第 1 部 金沢区町内会連合会定例会（令和元年６月）
Ⅰ 行政関係
１ 警察署管内犯罪・交通事故発生状況について
◆犯罪発生件数（令和元年５月末現在）
発生件数 ：２６９件（前年比 △９７件）
＜主な犯罪件数＞
空き巣 ：
４件（前年比 △８件）
振り込め ：
３５件（ 〃
７件）
自転車盗 ：
９６件（ 〃 △１０件）
ひったくり：
０件（ 〃
０件）

（金沢警察署）

【振り込め詐欺キーワード】
○還付金の返還手続きはＡＴＭではできません。
○必要があってお金を渡すときは、息子さんやお孫
さんの顔を確認してから渡すようにして下さい。
○警察官等がキャッシュカードを自宅に受け取り
に行くことは絶対にありません。

◎最近の犯罪傾向 デパート従業員を名乗るキャッシュカード手渡し型の詐欺が発生しています。

◆交通事故発生件数（令和元年５月末現在）
＜交通事故発生状況（人身事故・暫定値＞
発生件数 ： ２１８件（前年比△２０件）
死者数 ：
０件（ 〃
△１件）
負傷者数 ： ２４８件（ 〃 △１６件）

運転免許の自主返納について
１ 運転に不安を感じたら運転免許の自主返納を
しましょう
２ 運転適性相談を実施中です。
３ 免許の有効期限内の返納であれば身分証明と
して使用できる「運転経歴証明書」の発行が可能
です。一度発行すれば、原則更新の必要はなく、
協力企業の割引サービス等が受けられます。
（サービス内容は県警 HP に掲載）

◎最近の事故傾向 ５月中、金沢区内の人身事故発生件数は前年に比べ減少傾向でした。

区内の事故傾向として、高齢者の事故や自転車事故が多いので注意しましょう。

２ 「県民のまもり」第３０８号の回覧について

（金沢警察署）

県警広報紙「県民のまもり」第３０８号を発行しましたので、各自治会町内会への回覧をお願いし
ます。
（配送ルート）
◆問合せ：金沢警察署 ☎７８２－０１１０

３ 金沢区内火災・救急状況について

（金沢消防署）
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（備考）令和元年中の数値は速報値であり、確定値ではありません。放火欄は疑いを含みます。

４ 金沢シーサイドラインで発生した逆走事故について
（道路局企画課）
金沢シーサイドラインで６月１日（土）に発生した新杉田２０時１５分発並木中央行の列車の逆走
事故につきまして、道路局から事故の概要と現況について報告します。
（配送ルート）
◆問合せ：道路局企画課 ☎６７１－３５３２

５ ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくりについて
（政策局政策課）
昨年７月に国においてＩＲ（統合型リゾート）整備法が成立しました。
横浜市ではＩＲについて導入する・導入しないを判断していない状況ですが、日本型ＩＲ制度の分
析や、横浜における事業性などの調査を実施し、その結果を市会に報告しました。
ＩＲについては市民の皆様の関心が高いことから①平成３０年度調査結果の説明会を開催するこ
と、②調査結果の概要をお知らせします。
◆問合せ：政策局政策課 ☎６７１－４１３５

６ 「YOKOHAMA ビーチスポーツフェスタ 2019」の開催について
（市民局スポーツ振興課）
今年も金沢区海の公園を会場に、ビーチバレー、ビーチサッカー、ビーチハンド、ビーチテニスの
４競技の大会を開催します。加えて、今年はラグビー体験ブースやビーチタグラグビー大会も開催し
ます。また、７月２７日（土）
、８月３日（土）には競技開催前にビーチクリーン活動を実施します
ので、ぜひご参加ください。
なお、会場周辺の皆様におかれましては、ご理解・ご協力をお願いいたします。
つきましては、チラシについて各自治会町内会の掲示板への掲出とともに周知をお願いします。
（配送ルート）
◆日程及び競技スポーツ種目
(1) ７月２７日（土）
・２８日（日） ビーチハンド、ビーチテニス、ビーチサッカー
(2) ８月３日（土）
・４日（日）

