担当 ☎６７１－４８４１

７ 令和５・６年度 横浜市環境事業推進委員の推薦について
（資源循環局街の美化推進課）
環境事業推進委員については「ヨコハマ３Ｒ夢（スリム）プラン」を進めていくうえで大変重要な役割
を担っていただいています。つきましては令和３年度に委嘱しました環境事業推進委員の２年の任期が令
和５年３月末をもって満了となりますので、令和５・６年度の環境事業推進委員を各自治会・町内会から
ご推薦いただきますようお願いいたします。
（各単会１部）
◆任期（委嘱期間）
令和５年４月１日から２年間（令和７年３月３１日まで）
◆環境事業推進委員の主な活動
１ 自治会・町内会と連携したごみ減量による脱温暖化に向けた３Ｒ行動の推進
２ 自治会・町内会と連携した地域の清潔保持
３ 環境事業に関する意見及び情報の提供等
◆推薦基準
１ 自治会・町内会等と緊密な連携をとれる方
２ ３Ｒ行動の推進等の実践活動に積極的に取り組んでいただける方
３ ごみ集積場所において分別排出の普及啓発活動ができる方
※自治会・町内会から原則１名の御推薦を基本としますが、推薦人数につきましては、地域の実情に
応じて柔軟な対応とさせていただきます。また、ご推薦の際は、ご本人への確認をお願いいたします。
（再任可）
◆推薦書の提出期限 令和５年２月２４日（金）まで
◆その他
１ 市連会１１月定例会において、今回の依頼についてご説明いたしました。ご参考までにその資料を
同封いたします。
２ 推薦人数、提出期限等についてのお問い合せ・ご相談は、各区収集事務所で承ります。
３ これまで４月から５月頃に行ってきた委嘱式につきましては、新型コロナウイルス感染症の状況を
踏まえて開催の可否を検討し、改めてお知らせします。
◆推薦人数、提出期限等に関する問合せ：資源循環局金沢事務所 ☎７８１－３３７５
資料に関する問合せ：資源循環局街の美化推進課 ☎６７１－３８１７

８ 令和４年度自治会町内会長永年在職者表彰式（市長表彰）及び金沢区
自治会町内会長永年在職者表彰式（区長表彰）について （地域振興課）
永きにわたり自治会町内会長としてご尽力いただいている方々に対しまして、自治会町内会長永年在職
者として表彰いたします。
（各単会１部）
◆自治会町内会長永年在職者表彰式（市長表彰）及び金沢区自治会町内会長永年在職者表彰式（区長表彰）
１ 日時
令和５年３月７日（火）
（予定）
２ 会場（※検討中）
横浜テクノタワーホテル（福浦１－１－１ シーサイドライン「産業振興センター」駅）
例年、市長表彰につきましては、市庁舎にて表彰式を行っておりました。今年度は市長表彰、区長
表彰ともに区内で表彰式を開催します。会場につきましては横浜テクノタワーホテルで検討中です。
新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえ、１月区連会でご案内します。
３ 表彰の対象者
〇市長表彰状
自治会町内会長在職１５年以上（以降５年ごと）
、または地区連長在職２０年および３０年
〇市長感謝状
自治会町内会長在職１０年、または地区連長在職１０年
〇区長感謝状
自治会町内会長在職５年
※別紙「令和４年度 自治会町内会長永年在職者表彰対象者名簿」参照
◆自治会町内会長感謝会（※検討中）
例年、表彰式と同日に自治会町内会長のみなさまをお招きして実施している自治会町内会長感謝会につ
きましては、現在検討中のため、１月区連会でご案内させていただきます。
【参考】
令和元年度金沢区自治会町内会長感謝会
１ 日時
令和２年２月１３日（木）午後３時３０分～５時１０分予定 ※受付開始：午後３時から
２ 会場
横浜テクノタワーホテル ３階宴会場
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１

９ コロナ禍における地域活動推進費の活用事例について
（地域振興課）
今年度も新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以前のように活動ができていない自治会町内会
の皆様もあるかと思います。
そこで、改めてコロナ禍における地域活動推進費の活用事例をまとめましたので、情報提供いたします。
（各単会１部）
◆コロナ禍での活動例と代替活用例
１ コロナ禍で中止・休止・縮小となった活動
（例）定例会などの会合、清掃活動、防犯活動、盆踊り、お祭り 等
２ できなかった活動の代わりとして、地域活動推進費を活用したもの
（例）アクリルパネルや消毒液の購入、ごみ集積場所のリニューアル、掲示板の修繕、町内会用のパソ
コンの購入 等
※地域活動推進費の活用は、自治会町内会のみなさまでご相談いただき、適切に執行していただきます
ようお願いいたします
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１
その他資料に関する問合せ：市民局地域活動推進課 ☎６７１－２３１７

