
第 1部 金沢区町内会連合会定例会（令和５年１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１２月末現在） 

発生件数 ：  ６５８件（前年比 ＋２５件） 

＜主な犯罪件数＞ 

特殊詐欺 ：   ７２件（前年比 ＋１６件） 

侵 入 盗 ：   ３４件（前年比  ＋４件） 

自転車盗 ：  １６１件（前年比  ＋８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１２末現在） 

＜交通事故発生状況（暫定値）＞ 

発生件数 ：  ５０６件（前年比 －５７件） 

死 者 数 ：    ２人（前年比  ＋１人） 

負傷者数 ：  ５７４人（前年比 －６０人） 

運転免許の自主返納について 

運転に不安を感じたら運転免許の自主返納を検討・相

談しましょう。 

有効期限内の返納で運転経歴証明書の発行が可能で

す。 

◎最近の傾向 令和４年中の金沢区内の人身交通事故の発生件数は前年比５７件減少しました。金沢区内で人

身事故の発生が多い地区は、釜利谷東、六浦、富岡東地区でした。残念ながら昨年暮れ、１２月２５日に交通

死亡事故が発生し、１名の方がお亡くなりになりました。神奈川県内でお亡くなりになられた方は、１１３名

で前年に比べて２９名減少しました。 

◎金沢警察署交通安全標語「ディスタンス 車と車も 適切に」 
 

 

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１２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 ２１ ３６ △１５ 

火災種別 

建物火災 １４ ２３ △９ 

車両火災 ３ ４ △１ 

その他の火災 ４ ９ △５ 

損害程度 

焼損床面積（㎡） １６７ ２６２ △９５ 

死者 ０ １ △１ 

負傷者 ４ ５ △１ 

主な 

出火原因 

たばこ ４ １ ３ 

こんろ ３ ８ △５ 

電気機器 ３ ３ ０ 

マッチ・ライター ２ １ １ 

その他 ９ ２３ △１４ 

＜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 １２，８４９ １１，１８７ １，６６２ 

内 訳 

急病 ９，０４１ ７，４８４ １，５５７ 

一般負傷 ２，３３１ ２，１２７ ２０４ 

交通事故 ４３１ ４８９ △５８ 

その他（自損・加害等） １，０４６ １，０８７ △４１ 

（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 山下ふ頭再開発に係る意見募集への協力について 
（港湾局山下ふ頭再開発調整課） 

山下ふ頭再開発の新たな事業計画策定に向け、前回の市民意見募集等の結果を踏まえ、より具体的な再

開発のイメージや導入機能などを伺うため、令和４年11月22日から市民意見募集を開始しましたので、応

募のご協力をお願い申し上げます。 

（各単会１部） 

資格募集期間 

令和４年１１月２２日（火）から５年２月２８日（火）まで 

 

◆応募方法 

１ リーフレット付属はがき 

２ インターネット入力フォーム 

・スマートフォン：QRコードからアクセス 

・パソコン：市（港湾局）のホームページからアクセス 

 

◆リーフレット配布場所 

１ 市民情報センター（市庁舎３階） 

２ １８区役所広報相談係 

３ 主要鉄道駅、各図書館及び各行政サービスコーナーのＰＲボックス 

４ 青少年地域活動拠点 

 

◆今後の進め方 

・令和１２年頃（２０３０年頃）の山下ふ頭再開発の供用を目標とし、次のとおり進めますが、詳細な 

スケジュールは今後の検討の中で設定していきます。 

・令和４年１１月２２日 市民意見募集等の開始（令和５年２月２８日まで） 

・令和５年春頃～ 地域の関係者や有識者等からなる委員会の設置、新たな事業計画策定、事業者募集、 

事業予定者決定 

・令和８年度頃 山下ふ頭再開発事業化 

 

◆問合せ：港湾局山下ふ頭再開発調整課 ☎６７１－７３１５ 

 

４ 小柴自然公園第1期エリアの開園見込みについて 

（環境創造局公園緑地整備課） 
小柴自然公園第１期エリアにつきましては、令和４年度末頃の開園を目指していましたが、工事の遅れ

が生じていることから、開園見込みを令和５年夏頃とします。具体的な日程については、決まり次第ご報

告いたします。 

（配送物なし） 

◆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 

 

