
第 1部 金沢区町内会連合会定例会（令和５年３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５年２月末現在） 

発生件数 ：  １１４件（前年比 ＋２９件） 

＜主な犯罪件数＞ 

特殊詐欺 ：   ２２件（前年比 ＋１５件） 

侵 入 盗 ：   １１件（前年比  ＋９件） 

自転車盗 ：   ２３件（前年比  ±０件） 

ひったくり：    ０件（前年比  ±０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５年２月末現在） 

＜交通事故発生状況（暫定値）＞ 

発生件数 ：   ９８件（前年比  ＋７件） 

死 者 数 ：    １人（前年比  ＋１人） 

負傷者数 ：  １１４人（前年比 ＋１４人） 

４月の交通安全運動について 

４月５日から１１日までの７日間、「新入学児童・園

児を交通事故から守る運動」が実施されます。朝・夕の

登下校時間には、急な飛び出しがあることを予測し、運

転に十分注意しましょう。 

◎最近の傾向 ２月中、金沢区内の人身交通事故発生件数は前年に比べ、やや増加傾向でした。２月末までの

間、金沢区内で人身事故の発生が多かった地区は釜利谷東、富岡東、並木地区でした。 

◎金沢警察署交通安全標語「ハンドルを 握って嚙みしめ 責任感」 
 

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５年２月末現在） 

区分  ／  年 令和５年 令和４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 ５ ４ １ 

火災種別 

建物火災 ５ ４ １ 

林野火災 ０ ０ ０ 

車両火災 ０ ０ ０ 

船舶火災 ０ ０ ０ 

その他の火災 ０ ０ ０ 

損害程度 

焼損床面積（㎡） ０ ０ ０ 

死者 ０ ０ ０ 

負傷者 ０ ０ ０ 

主な 

出火原因 

こんろ ２ １ １ 

 ０ ０ ０ 

 ０ ０ ０ 

 ０ ０ ０ 

その他 ３ ３ ０ 

＜救急状況＞（金沢区内） 

区 分／年 別 令和５年 令和４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 ２，１１０ ２，０９５ １５ 

内 訳 

急病 １，４７３ １，４６１ １２ 

一般負傷 ３９２ ４０９ △１７ 

交通事故 ７９ ６９ １０ 

その他（自損・加害等） １６６ １５６ １０ 

（備考）令和５年中の数値は速報値であり、確定値ではありません。 



３ 「令和５年度横浜市市民活動保険」の周知及びリーフレットの配布につ 
いて                           （総務課） 
「横浜市市民活動保険」は、より住みやすい地域の実現のため、ボランティア活動をする方が安心して

活動を行えるように、市があらかじめ保険会社と保険契約を締結して運営しています。令和５年度もこれ

までと同様に、継続して実施します。 

事業周知のため、令和５年度版のリーフレットを３月の区連会資料に同封して各自治会町内会長あてに

お送りします。よろしくお願いいたします。 

（各単会１部） 

◆問合せ：総務課 ☎７８８－７７０５ 

 

４ 令和４年いきいき区民表彰受賞者について 

（総務課） 
令和４年いきいき区民表彰の受賞者が決定し、授賞式を行いましたので、ご報告いたします。 

（配送物なし） 

◆問合せ：総務課 ☎７８８－７７０５ 

 
５ その他 

（１）「市民防災の日」金沢かわら版（３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（３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５年３月） 

Ⅱ 関係団体等 

１ 令和５年度横浜市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） 

今年度の交通安全運動実施計画が策定されました。今季の取組「新入学児童・園児を交通事故から守る

運動」実施要綱と合わせて、皆様の地域の交通事故防止の活動にご活用ください。 

（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 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。自治会町内会での回覧をお願いいたします。 

（回覧） 

◆問合せ：金沢区青少年指導員協議会事務局 ☎７８８－７８０６ 

 
３ 「防犯かながわ」第１６２号について 

（金沢防犯協会） 
神奈川県防犯協会連合会が「防犯かながわ」第１６２号を発行しました。自治会町内会への回覧のご協

力をお願いいたします。 

（回覧） 

◆問合せ：金沢防犯協会 ☎７８８－５６５６ 

 



