1 部 金沢区町内会連合会定例会（令和２年１１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２年１０月末現在）
発生件数 ：
４８５件（前年比△１４１件）
＜主な犯罪件数＞
空き巣 ：
４件（ 〃 △１８件）
特殊詐欺 ：
４６件（ 〃 △２９件）
自転車盗 ：
１１０件（ 〃 △１１８件）
ひったくり：
１件（ 〃
±０件）
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（金沢警察署）

○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！」
○留守番電話設定のお願い！
「犯人は留守番電話を嫌います！」
「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 警察官を名乗るキャッシュカード詐欺盗が発生しています。
年末の交通事故防止運動
１２月１１日から１２月２０日まで
飲酒運転根絶強化月間
１２月１日から１２月３１日まで

◆交通事故発生件数（令和２年１０月末現在）
＜交通事故発生状況（人身事故・暫定値）＞
発生件数 ：
４２４件（前年比 △１９件）
死者数 ：
３件（ 〃
３件）
負傷者数 ：
４９３件（ 〃
△７件）

◎最近の傾向 夜間の交通事故が増加しています。夜間、車を運転する際は、上向きライトを活用しましょう。

２ 金沢区内火災・救急状況について

（金沢消防署）

＜火災状況＞（金沢区内）
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＜救急状況＞（金沢区内）
区分

内 訳

／

年

※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)
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☎０４５２３２-７１１９
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（備考）令和２年中の数値は速報値であり、確定値ではありません。放火欄については、疑いを含みます。

３ 並木交番の統合について

（金沢警察署）

令和３年度末（令和４年３月）をもって、金沢警察署並木交番を、隣接の富岡・幸浦の両交番へ統
合いたします。
◆問合せ：金沢警察署 ☎７８２－０１１０

４ 令和３年金沢区消防出初式・新年をお祝いする会について
（金沢消防署）
（総務課）
新年行事として例年実施している「金沢区消防出初式」及び「金沢区賀詞交歓会」について、令和
３年は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、
「金沢区消防出初式・新年をお祝いする会」とし
て合同で開催します。

（各単会１部）

◆概要
（１）日時

令和３年１月５日（火） 午前１０時から１１時２０分まで

（２）場所

金沢公会堂（泥亀二丁目９番１号）

（３）主な実施内容 ・木遣り、纏振込み
・消防関係表彰
・区民栄誉賞等表彰
◆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）
金沢区賀詞交歓会実行委員会（事務局：金沢区総務課庶務係 ☎７８８－７７０５）

５ 横浜ＩＲ（統合型リゾート）について

（都市整備局ＩＲ推進課）

１ 広報よこはま特別号の発行について
横浜ＩＲの方向性やＲＦＣの結果概要等を市民の皆様にわかりやすくご説明するために「広報よ
こはま特別号」を 11 月中旬に発行します。
２ 市民向け事業説明会について
横浜ＩＲについて、市民の皆様により深く御理解いただくために、令和３年２月以降で事業説明
会の開催を検討しています。
３ 横浜イノベーションＩＲ協議会の開催について
特定複合観光施設区域整備法（ＩＲ整備法）では、実施方針の策定や民間事業者の選定等にあた
り、本市では、県及び公安委員会等と円滑な連携を図るため、協議会を設置・開催します。
（各単会１部）
◆問合せ：都市整備局ＩＲ推進課 ☎６７１－４１３５

６ 「動画で防災を学ぼう！！」について

（総務課）

新型コロナウイルス感染症への感染警戒が続くなか、自宅でも災害への備えについて学べる防災動
画を本市ホームページに掲載いたしましたので、ぜひ、ご覧ください。

（各単会１部）

◆動画リンク先
「横浜市 動画で防災を学ぼう」で検索
◆問合せ：総務課 ☎７８８－７７０６

７ その他
（１）金沢区コミュニティサロン・ガイドブック「かなサロ」の作成及び区
民利用施設での配架について
（地域振興課）
金沢区では８団体９か所のコミュニティサロンと協働し「金沢区つながりステーション」として、
“地域による地域の居場所”であるコミュニティサロンの周知に努めています。
このたび、これらのコミュニティサロンを紹介するガイドブックを作成しました。各サロンの特色
や活動の様子を紹介していますので、ぜひ、ご覧ください。

