1 部 金沢区町内会連合会定例会（令和２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２年５月末現在）
発生件数 ：
２５０件（前年比△１９件）
＜主な犯罪件数＞
空き巣 ：
３件（ 〃
△１件）
特殊詐欺 ：
２９件（ 〃
△９件）
自転車盗 ：
５４件（ 〃 △４２件）
ひったくり：
１件（ 〃
１件）

（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！」
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◎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。
夏の交通事故防止運動
◆交通事故発生件数（令和２年５月末現在）
○令和２年７月１１日（土）～２０日（月）
＜交通事故発生状況（人身事故・暫定値）＞
発生件数 ：
２０３件（前年比 △１５件） スローガン
死者数 ：
負傷者数 ：

３件（ 〃
２２９件（ 〃

３件） ○安全は心と時間のゆとりから
△２３件） 〇交通ルールを守って夏を楽しく安全に

◎最近の傾向 ５月末時点で、神奈川県内の人身交通事故の発生件数は減少傾向ですが、交通死亡事
故は前年比３件増加しています。

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）
区分

／

年

損傷被害

主な
出火原因

令和２年

令和１年

増△減

※電気による火災は、長期

１７

１３

４ 間コンセントにプラグを

１３

６

７ 差し込んだまま使用して

その他の火災

４

７

△３ いたり、たこ足配線などで

死者

１

０

負傷者

８

２

１ 許容電流を超える使用な
６ どを原因として火災が発

配線器具

３

１

こんろ

２

１

電灯・電話等の配線

２

０

放火

２

０

その他

８

１１

火災件数
火災種別

（令和２年５月末現在）

建物火災

２ 生しています。
コード、プラグが劣化や
１
２ 破損していないか、ほこり
２ がたまっていないか、確認
△３ しましょう。

＜救急状況＞（金沢区内）
※急な病気やけがで受診の
相談をしたいときは・・・
救急件数
４ ，３９９ ４，６９１
△２９２
☎＃７１１９
内 訳 急病
２，９２１ ３，１７７
△２５６ (携帯電話、ＰＨＳ、プッシュ
一般負傷
８２８
８２９
△１ 回線の固定電話)
または
交通事故
１９０
２１０
△２０
☎０４５２３２-７１１９
その他（自損・加害等）
４６０
４７５
△１５
（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。

区分

／

年

令和２年

令和１年

増△減

３ 侍従川及び宮川における洪水浸水想定区域の指定・公表について
（神奈川県横浜川崎治水事務所）
洪水浸水想定区域は、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水
災による被害の軽減を図ることを目的として、県が指定しています。
この度、侍従川水系侍従川及び宮川水系宮川の２河川について、想定し得る最大規模の降雨等によ
り氾濫した場合に浸水が想定される区域、予想される水深及び浸水継続時間を示した「洪水浸水想定
区域」を指定・公表しました。併せて、堤防決壊に伴う激しい氾濫流や河岸侵食が発生することが想
定される区域として、
「家屋倒壊等氾濫想定区域」を公表しました。
公表後、市町村において、これらをもとに、洪水ハザードマップ等を作成します。
◆指定年月日

令和２年４月２８日（火）

◆公表資料

洪水浸水想定区域図
・洪水浸水想定区域（想定最大規模）
・浸水継続時間（想定最大規模）
・洪水浸水想定区域（計画規模）
・家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）
・家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）

◆公表・閲覧場所

神奈川県河川課、横浜川崎治水事務所、県政情報センターの窓口
神奈川県河川課ホームページ
（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/f4i/cnt/f3747/p1039490.html）

◆問合せ：神奈川県横浜川崎治水事務所

☎４１１－２５００

４ 横浜ＩＲ（統合型リゾート）について

（都市整備局ＩＲ推進課）

１ 「横浜市民に対する娯楽と生活習慣に関する調査」について
昨年行いましたギャンブル等依存症に関する調査の結果がまとまりましたのでお知らせします。
この調査は、市におけるギャンブル等依存症が疑われる方の割合を推計するほか、今後の予防や
啓発、相談支援などの具体的な対策につなげるために行ったものです。
２ 市民説明会について
今年２月から開催を延期している６区の市民説明会について、早期の再開を目指していますが、
新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中、参加される皆様の健康を最優先に考えた場合、開
催の見通しが立たない状況です。
そうした中でも、再開をお待ちいただいている皆様などへ市民説明会の内容と同じような情報を
お伝えするため、動画の作成を検討しています。準備が整い次第、ウェブページに掲載します。
◆問合せ：都市整備局ＩＲ推進課 ☎６７１－４１３５

５ 横浜市における特別定額給付金について

（市民局総務課）

特別定額給付金について、早期の給付に向けて作業を行っておりますが、現在の状況を連合町内会
長及び各単会長あてに情報提供させていただきます。最新の情報につきましては、随時、本市ホーム
ページや広報よこはま等において、周知してまいります。
（各単会１部）
◆問合せ：横浜市特別定額給付金コールセンター（日本語・英語・中国語）
Tel：０５７０－０４５５９２ ９時～17 時（６・７月は土・日曜日・祝祭日も対応）
Fax：０４５－６８１－８３７９
聞こえない方の問合せ用 Fax です。Fax では申請出来ませんのでご注意ください。

６ 令和２年度 金沢区運営方針について

（区政推進課）

令和２年度金沢区運営方針を策定しましたので、その内容についてお知らせします。
（５月区連会で、議題提出及び配送ルートで配送済み。
）
◆基本目標：地域の皆様と共に考える、挑戦する、つくる！
～訪れたい、住みたい、住み続けたいまち 金沢を目指して～
◆問合せ：区政推進課 ☎７８８－７７２９