第２部 金沢区町内会連合会定例会（令和５年３月） 

Ⅰ 行政関係 

１ 令和５年度「町の防災組織」活動費補助金の交付申請及び前年度の活動

報告について                       （総務課） 
令和５年度も、自治会町内会等により組織されている「町の防災組織」が行う自主防災活動を支援しま

すので、補助金の申請手続きをお願いします。 

また、令和４年度に交付を受けている団体は、実績報告書をご提出ください。 

（各単会１部） 

◆提出期限：令和５年８月３１日 

 

◆問合せ：総務課 ☎７８８－７７０６ 

 
２ 令和５年度「金沢防災えんづくり補助金」の申請について 

（総務課） 
令和４年度に設立しました「金沢防災えんづくり補助金」について、令和５年度も「町の防災組織」に

よる防災活動をさらに充実していただくため、継続して実施いたします。 

（各単会１部） 

◆提出期限：１２月２２日 

 

◆問合せ：総務課 ☎７８８－７７０６ 

 

３ 緊急時情報システムの変更登録 及び 令和５年度訓練日程について 
（総務課） 

災害時等に迅速かつ確実に情報の受伝達を行うため、平成２７年度より緊急時情報システムを運用して

いますので、会長等の交代により登録者を変更される場合は、別添の「緊急時情報システム登録書」をご

提出いただきますようお願いいたします。（※変更がない場合はご提出不要です） 

また、本システムを使った訓練日程についても、あわせてお知らせしますので、訓練対応にご協力いた

だきますようお願い申し上げます。  

（各単会１部） 

◆問合せ：総務課 ☎７８８－７７０６ 

 

４ 令和５年度津波警報伝達システム試験放送の実施について 

（総務課） 
津波に対する避難意識向上と、区内１６か所に設置されている防災スピーカーの認知拡大を目的として、

令和５年度も「津波警報伝達システム」の試験放送を毎月実施します。 

（各単会１部） 

◆問合せ：総務課 ☎７８８－７７０６ 

 



５ 「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
の御礼及び単純集計結果（速報）について        （地域振興課） 
令和４年１１月区連会において依頼をさせていただきました「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」のご回答にご協力いただき、ありがとうございました。現在、集計分析を進めていると

ころですが、単純集計の速報版をまとめましたので情報提供いたします。 

いただいたご意見をもとに、自治会町内会の皆様の負担軽減に向けた本市の施策の検討等に活用してまい

ります。 

（各単会１部） 

◆アンケート回収状況 

電子申請： ６０６件 

郵送等：１，１３２件 

合 計：１，７３８件（回答率：６１.０％ 金沢区：７０．０％） 

 

◆アンケート結果について（※カッコ内の数字は、金沢区の数字です。） 

（１） 横浜市からの情報周知 

＜方法＞「資料＋説明」が適切（上位３位） 

・生命・財産に関するもの（防災関係、コロナ関連情報等）：６４％（５５％） 

・自治会町内会活動に関連するもの（補助事業の案内、先進的な活動事例等）：５７％（４９％） 

・市政・区政、施策の周知を目的とするもの（市の計画案内、市民意見募集等）：４４％（３７％） 

＜改善すべき点＞（上位３位） 

・資料の分かりやすさ：５２％（４９％） 

・情報量の多さ：４１％（３６％） 

・情報内容の精査（「広報よこはま」掲載情報の区連会議題からの除外）：３８％（３９％） 

 

（２）委嘱委員の推薦 

委嘱委員の候補者探しが「難しい」：５６％（６１％）、「やや難しい」：２８％（２８％） 

＜難しい理由＞（上位３位） 

・活動に充てる時間の余裕のない人や活動時間の合わない人が多かった：６７％（６６％） 

・地域での役割や活動の認知度が低く、理解を得にくかった：４９％（４５％） 

・委嘱委員の責任が重く、負担が大きいと考えている人が多かった：４９％（４６％） 

 

（３）候補者推薦における横浜市の関わり・支援のうち期待する取組(上位３位) 