（各単会１部）

◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０６

（２）地域力通信ハーモニー令和２年度第３号の配布について（地域振興課）
金沢区地域情報誌「ハーモニー第３号」を発行しました。今号では、新型コロナウイルス感染症対
策を工夫して再開した活動を取材しました。ぜひ、ご覧ください。

（各単会１部）

◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０９

（３）
「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。
（各単会１部）
◆問合せ：金沢消防署総務・予防課 ☎７８１－０１１９

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）
令和３年２月に開催する「税理士による無料申告相談」は、新型コロナウイルス感染防止対策
として、年金受給者及び給与所得者の方のみを対象に「電話による事前予約制」で開催いたし
ます。
つきましては、
予約受付期間や予約専用電話番号等を記載した
「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、掲示をお願いいたします。
（掲示板）
◆税理士による無料申告相談（事前予約制）
（１）事前予約受付期間（土日を除く）
１２月７日（月）～１８日（金） 午前９時～午後５時
（２）事前予約専用電話
０４５－２７９－５６２０
※ 相談日程（土日を除く）
令和３年２月２日（火）～９日（火） ＠ウィリング横浜
※税務署からの「案内はがき」をご確認・ご持参ください。
◆問合せ：横浜南税務署 ☎７８９－３７３１

２「更生保護かなざわ第９１号」の発行について
（横浜市金沢区社会福祉協議会）
「更生保護かなざわ第９１号」を発行しました。
（各単会１部）
◆問合せ：横浜市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２年１１月）
Ⅰ 行政関係
１ 令和２年度金沢区自治会町内会長永年在職者表彰式の開催について
（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対しまして、微意ではございま
すが感謝の意を表したく、表彰式を開催させていただきます。
なお、現在新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、例年開催しております、金沢区自治
会町内会長感謝会（懇親会）につきましては、今年度は中止とさせていただきます。自治会町内会
長の皆様には、後日お礼のお品をお送りさせていただきます。

（各単会１部）

※ 表彰対象者の皆様には、別途ご案内致します。
◆日時
令和３年２月２２日（月）午後１時１５分から午後１時４５分
※ 受付開始：午後１２時４５分から
◆会場
金沢公会堂 会議室
◆ 内容
（１）市長表彰記念品贈呈
ア 自治会町内会長及び地区連合町内会長の通算在職期間が１０ 年に達した方及びその後の
在職期間が５年ごとに達した方
イ 地区連合町内会長の在職期間が１０ 年に達した者及びその後の在職期間が１０ 年ごとに
達した方
（２）区長表彰
自治会町内会長及び地区連合町内会長の通算在職期間が５年に達した方
※ 市長表彰式は、令和３年２月１６日（火）に開催予定です。詳細につきましては、対象の方
に後日お知らせ致します。
◆出席者
（１）令和２年度金沢区自治会町内会長永年在職者表彰式 表彰対象者（別紙参照）
（２）金沢区地区連合自治会町内会長（１４地区）
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１

２ 第３３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３２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３３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）

◆概要
（１）任期：２年間（令和３年４月１日～令和５年３月３１日）
（２）依頼人数：自治会町内会または、地区連合町内会で協議の上、原則として、各自治会町内
会から１名を推薦してください。
（３）推薦基準：２０歳以上の横浜市在住者のうち、新任者は改選期日現在で原則６５歳未満、
再任の場合は、改選期日現在原則７０歳未満で、かつ次の要件のいずれかに該当する者
ア 社会的信望があり、スポーツに深い関心と理解のあること。
イ 地域などで、熱意をもってスポーツ大会や各種スポーツ教室の企画・運営をし、指導・助
言のできること。
ウ スポーツ活動・行事に積極的に参加できること。
（４）推薦期限：令和３年２月２６日（金）
（５）提出先：地域振興課 区民活動支援担当
◆問合せ：地域振興課区民活動支援担当 ☎７８８－７８０５

３ 令和３年・４年 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。つきましては令和元年度に委嘱しました境事業推進委員の
２年の任期が令和３年３月末をもって満了となりますので、令和３・４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）