◆問合せ：環境創造局公園緑地整備課 ☎６７1－４６１１ 



５ 令和４年度金沢区防災講演会の開催について 

（総務課） 
令和４年度金沢区防災講演会を下記の日程で開催いたします。つきましては、チラシの掲示をお願いい

たします。 

（掲示板） 

◆日時 

令和５年２月２１日（火）１４：３０～１６：００（１４：００開場） 

◆会場 

金沢公会堂 講堂 

◆タイトル 

「災害時のトイレ問題について考えよう～事前に備えておきたい災害時のトイレ対策」 

◆講師 加藤 篤（ＮＰＯ法人日本トイレ研究所） 

◆対象 一般市民５００人 

◆料金 無料 

◆申込方法 申込フォーム（区ＨＰ、メール、ＦＡＸ） 

◆申込期間 １／２０（金）～２／１３（月） 

◆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３号及び第４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た内容等について、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 令和４年度 金沢区福祉保健のつどいの開催について 

（福祉保健課） 
令和４年度 福祉保健のつどいを開催します。つきましては、自治会町内会の掲示板へのポスター（Ａ

４）掲出をお願いします。 

（掲示板） 

◆日時：令和５年３月４日（土） １３：３０～１６：００（１３：００開場） 

 

◆会場：金沢公会堂 

 

◆内容：第１部 第４８回 金沢区社会福祉功労者表彰及び感謝式典 

第２部 シンポジウム「誰もがお互いを尊重しともに支えあう地域へ」 

区内で行われている活動を３事例ご報告いただき、意見交換します。 

 

※事前申込制となります。１月の広報よこはまにて周知させていただき、一般２５０名の先着となります。

定員の中に地区社協（1地区５～７名）枠を設けます。地区社協枠については１月２０日の地区社協事務

局長会議で詳細を案内しています。 

 

◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８２４ 

 



８ 令和５年春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５年春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。 

（配送物なし） 

◆問合せ：地域振興課地域力推進担当 ☎７８８－７８０９ 

 

９ 「地域づくり金沢区フォーラム２０２３」の開催とご出席のお願いにつ
いて                         （地域振興課） 
令和４年度「キャンパスタウン金沢」サポート事業補助金を活用し、地域で活動する区内大学の学生が

活動内容を各々発表するなど、交流を図ります。 

また、「地域に活動内容を知ってもらうこと」、「活動団体同士がお互いの活動内容を知ること」及び「地

域と学生が積極的な意見交換を行うこと」により、地域と大学との連携を醸成し、地域活動の活性化を促

します。 

つきましては、団体や地域の枠を超えたつながりを築き、活動のヒントを得る機会でもありますので、

各地区連合１～２名のご出席をお願いいたします。 

（配送物なし） 

◆問合せ：地域振興課地域力推進担当 ☎７８８－７８０９ 

 

１０ 「春の火災予防運動」に伴うポスターの掲出及び駅頭広報の実施につ

いて                  （金沢消防署総務・予防課） 
３月の「春の火災予防運動」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。また、金沢

文庫駅において、駅頭広報を実施いたしますので、ご協力お願いいたします。 

（掲示板） 

◆実施期間  令和５年３月１日（水）から令和５年３月７日（火）まで 

◆全国統一防火標語  『お出かけは マスク戸締り 火の用心』 

◆駅頭広報  京浜急行電鉄 金沢文庫駅周辺  日時 ２月２８日（火）午後６時～６時３０分 

 

◆問合せ：金沢消防署総務・予防課 ☎７８１－０１１９ 

 
１１ その他 

（１）「市民防災の日」金沢かわら版（１２・１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（１２・１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）地域力通信ハーモニー令和４年度第４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４号」を発行いたしました。今号では、地域のクリーン活

動、お祭り、運動会などをご紹介させていただきます。また、秋期地区推進連絡会が１２地区で開催され

ましたことをご報告させていただきます。 

自治会町内会での共有と可能な範囲での回覧のご協力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 

 