委嘱委員の会議回数の減など業務量の削減：４７％（５０％） 

委嘱委員の業務内容説明資料の配付：３９％（３５％） 

地域活動人材の紹介など個別に相談できる環境：２６％（３６％） 

 

（４）民生委員・児童委員の推薦 

令和４年１２月一斉改選で候補者確保が特に難しかった理由（上位３位） 

民生委員の責任が重く、負担が大きいと考えている人が多かった：４６％（３９％） 

活動に充てる時間的余裕のない人や活動時間が合わない人が多かった：３５％（３４％） 

民生委員の業務量が多く、負担が大きいと考えている人が多かった：３４％（２６％） 

 

◆アンケートの内容などに関する問合せ：市民局地域活動推進課 ☎６７１－２３１７ 

健康福祉局地域支援課 ☎６７１－４０４６ 

資料に関する問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１ 

 



６ 令和５年度地域活動推進費の補助金申請について 
（地域振興課） 

自治会町内会や地区連合町内会が実施する公益的活動に係る経費や、地域に対して公益的な活動を行う

他団体が実施する事業への負担金や会費等について、支援、補助します。 

併せて、防犯灯維持管理費についても補助しますので、補助金申請手続きをお願いします。 

また、令和４年度に「地域活動推進費補助金」の交付を受けた団体は、「令和４年度地域活動推進費活動

実績報告書」を必ず御提出ください。 

「申請事務の手引き」及び「提出書類の様式」は、金沢区役所ホームページからも入手できます。 

 

※総会資料と併せて総会議事録の提出もお願いいたします。詳細については、依頼文および「申請事務

の手引き」をご覧ください。 

（各単会１部） 

◆金沢区役所ホームページ 「金沢区役所 自治会町内会」で検索 

 

◆提出期限 ８月３１日（木）まで 

 

◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１ 

 

７ 自治会町内会現況届の提出のお願いについて 

（地域振興課） 
自治会町内会現況届及び口座振替依頼書の提出をお願いします（毎年度）。 

認可地縁団体として法人化されている自治会町内会で、代表者や規約等の変更がある場合は、告示事項

変更届出書ならびに規約変更認可申請書の提出をお願いします。 

告示事項変更届出書及び規約変更認可申請書は、認可地縁団体（法人化された自治会町内会）にのみお送り

します。 

（各単会１部） 

◆金沢区役所ホームページ 「金沢区役所 自治会町内会」で検索 

 

◆自治会町内会現況届 

総会終了後、毎年度必ず提出してください。提出をもって、配送物の送付先等の更新をしています。 

※提出時期や配送物の内容により、更新前の配送先に配送されることがあります。 

 

◆口座振替依頼書 

総会終了後、毎年度必ず提出してください。 

 

【認可地縁団体のみ】 

◆告示事項変更届出書 

告示事項を変更（会長の変更等）した場合、提出してください。 

 

◆規約変更認可申請書 

規約を変更する場合、提出してください。 

（※規約中、会の目的、区域等の変更がある場合、併せて告示事項変更届出書の提出も必要です）。 

 

◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１ 

 



８ 令和５年度ＬＥＤ防犯灯整備事業について 
（地域振興課） 

令和５年度の電柱へのＬＥＤ防犯灯及び鋼管ポールＬＥＤ防犯灯の新設工事を行います。設置を希望す

る自治会町内会は、金沢区役所地域振興課にて申請書をお受け取りのうえご提出ください。 

（各単会１部） 

◆提出期限：令和５年５月３１日（水） 

 

◆提出先：金沢区役所地域振興課 

 

◆内容や資料に関する問合せ：市民局地域防犯支援課 ☎６７１－３７０９ 

提出に関する問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１ 

 

※例年、ＬＥＤ防犯灯整備事業と同時にご案内している「防犯カメラ設置補助制度」については、４月区

連会定例会でご案内いたします。それに伴い、例年６月末としている申請期限についても、７月末に延長

になる予定です。 

 