ビーチバレー、ビーチサッカー

◆当日参加イベント
スタンドアップパドルボード、ビーチヨガ、ビーチフラッグなどのビーチならではのイベントやさ
わやかスポーツ、ラグビー重ねスタンプラリー、ビーサン跳ばし選手権など、どなたでも気軽に参加
できる楽しいイベントが満載です。さらに今話題のスラックラインを体験することができます。
◆問合せ：公益財団法人横浜市体育協会 スポーツ事業課 ☎６４０－００１８

７ 「横浜南部市場にぎわい創出事業」の工事の進捗について
（経済局南部市場活用課）
旧南部市場は「横浜市中央卸売市場の再編・機能強化に関する基本方針」に基づき、中央卸売市場
としては廃止し、本場を補完する加工・配送、流通の場（物流エリア）とするとともに、敷地の一部
を「賑わいの場」
（賑わいエリア）として活用していくこととしました。
「賑わいエリア」については、公募により選定した事業者（大和リース株式会社）に貸し付け、
「食」
を中心とした、にぎわいの創出を目的とする施設として、整備を進めています。
新たな複合商業施設である「ブランチ横浜南部市場」は、今年９月に開業する予定です。
（配送ルート）
◆「ブランチ横浜南部市場」の概要
(1) 整 備 運 営 者：大和リース株式会社
(2) 延 べ 床 面 積 等：20,427.98 ㎡、地上２階建て（店舗は１階のみ、２階は駐車場）
(3) 駐車場収容台数：775 台
(4) 店舗数（予定）：30 店舗（飲食・物販・サービス）
(5) コ ン セ プ ト：食のライブマーケット
◆問合せ：経済局南部市場活用課

☎４５９－３３１３

８ 横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度）５か年の実績概要
リーフレット及び横浜みどり税のチラシの回覧について
（環境創造局みどりアップ推進課）
横浜市では、
「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
一部にして「横浜みどりアップ計画」
（計画期間：平成 26-30 年度）を推進しています。
このたび、同計画の５か年（平成 26－30 年度）の主な事業実績や横浜みどり税の使いみちについ
てまとめたリーフレットを作成しましたので、自治会町内会への回覧をお願いします。
（配送ルート）

◆問合せ：環境創造局みどりアップ推進課

☎６７１－２７１２

９ よこはまプラスチック資源循環アクションプログラム（素案）
市民意見募集の実施について
（資源循環局政策調整課）
プラスチックによる海洋汚染が地球規模での課題となっています。横浜市では、日本最大の基礎
自治体として、市民・事業者の皆様とともにプラスチック対策に取り組んでいくため、
「よこはま
プラスチック資源循環アクションプログラム（素案）
」を策定しました。本素案について、幅広く
市民の皆様のご意見を伺うため、市民意見募集を実施します。
（配送ルート）
◆意見募集期間
◆意見の提出方法

６月２４日（月）～７月３１日（水）
(1) 郵送（消印有効） ※リーフレット添付の専用はがき切手不要
〒231－0013 横浜市中区住吉町１－１３ 松村ビル５Ｆ
横浜市資源循環局政策調整課
※直接受付もできます。
(2) ＦＡＸ ６４１－１８０７
(3) ホームページ（http://www.city.yokohama.lg.jp/ city-info/
yokohamashi/org/shigen/sonota/hoshin/plastic-program.html）
(4) 電子メール sj-plastic@city.yokohama.jp

◆素案冊子閲覧場所

金沢区資源化推進担当、広報相談係、市民情報センター、
資源循環局政策調整課、ホームページ

◆問合せ：資源循環局政策調整課 ☎６７１－２５０２

10 第４期金沢区地域福祉保健計画の策定に向けた、区民意識調査への
ご協力について
（福祉保健課）
５月の定例会でご案内させていただきましたとおり、第４期金沢区地域福祉保健計画（愛称：いき
いき金沢・ささえあいプラン）
（令和 3～7 年度）策定の基礎資料とするため、区民意識調査を実施し
ます。単位町内会長・自治会長へ調査票を配付しますのでご協力をお願いします。
（資 料 な し）
（配送ルート）
◆同調査票（黄色）は、地区社会福祉協議会、民生委員児童委員、保健活動推進員の皆さま
にも別途会合等で依頼・配布していますので、活動を兼務されている場合には、活動年数
が最も長いお立場で、１通のみご回答いただければ結構です。
◆上記アンケートの他に、区民アンケート（無作為抽出による区民対象）
（白色）がご自宅に
届く場合があります。この場合は、お手数ですが両調査にご協力をお願いします。
【調査票提出期限】７月１２日（金）
同封の返信用封筒（切手不要）に入れてポストにご投函ください。
◆問合せ