７ 新型コロナウイルス感染症の発生状況及び令和２年度の熱中症予防行動
について
（福祉保健課）
新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組にご協力いただき、ありがとうございます。
市内及び区内の新型コロナウイルス感染者数についてご報告いたします。
また、
「令和２年度の熱中症予防行動」のチラシについて掲示板への掲出による周知のご協力をお願
いいたします。

◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８４０

（掲示板）

８ その他
（１）延期していた映画「エンディングノート上映会＆金沢区版エンディン
グノート配布会の開催中止について
（高齢・障害支援課）
７月頃の開催を目指して延期としていました、金沢区版エンディングノート配布会及び映画上映会
（当初３月１７日開催予定）は、新型コロナウィルス感染症の拡大予防の配慮から、当選された皆さ
まが参加できるような形での開催の目途が立たない状況のため、大変申し訳ありませんが中止とさせ
ていただきます。
当選者の方へは中止のご連絡と合わせて、金沢区版エンディングノートをお送りしました。
◆問合せ：高齢・障害支援課 ☎７８８－７７７９

（２）
「市民防災の日」金沢かわら版（６月号）の発行について
（金沢消防署総務・予防課）
「市民防災の日」金沢かわら版（６月号）を発行しましたので、御覧ください。
（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 第７０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７０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。
（掲示板）
◆ 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

２ 青少年指導員だより「金沢区 Youth（ﾕｰｽ）２１」の発行について
（金沢区青少年指導員協議会）
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、金沢区青少年指導員協議会の広報紙
「金沢区 Youth（ﾕｰｽ）２１」を発行しましたので、ご覧ください。
（各単会１部）
◆問合せ：金沢区青少年指導員協議会 ☎７８８－７８０５

第２部 金沢区町内会連合会定例会（令和２年６月）
Ⅰ 行政関係
１ 第４期金沢区地域福祉保健計画策定時期の変更について（福祉保健課）
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）の策定時期を変更い
たします。
◆第４期金沢区地域福祉保健計画の策定時期を１年延長し、令和４年２月の確定公表へ変更。
◆「令和元年度地区別計画振返りシート」の提出期限を、秋期地区推進連絡会後の令和２年１１
月に変更。

（各単会１部）

◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８２４

２ 米軍根岸住宅地区跡地利用と横浜市立大学医学部・附属病院等の再整備
について
（政策局大学調整課）
◆根岸住宅地区の跡地利用の取組について
返還後、速やかにまちづくりを進めるために、昨年度から本格的に跡地利用基本計画の策定に
取り組んでいます。年内には跡地利用基本計画（案）を公表し、市民の皆様のご意見を伺ってい
く予定です。
◆横浜市立大学医学部・附属病院等の再整備の検討（途中経過）について
横浜市立大学附属病院と附属市民総合医療センター救急棟は築約 30 年が経過し、老朽化・狭あ
い化する等の課題が生じているため、返還された後の根岸住宅地区を有力な再整備候補地として、
医学部及び附属２病院を集約し、診療・教育・研究機能を一体整備する再整備の検討を進めてい
ます。年内には再整備構想（案）を策定し、市民の皆様のご意見を伺っていく予定です。
なお、再整備後の２病院が立地している地域には必要な機能を残すことを基本に今後、具体的
な検討を進めていきます。
◆問合せ：政策局大学調整課 ☎６７１－４２７３
基地対策課 ☎６７１－２４７２

３ 令和２年度金沢区家庭防災員研修の実施計画の変更について
（金沢消防署総務・予防課）
令和２年度に行う金沢区家庭防災員研修の実施計画の変更についてお知らせします。
（各単会１部）
◆問合せ：金沢消防署総務・予防課

☎７８１－０１１９

４ 金沢区民活動センター登録団体・
「街の先生」の紹介について
（地域振興課）
金沢区民活動センターでは、区民の皆様のご要望に応じ、登録団体・
「街の先生」の中から、地
域でのイベントや講演・講習会等の出演者や講師のご紹介をいたします。
登録団体・
「街の先生」の一覧表・区民ギャラリー年間スケジュールをご覧になり、ご希望があ
りましたらご相談ください。
◆問合せ：地域振興課

（各単会１部）

☎７８８－７８０６

５ フードドライブ受付窓口の周知について

（地域振興課）

フードドライブとは、ご家庭などで使いきれない未使用食品を集め、福祉施設や団体に届ける
活動です（４月区連会で議題提出済み）
。
このような取組があることを区民の皆様に知ってもらい、使いきれない食品がある場合に積極
的にご協力いただけるよう、自治会町内会の掲示板へのポスター掲出をお願いします。
（掲示板）
◆問合せ：地域振興課

☎７８８－７８０８

６ その他
（１）ヨコハマ議会だよりの配布延期について

（議会局秘書広報課）

「ヨコハマ議会だより」は年４回「広報よこはま」等と一緒に配布をお願いしています。
この度第２回市会定例会開催日程が遅くなったことに伴い、発行が１か月遅れるため、次回の
配布を１か月遅らせて９月にお願いします。
◆問合せ：議会局秘書広報課

（各単会１部）

☎６７１－３０４０

（２）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。
◆問合せ：経済局消費経済課 ☎６７１－２５８４

（各単会１部）

Ⅱ
１

関係団体等
令和２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。
（各単会１部）
◆活動協力費

１世帯あたり １０円
※なお、納入の時期につきましては、新型コロナウイルス
感染拡散防止の観点から、各自治会・町内会の状況をふま
え、無理のない時期に納入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２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。
（各単会１部）
◆事業協力費

１世帯あたり ２０円
※なお、納入の時期につきましては、新型コロナウイルス感染
拡散防止の観点から、各自治会・町内会の状況をふまえ、無理
のない時期に納入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