◆委嘱期間
令和３年４月１日から２年間（令和５年３月３１日まで）
◆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
◆推薦人数
各自治会・町内会から１名の推薦を基本としますが、推薦人数については地域の実情に応じ、
柔軟に対応いたします。
（再任可）
◆推薦書の提出期限
令和３年２月２６日（金）までに、資源循環局金沢事務所に御返送願います。
◆問合せ：資源循環局街の美化推進課 ☎６７１－３８１７
資源循環局金沢事務所 ☎７８１－３３７５

４ 横浜市保健活動推進員の改選に伴う推薦について

（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３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、各自治会町内会に推薦をお願いします。 （各単会１部）
◆任期

令和３年４月１日～令和５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
数御推薦いただくことも可とします。
◆推薦名簿 令和３年２月２６日（金）
提出期限
◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８４０

５ 金沢区保健活動推進員会からのお知らせの掲出依頼について
（福祉保健課）
金沢区保健活動推進員会が発行する啓発チラシ「感染症対策の基本『手洗い』
『咳エチケット』
」
につきまして、各自治会町内会の掲示板への掲出をお願いいたします。

（掲示板）

◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８４０

６ 西柴中学校域の地域ケアプラザ・コミュニティハウスの開設に伴う地域
包括支援センター担当圏域の変更等について
（福祉保健課）
令和４年４月に、西柴中学校域の地域ケアプラザを、コミュニティハウス、特別養護老人ホー
ムとの合築の複合施設として、柴町のログ金沢跡地に開設する予定です。

（各単会１部）

◆担当圏域 新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。
◆変更時期 釜利谷地区は令和３年４月、その他の地区は令和４年４月です。
◆名 称 案 「西柴地域ケアプラザ・コミュニティハウス」とします。
◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８２４

７ 令和３年春期地区推進連絡会の開催及び今後の地域福祉保健計画地区別
計画の進め方について
（地域振興課）
（福祉保健課）
令和３年春期地区推進連絡会の開催及び今後の地域福祉保健計画地区別計画の進め方についてご
説明いたします。
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０９
福祉保健課 ☎７８８－７８２４

８ 令和２年度「地域づくり塾かなざわ」について
（地域振興課）
（金沢区社会福祉協議会）
例年実施している「地域づくり塾かなざわ」事業につきましては、今年度は修了生を対象とした
フォローアップ研修として開催することといたしました。
広く募集はいたしませんので、お知らせのみとさせていただきます。
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０９

９ 第１０回金沢ラウンジフェスティバル 世界のみんなと輪になって～東
京２０２０オリンピック・パラリンピックまであと半年！～（地域振興課）
令和３年１月１６日（土）１３時～１５時３０分（開場：１２時３０分）に金沢公会堂でトップ
アスリートによるトークショーや様々な国の民族衣装によるファッションショーなど、世界の文化
を身近に感じていただく「金沢ラウンジフェスティバル」を開催いたします。つきましては、当イ
ベントのチラシ掲示についてご協力をお願いいたします。

（掲示板）

◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０５

１０ 横浜市自治会町内会新しい活動スタイル応援事業の申し込み状況につ
いて
（市民局地域活動推進課）
１０月区連会にてご案内した「新しい活動スタイル応援事業」ですが、第１次締切までに４連合
からお申込みをいただき、事業者が決定いたしました。
引き続き、お申込みを随時受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。ご応募お待ち
しております！
◆申込について
（１）地区連合町内会ごとに、お申し込みください。
※地区連合町内会の中でどなたにご参加いただいてもかまいません。
（２）事業者を第３希望まで選び「申込書」にご記入の上、ご提出ください。
※希望の事業者が重なった場合は先着順となります。
◆申込締切
第２次締切：１２月１０日（木）
◆申込方法
ＦＡＸ、Ｅメール、または窓口持参で、お申込みください。
（１）ＦＡＸ：７８８-１９３７
（２）Ｅメール：kz-chikatsu@city.yokohama.jp
（３）窓口：地域振興課（６階６０１番窓口）
◆問合せ：市民局地域活動推進課 ☎６７１－２３１７

１１ 阪田知樹ピアノコンサート ～いつか自分も～ 観覧者募集
（地域振興課）
区制７０周年を記念して区民の皆様から寄贈された金沢公会堂のグランドピアノ（スタインウェイ
社製）を使用したコンサートの観覧者を追加募集します。
また、各自治会町内会の掲示板への掲示について、ご協力をお願いします。