福祉保健課事業企画担当

☎７８８－７８２４

11 東京２０２０オリンピック・パラリンピック１年前イベント
「１ Year to Go!フェスティバル」について
（市民局オリンピック・パラリンピック推進課）
東京２０２０オリンピック・パラリンピック１年前イベント「１ Year to Go! フェスティバル」
について、市民の皆様に広く周知させていただくため、各自治会町内会において、ポスターの掲出を
お願いいたします。
（配送ルート）
◆開催日時 ７月１３日（土）１３：００～２０：００
◆会

場 横浜スタジアム

◆主 催 等 【主催】横浜市、
【共催】横浜商工会議所、公益財団法人横浜市体育協会
【協力(予定)】公益財団法人東京 2020 組織委員会、東京 2020 大会パートナー
オリンピック・パラリンピック等経済界競技会
◆内

容 東京２０２０ＰＲステージ、大盆踊り大会、パラスポーツ体験会ほか

◆問合せ：市民局オリンピック・パラリンピック推進課 ☎６７１－３６９０

12 その他
（１）
「市民防災の日」金沢かわら版（６月号）の発行について
「市民防災の日」金沢かわら版（６月号）を発行しましたので、御覧ください。
（配送ルート）
◆問合せ：金沢消防署 予防課 ☎ ７８１－０１１９

（２）
「金沢区統計要覧 2018-2019」のホームページ掲載
金沢区の各種統計数値等を紹介する「金沢区統計要覧 2018-2019」の PDF ファイルをホームペ
ージに掲載します。
◆「金沢区統計要覧」で検索してください。
≪ページアドレス≫
https://www.city.yokohama.lg.jp/kanazawa/kusei/tokei/toukeiyouran.html
◆問合せ：総務課 ☎７８８－７７１２

（３）横浜市衛生研究所の施設公開について
横浜市衛生研究所が施設公開を行います。夏休み期間中ですので、お子さま等の見学も歓迎して
おります。周知につきまして、ご協力をお願いいたします。
（配送ルート）
◆日時

８月３日（土） ９：３０～１６：００（最終受付１５：３０）

◆会場

横浜市衛生研究所（住所：横浜市金沢区富岡東二丁目７番１号） ※参加費無料

◆内容

衛生研究所の業務紹介展示や体験コーナー等
★金沢区役所健康づくり係の「おためし健康チェック」

★ミニセミナー（感染症・食中毒予防、風しん・麻しんについて）
◆問合せ：横浜市衛生研究所 ☎３７０－８４６０

Ⅱ 関係団体等
１ 第６９回社会を明るくする運動実施に伴うポスター掲示依頼に
ついて
（金沢保護司会）
第６９回「社会を明るくする運動」の実施にあたり、区民への周知・啓発を図るためポスター
の掲示をお願いいたします。
（配送ルート）
◆ 問合せ

金沢区保護司会
事務局 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（令和元年６月）
Ⅰ 行政関係
１ 「自治会町内会長のための金沢工場見学バスツアー」開催のご案内
（資源循環局金沢工場）
今年度も自治会町内会長向けの金沢工場見学バスツアーを開催いたしますので、ご参加いただきま
すようお願いいたします。
（配送ルート）
◆開催日時

９月１３日（金）１２：３０～１７：００

◆申請方法
７月 ９日（火）
（必着）までにご案内通知同封のハガキにて出欠をお知らせください。
なお、申込者多数の場合は、抽選とさせていただきますのであらかじめご了承ください。
◆問合せ：資源循環局 金沢工場 ☎７８４－９７１１

２ 令和元年度 横浜環境行動賞「ヨコハマ３Ｒ夢」推進者表彰の
推薦依頼について
（地域振興課資源化推進担当）
環境行政の一層の発展を図るとともに、
「ヨコハマ３Ｒ夢」の取組を地域に定着させていくため、
様々な活動により本市環境事業の推進に功績のあった個人または団体を表彰します。
つきましては、御多忙のところ恐縮ですが、
「ヨコハマ３Ｒ夢」行動の推進に功労のあった者及び
“清潔できれいな街づくり”の推進に功労のあった者をご推薦くださいますようお願いいたします。
（配送ルート）
１ 推薦対象
(1)「ヨコハマ３Ｒ夢」行動の推進に功労のあった個人・団体
(2) “清潔できれいな街づくり”の推進に功労のあった個人・団体
２ 提出について
(1)提出書類