（３）令和４年度及び令和５年度 金沢区主要行事日程一覧について 

（地域振興課） 
１０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」を更新しました。また、「令和

５年度金沢区主要行事日程一覧」も作成いたしましたので、併せてご確認ください。 

（各単会１部） 

◆問合せ：地域振興課地域力推進担当 ☎７８８－７８０９ 

 

 

 
 



第１部 金沢区町内会連合会定例会（令和５年１月） 

 

Ⅱ 関係団体等 

１ 「横浜南税務署からのお知らせ」の掲示について 

（横浜南税務署） 
税務署における申告書作成会場の開設期間やパソコンやスマホを利用した確定申告についての情報を

掲載した「横浜南税務署からのお知らせ」を金沢区民の方へ広く周知・広報を行いたいと思いますので、

掲示及び回覧をお願いいたします。 

（掲示板・回覧） 
◆問合せ：横浜南税務署 個人課税部門 ☎７８９－３７３１ 

 

２ 金沢区民生委員児童委員協議会広報誌「かなざわ民児協だより第５８号」

の配布について          （金沢区民生委員児童委員協議会） 
民生委員児童委員の活動を広く知っていただくため、金沢区民生委員児童委員協議会の広報誌「かなざ

わ民児協だより第５８号」を発行しました。つきましては、可能な範囲で自治会・町内会への回覧をお願

いいたします。 

（回覧） 

◆問合せ：金沢区民生委員児童委員協議会（福祉保健課内） ☎７８８－７８２０ 

 



第２部 金沢区町内会連合会定例会（令和５年１月） 

Ⅰ 行政関係 

１ 第２０回統一地方選挙執行に伴う依頼について 

（総務課） 
第２０回統一地方選挙執行にあたりまして、自治会・町内会の皆様のご協力を必要とする事項について

依頼いたします。 

（各単会１部） 

◆依頼事項 

１ 当日投票所の投票管理者・立会人・事務従事者のご推薦 

２ 期日前投票所の投票立会人のご推薦 

３ 選挙公報の配布 

４ 選挙啓発（ＰＲ）ポスターの掲出及び選挙啓発チラシの回覧 

 

◆問合せ：総務課 ☎７８８－７７１２ 

 
２ 横浜市金沢区明るい選挙推進協議会推進員の推薦依頼について 

（総務課） 
当協議会の推進員（任期２年）の任期が、令和５年３月３１日をもって満了となります。つきましては、

新たに推進員を推薦くださいますようお願いいたします。 

（各単会１部） 

◆推薦人数 

推進員 １名 

 

◆任期 ２年 

（期間 令和５年４月１日～令和７年３月３１日） 

 

◆問合せ：総務課 ☎７８８－７７１３ 

 

３ ２月の新型コロナワクチン集団接種会場について 
（総務課） 

横浜市では、新型コロナワクチン（オミクロン株対応ワクチン）について、個別接種を中心としながら、

集団接種会場でも接種を進めています。 

このたび、２月の集団接種体制について決定しましたので、お知らせいたします。 

個別接種を実施している医療機関では、新型コロナワクチンの特例臨時接種期間の３月末まで引き続き

接種を受けることができますが、既に接種希望者が集中する時期を過ぎているため集団接種会場は２月を

もって閉場いたします。集団接種会場での接種を希望する方は、お早めの接種をご検討ください。 

また、集団接種会場となっておりました並木中央会場での接種は、１月２８日（土）で終了するため、

お知らせさせていただきます。 

（各単会１部） 

◆問合せ：総務課 ☎７８８－７７０６ 

 



４ 横浜市西柴地域ケアプラザ・横浜市西柴コミュニティハウスの開所につ
いて                         （福祉保健課） 

（地域振興課） 
令和５年３月１日に横浜市西柴地域ケアプラザ・横浜市西柴コミュニティハウスが開所いたします。開

所に先立ちまして、開所式を開催いたします。また、新たな地域ケアプラザの開設に合わせて、既存の地

域ケアプラザを含めた地域包括支援センター担当圏域を変更します。 

（配送物なし） 

◆開所式 

・日時 令和５年２月１６日（木）午後３時から 

・会場 横浜市西柴地域ケアプラザ・横浜市西柴コミュニティハウス（柴町３４３－５） 

 

◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８２４ 

 

５ 令和４年度「自治会町内会のための講習会」収録動画のＹｏｕＴｕｂｅ

配信について                （市民局地域活動推進課） 
令和４年度の「自治会町内会のための講習会」については、新型コロナウイルス感染症の影響により集

合形式から変更し、より多くの自治会町内会の皆様に講習会の内容をご紹介するため、講習会内容を収録

した動画をＹｏｕＴｕｂｅ配信いたします。 

つきましては、別紙の通りご案内いたしますので、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。 

（各単会１部） 

◆配信内容、配信期間 

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） 

配信期間：令和５年２月１０日（金）～令和５年３月１０日（金） 

https://www.youtube.com/watch?v=4BtEC3VrroQ 

横浜市と横浜市町内会連合会が協働し、制作いたしました。 

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「コロナ禍における自治会活動～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 

 

◆配信期間：令和５年２月１日（水）～令和６年３月３１日（日） 

「横浜市 自治会町内会への加入促進」で検索 

◆その他 

事例発表について、ご質問がございましたら、電子申請・届出システム※でお問合せください。 

※トップページ「手続き一覧（個人向け）」->キーワード検索「自治会 講習会」でも検索できます。 

※ご質問は令和５年２月１日（水）午前９時から令和５年３月３１日（金）午後５時までの受け付けと 

なります。 

ご質問に対する回答は、横浜市ホームページ「横浜市 自治会町内会への加入促進で検索」に掲載予定 

です。 

 

◆講習会に関する問合せ：市民局地域活動推進課 ☎６７１－２３１７ 

 



６ 「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」へのご協力
に関する再度のお願いについて        （市民局地域活動推進課） 
１１月の市連会・区連会を通じて標記アンケートへのご協力をお願いしたところですが、残念ながら、

回答率が伸び悩んでおります。アンケートフォームへのアクセスのしやすさなど、これまでにいただいた

ご意見を踏まえて改善を加え、回答期限につきましても１月末まで延長いたしましたので、まだご回答い

ただいていない自治会町内会長の皆様におかれましては、何卒ご回答にご協力くださいますようお願い申

し上げます。 

（各単会１部） 

◆回答方法：横浜市電子申請・届出システム、１１月に配付した返信用封筒による調査票の郵送 

 

◆回答期限：令和５年１月３１日（火） 

 

◆アンケートに関する問合せ：市民局地域活動推進課 ☎６７１－２３１７ 

 

７ 令和４年度自治会町内会長感謝会の開催について 

（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感謝の意を表するため、自治会町内会

長感謝会を開催します。感謝会では、自治会町内会長永年在職者表彰式を実施するほか、表彰式後にささ

やかではございますが、日頃より地域活動にご尽力いただいている自治会町内会長のみなさまを対象にし

た懇親会を開催いたします。 

（各単会１部） 

◆自治会町内会長感謝会 

１ 日時 

令和５年３月７日（火） 午後３時～午後４時３０分（予定） 

※受付開始は午後２時３０分からとなります。 

２ 会場 

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。 

３ 内容 

（１）自治会町内会長永年在職者市長表彰式及び区長表彰式（午後３時～） 

（２）懇親会（午後３時４５分～） 

新型コロナウイルスの感染予防対策を講じた上で、飲み物（アルコール含む）、軽食の提供を含む立 

食形式での実施を検討しています。（歓談の時間は例年より短時間とする予定です。）詳細は２月の区 

連会でお知らせいたします。 

※表彰対象者につきましては、「令和４年度 自治会町内会長永年在職者表彰対象者名簿」ご参照くださ 

い。 

４ 出欠について 

配送ルートにより「ご出席確認票」を送付しておりますので、令和５年２月１０日（金）までにご 

回答下さいますようお願いいたします。 

５ その他 

新型コロナウイルス感染症など社会情勢の状況により実施内容が変更となる場合がございますの 

で、あらかじめ御了承ください。 

 

◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１ 

 



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 

 

 