（掲示板）

◆コンサート概要
（１）日時

１２月２６日（土） １４時開演（１３時３０分開場）

（２）場所

金沢公会堂講堂（金沢区泥亀２－９－１ 区役所隣接）

（３）対象者

金沢区在住・在学・在勤の方（１５０名抽選）

（４）申込方法 １２月１４日（月）までに、往復はがきに以下の項目を記入のうえご応募ください。
往信文面：全員の氏名（ふりがな)・学年または年齢・電話番号
代表者の氏名・住所
※車いすをご利用の方は、その旨もご記入ください。
返信宛名面：代表者の住所・氏名
（５）申込先・応募に関する問合せ
金沢公会堂ピアノコンサート担当（〒２３６－００２１ 泥亀２－９－１）
☎７８８－７８９０
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０４

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）
「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、ご協力をお願いします。
◆問合せ：経済局消費経済課 ☎６７１－２５８４

（掲示板）

第２部
Ⅱ
１

関係団体等
自衛官の募集について（防衛省自衛隊神奈川地方協力本部）
自衛官の募集をしています。ポスターの掲示をお願いいたします。
（掲示板）
◆掲示期間

令和２年１２月～令和３年２月

◆問合せ：防衛省・自衛隊神奈川地方協力本部上大岡募集案内所☎８４４－０８９５

２

松坂大輔を育てた！横浜高校野球部元監督 渡辺元智氏 講演会
～人と人をつなぐコミュニケーション力～
（金沢区スポーツ推進委員連絡協議会）
令和３年２月１３日（土）１３時３０分～１５時（１３時開場）に金沢公会堂にて「横

浜高校野球部元監督

渡辺元智氏 講演会」
（主催：金沢区スポーツ推進委員連絡協議会）

を実施するにあたり、チラシの掲示をお願いいたします。

（掲示板）

◆問合せ：金沢区スポーツ推進委員連絡協議会
（事務局：金沢区地域振興課 ☎７８８－７８０５）

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３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、ポスターの掲出をお願いいたします。
（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

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。１２月２５日（金）までに「功労者・協力者推薦依頼確認
票」をご提出ください。該当がない場合は提出不要です。
（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（地域振興課内）
☎７８８－７８０１

５

木下大サーカス横浜公演 ご招待券等 配布についてのお願い
（木下大サーカス横浜公演事務局）

この度、
『スーパーミラクルイリュージョン☆木下大サーカス』横浜公演を４年ぶりに
開催する運びとなりました。
公演にあたりまして、日頃より地域発展にご貢献されている皆様へ、是非新プログラ
ムで構成された世界屈指のサーカススペクタクルをご観覧いただきたく、ご招待券をご
用意させていただきました。つきましては、ご招待券・割引券の配布につきまして、何
卒ご高配賜りますようよろしくお願いいたします。
（各単会一式）
◆公演
（１）開催期間
（２）場所

令和２年１２月２７日(日)〜令和３年３月７日(日)
横浜駅東 800m みなとみらい特設会場
（横浜アンパンマンこどもミュージアム東側）

◆問合せ：木下大サーカス横浜公演事務局 ☎６６３－００２７

６

「福祉かなざわ」第１１４号について
（横浜市金沢区社会福祉協議会）

前回周知いたしました広報誌「福祉かなざわ」第１１４号について、在庫部数に余裕
がありますので、必要な方はご連絡ください。
◆問合せ：金沢区社会福祉協議会

７

☎ ７８８―６０８０

令和３年度区民利用施設の職員募集に係るポスターの掲出
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３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をお願いいたします。
（掲示板）
◆採
用
等
令和３年４月 1 日から勤務
◆募集施設・人数
地区センター等主任
２名
地区センタースタッフ
４名
コミュニティハウススタッフ
１３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３年１月７日（木）まで（必着）

◆問合せ：金沢区民協働支援協会事務局 ☎ ７８８－０４５９

８

令和２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
◆ 提出期限

副会長永年在職者調査書（別紙）
令和３年１月２０日（水）
＊ 該当者がいない場合は、調査書の提出は不要です。

◆ 基 準 日

令和３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