９ 自治会町内会長の皆様へのお礼と記念品について 

（地域振興課） 
日頃より、地域活動ならびに自治会町内会の維持・運営にご尽力いただいた会長の皆様へ、一年間の感

謝を表し、記念品をお送りいたします。 

（各単会１部） 

◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１ 

 
１０ 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５年３月） 

Ⅱ 関係団体等 
１ 金沢区保健活動推進員だより「きぼう」第１５号の発行について 

（金沢区保健活動推進員会） 
地域の健康づくりの推進役である金沢区保健活動推進員の活動等の周知を図るため、各自治会・町内会

での回覧をお願いいたします。 

（回覧） 

◆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 「第１８回自転車マナーアップ小学生大会」の開催について 

（金沢区安全・安心まちづくり推進協議会） 
自転車による交通事故を減少させるため、「第１８回自転車マナーアップ小学生大会」を開催します。例

年は、こども、保護者、高齢者の３世代の交流による自転車競技を通じ て、交通ルールとマナーを身につ

け交通事故の防止を図る大会ですが、令和５年度も令和４年度と同様、３世代ではなく小学生４人１チー

ムの大会とすることとし、小学校へ参加者取りまとめの依頼をしています。参考としてお知らせいたしま

す。 

（各単会１部） 

◆日時 令和５年５月２０日（土） １３：３０～１６：３０ 

 

◆場所 金沢地区センター 

 

◆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 令和５年度 日本赤十字社会費募集について 

（日本赤十字社金沢区地区委員会） 
自治会町内会を通じた日本赤十字社会費の募集にご協力をお願いいたします。 

（配送物なし） 

◆令和５年度 日本赤十字社会費 

１世帯当たりの金額（目安額） ２００円程度〔前年度と同額です〕 

 

◆資材調査について（郵送） 

３月下旬に各自治会・町内会長あてに資材調査の依頼をさせていただきます。 

 

◆実施時期 

５月（赤十字運動月間）～１２月末日まで（５月の区連会で改めて依頼いたします） 

 

◆問合せ：日本赤十字社金沢区地区委員会事務局 

（金沢区社会福祉協議会内） ☎７８８－６０８０ 

 



４ よこはまのどうぶつえん春のイベントのチラシの掲出依頼について 
（金沢動物園） 

金沢動物園を含めた横浜の動物園３園（よこはま動物園ズーラシア、野毛山動物園、金沢動物園）では

「よこはまのどうぶつえん春のイベント」を３月から５月にかけて開催します。 

つきましては、自治会町内会掲示板へ周知用チラシの掲示をお願いします。 

（掲示板） 

◆内容 

・パネル展 

・特別ガイド 

・クイズラリー ほか 

 

◆問合せ：金沢動物園 ☎７８３－９１００ 

 
５ 特別展「金沢文庫の肖像－国宝 四将像全幅公開－」チラシの掲出依頼に
ついて                   （神奈川県立金沢文庫） 
特別展「金沢文庫の肖像－国宝 四将像全幅公開－」のご案内です。 

県立金沢文庫に隣接する称名寺には、鎌倉幕府の要職を務めた金沢北条氏の歴代当主の肖像画（四将像）

や称名寺の開山となった妙性房審海をはじめ、西大寺流の僧侶像も多く伝えられています。本展ではこれ

らの肖像画と、関連する古文書、聖教、肖像画に描かれた法衣や法具などの関連資料を合わせてご覧いた

だきます。 

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 ３月３１日（金）～５月２１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 

５月１日(月)は開館します。 
 

◆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、Ｔｗｉｔｔｅｒ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 

 
６ 「関東学院大学２０２３年度春学期公開講座」のチラシ回覧について 

（関東学院大学社会連携センター） 
２０２３年度春学期公開講座の周知を図るため、講座チラシの回覧をお願いします。公開講座内容の詳細
は、社会連携センターへお問い合わせください。最新（２０２３春）のガイドブックを無料で送付します。 

（回覧） 

◆受付開始 ４月１日（土）から 

 

◆受付時間 平日 ９時～１６時 

土曜日 ９時～１２時 

 

◆問合せ：関東学院大学 社会連携センター ☎７８６－７８９２ 

Ｅメール：renkei@kanto-gakuin.ac.jp 

 
 