１０ 第３４期横浜市スポーツ推進委員候補者の推薦について
（地域振興課）
第３３期横浜市スポーツ推進委員の任期満了に伴い、各自治会町内会から第３４期横浜市スポーツ推進
委員候補者のご推薦をお願いいたします。
（各単会１部）
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０５

１１ 第５０回金沢区ロードレース大会 大会チラシの掲示依頼について
（地域振興課）
金沢区ロードレース大会を３年ぶりに開催いたします。広く区民の方々にご参加していただきたいと考
えておりますので、掲示板への大会チラシの掲示についてご協力をお願い申し上げます。
（掲示板）
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０５

１２ 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１１月）
Ⅱ 関係団体等
１ 令和４年度 年末の交通事故防止運動及び飲酒運転根絶強化月間につい
て
（金沢区安全・安心まちづくり推進協議会）
年末の交通事故防止運動が令和４年１２月１１日から２０日までの１０日間、飲酒運転根絶強化月間が
１２月１日から３１日までの 1 か月間実施されます。年末は交通量や飲酒の機会が増える傾向にあります。
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交通マナーの向上に取り組むことを通じて
交通事故を防止するため、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 ☎７８８－７８０１

２ 金沢区交通安全・防犯功労者並びに協力者の推薦について
（金沢区安全・安心まちづくり推進協議会）
金沢区において永年にわたり交通安全活動及び防犯活動を推進されている個人及び団体を表彰させてい
ただくために、自治会町内会長あてに該当される個人及び団体の有無について確認を依頼します。
（各単会１部）
◆提出期限 １２月２３日（金）
（必着）までに「功労者・協力者推薦依頼確認票」をご提出ください。
該当がない場合、提出は不要です。
◆問合せ：金沢区安全・安心まちづくり推進協議会事務局 ☎７８８－７８０１

３ 金沢区放課後児童クラブ児童募集ポスターの掲出依頼について
（横浜学童保育連絡協議会かなざわブロック）
令和５年度の金沢区内放課後児童クラブの新規児童募集を行います。つきましては、ポスターの掲出お
願いいたします。
（掲示板）
◆問合せ：横浜学童保育連絡協議会かなざわブロック
こども家庭支援課 ☎７８８－７７５３

４ 特別展「法会への招待―「称名寺聖教・金沢文庫文書」から読み解く中
世寺院の法会―」チラシの掲出依頼について
（神奈川県立金沢文庫）
特別展「法会への招待―「称名寺聖教・金沢文庫文書」から読み解く中世寺院の法会―」のご案内です。
中世寺院では法会と呼ばれる仏教儀礼が盛んにおこなわれていました。称名寺に伝わった資料群を読み
解きながら、中世寺院で行われた法会の豊穣な世界をご紹介します。
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 １２月２日（金）～令和５年１月２９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(１月９日は開館)
１２月２８日(水)～令和４年１月４日(水)、１月１０日(火)
◆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

５ 令和４年度 自治会町内会副会長永年在職者への感謝状の贈呈に関する
調査について
（金沢区町内会連合会）
金沢区自治会町内会副会長永年在職者表彰要綱に基づき、副会長永年在職者の方々に感謝状を贈呈いた
しますので、対象となる方の調査にご協力をお願いいたします。
（各単会１部）
◆提出書類 副会長永年在職者調査書（別紙）
◆提出期限 令和５年１月２０日（金）
＊該当者がいない場合は、調査書の提出は不要です。
◆基 準 日 平成５年３月３１日
◆表彰規定 ５年・１０年・１５年････以降５年毎の方が対象です。
◆問合せ：金沢区町内会連合会事務局 ☎７８０－３４３２

６ 令和５年度区民利用施設の職員募集に係るポスターの掲出および募集要
項回覧の依頼について
（ＮＰＯ法人金沢区民協働支援協会）
金沢区民協働支援協会が管理している地区センターおよびコミュニティハウス等の令和５年度区民利
用施設の職員を募集します。
つきましては、周知のため各自治会町内会へのポスターの掲出および募集要項の回覧をお願いいたし
ます。
（掲示板・回覧）
◆採用 令和５年４月 1 日から勤務
◆募集施設・人数 地区センター等主任
地区センタースタッフ
六浦スポーツ会館
コミュニティハウススタッフ

１名
６名
１名
１１名

◆応募用紙の配付 金沢区内の３地区センター（金沢、釜利谷、能見台）
、９コミュニティハウス（柳町、
並木、六浦南、小田、富岡、大道、西金沢、八景、並木北)、六浦スポーツ会館および
金沢区民協働支援協会事務局
◆募集締め切り

令和５年１月５日（木）まで（必着）

◆問合せ：金沢区民協働支援協会事務局 ☎７８８－０４５９