01 推薦書・活動実績報告書（３R 夢・きれまち）

(2)提出期限

７月１２日（金）

(3)提 出 先

金沢区泥亀２－９－１ 金沢区地域振興課資源化推進担当 松本（６階 601）

(4)提出方法

FAX（７８８－１９３７）もしくは郵送でお願いします。

３ 表彰式
(1) 日

時

１１月１３日（水）１４：００～

(2) 会

場

開港記念会館（横浜市中区本町１－６）

◆問合せ：地域振興課資源化推進担当 ☎７８８－７８０８

３ 金沢区版エンディングノート「これから」について
（高齢・障害支援課）
今までの人生を振り返り、今後の人生をどのように過ごすかを考えるきっかけにしていただければ
という思いで、金沢区版エンディングノートを作成しました。チェック項目を多くし、簡単に記載で
きるようにしています。
区役所及び区内各ケアプラザで配布しています。
また、７月１８日（木）に関連映画の上映会及びノートの配布会を実施します。
チラシの回覧についてご協力をお願いいたします。
（配送ルート）
◆問合せ：高齢・障害支援課

☎７８８－７７７９

Ⅱ 関係団体等
１ 令和元年度金沢区青少年指導員協議会活動協力費の依頼について
（金沢区青少年指導員協議会）
金沢区青少年指導員協議会の青少年の健全育成の各種活動を円滑に推進するため、
活動協力費への協力依頼を各自治会町内会あて送ります。ご協力をお願いいたします。
（配送ルート）
◆活動協力費 １世帯あたり 1０円
◆納入方法
８月末までに指定の口座に同封の払込用紙によりお振込みを
お願いいたします。
◆問合せ

金沢区青少年指導員協議会
事務局：金沢区役所地域振興課内 ☎７８８－７８０５

２ 令和元年度金沢区体育協会の事業協力費の依頼について
（金沢区体育協会）
金沢区体育協会の事業運営を円滑に実施するため、事業協力費への協力依頼を各自治会町内会
あて送ります。ご協力をお願いいたします。
（配送ルート）
◆事業協力費 １世帯あたり ２０円
※７月末までに同封の「払込取扱票」によりお振込みを
お願いいたします。

◆問合せ

金沢区体育協会事務局（金沢スポーツセンター内）
☎ ７８２－９２３４

３ 「むし・虫・カブトムシ ! 展」及び「ナイト ZOO」のチラシの掲出依
頼について
（公益財団法人 横浜市緑の協会）
金沢動物園では、
「むし・虫・カブトムシ ! 展」と、８月の土日祝は、開園時間を延長して
「ナイト金沢 ZOO 」を開催します。週替わりのイベントで夏の夜を楽しめます。別添チラシの
掲出をお願いします。
（配送ルート）
（１）
「むし・虫・カブトムシ!展」では、カブトムシの観察ゾーンがオープン
します。
（8/18（日）まで）ヘラクレスオオカブト等の展示もあります。
◆日 時 令和元年７月13 日（土）～８月 25 日（日）※休園日は除く
（２）金沢動物園では８月の毎週土日の開園時間を延長し、
「ナイト金沢 ZOO 」を開催いた
します。
◆開園時間 ９時３０分～２０時３０分（最終入園１９時３０分）
◆飼育員のガイド
◆こどもまつり
◆ひかるどうぶつえん
（３）掲出希望期間
令和元年６月下旬～８月２５日（日）
◆問 合 せ

横浜市立金沢動物園

☎０４５－７８３－９１００

４ 「海の公園 海水浴場の開場」ポスター掲出依頼について
（公益財団法人 横浜市緑の協会）
各掲示板へ「海の公園 海水浴場の開場」周知用ポスター掲出をお願いします。
（配送ルート）

◆開場期間 ７月１３日（土）から８月３１日（土）

◆問 合 せ 公益財団法人横浜市緑の協会

☎７０１－３４５０

