1 部 金沢区町内会連合会定例会（令和２年９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８月末現在）
発生件数 ：
３８４件（前年比△１０９件）
＜主な犯罪件数＞
空き巣 ：
３件（ 〃 △１１件）
特殊詐欺 ：
４１件（ 〃 △２０件）
自転車盗 ：
８２件（ 〃 △９５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 警察官を名乗るオレオレ詐欺が発生しています。
秋の全国交通安全運動
◆交通事故発生件数（令和２年８月末現在）
○令和２年９月２１日（月・祝）～３０日（水）
＜交通事故発生状況（人身事故・暫定値）＞
発生件数 ：
３３４件（前年比 △２３件） スローガン
死者数 ：
負傷者数 ：

３件（ 〃
３８７件（ 〃

３件） ○安全は 心と時間の ゆとりから
△１８件） 〇高齢者 模範を示そう 交通マナー

◎最近の傾向 休日・週末のサイクリング中の自転車が関係する事故が増えています。

２ 金沢区内火災・救急状況について

（金沢消防署）
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（令和２年８月末現在）

建物火災

３ 環境を皆様でつくりまし
０ 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・・・
救急出場件数
７，１８４ ７，６１６
△４３２
☎＃７１１９
内 訳 急病
４，７１５ ５，０９３
△３７８ (携帯電話、ＰＨＳ、プッシュ
一般負傷
１，３９３ １，３７０
２３ 回線の固定電話)
または
交通事故
３１７
３５１
△３４
☎０４５２３２-７１１９
その他（自損・加害等）
７５９
８０２
△４３
（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。
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３ 新たな劇場整備の検討状況等について

（政策局劇場計画課）

横浜市における文化芸術の創造及び発信の新たな拠点となり、まちの活性化につながる新たな劇場
整備を検討するため、令和元年６月市長の附属機関として「横浜市新たな劇場整備検討委員会」
（以下、
検討委員会）を設置し、12 月には「整備を推進すべき」との提言（一次）をいただいています。
本年度は、施設の計画概要や管理運営の内容など、事業化の判断に向けた検討を行っていますので、
検討状況について報告します。

（各単会１部）

◆検討している計画概要
（１）整備検討の候補地
みなとみらい２１地区内６０／６１街区（観光・エンターテイメントゾーン内）
（２）観客席数
２，５００席
（３）舞台仕様
国内外の優れたバレエ・オペラの上演が可能となるような舞台機構の導入
（４）新たな技術開発の導入
映像配信技術などを活用し、スマート劇場としての実証実験の場
◆問合せ：政策局劇場計画課 ☎６７１－４３９９

４ 小柴貯油施設跡地での工事事故について

（環境創造局技術管理課）

８月２５日（火）に、金沢区長浜の小柴貯油施設跡地（公園整備予定地）内において、下水道工事
で発生した建設発生土を仮置きする作業中に、作業員１名（６０代男性）とバックホウが既設の貯油
タンク（直径約４５m、深さ約３０m）に落下する事故が発生しました。
タンク内には推定約 10,000ｍ3 の水が溜まっていたため、ポンプによる排水を行いつつ、救助活動
を進め、８月２８日（金）に要救助者を発見し、タンク内から地上に救出しましたが、現場で死亡が
確認されました。
今後、警察、労働基準監督署等関係機関に協力していくとともに、事故原因を究明し、事故の再発
防止に努めていきます。
◆問合せ：環境創造局技術管理課 ☎：６７１－３５７７

５ リーフレット「横浜市の水道事業の現状と今後の方向性」の全戸配布に
ついて
（水道局経営企画課）
水道局では、市会定例会に水道料金の改定議案を提出し、令和３年７月に料金改定を実施したいと
考えています。
これに先立ち、市民の皆様に「横浜市の水道事業の現状と今後の方向性」を御理解いただくことを
目的にリーフレットを作成しました。令和２年１０～１１月に行う水道メーター検針時に全戸配布い
たします。
また「横浜水缶」は、現在の在庫をもって販売休止とし、配送料無料キャンペーンについても中止
とさせていただきます。
◆問合せ：水道局経営企画課 ☎：６７１－３１２７

６ 横浜ＩＲ（統合型リゾート）について

（都市整備局ＩＲ推進課）

１ 実施方針の公表延期について
８月の公表を予定していた実施方針については、新型コロナウイルス感染症の状況や、ＩＲに関
する国や他都市の状況などを総合的に鑑み、より良い形でＩＲ事業を推進していくため、公表を延
期しました。
２ 「横浜ＩＲ（統合型リゾート）の方向性」の公表について
本市では、ＩＲ整備法に基づき策定する実施方針の参考とするため、今年３月に「横浜ＩＲ（統
合型リゾート）の方向性（素案）
」を作成し、パブリックコメントを実施しました。市民の皆様か
らお寄せいただいたご意見等を参考に修正を行い、このたび、
「横浜ＩＲ（統合型リゾート）の方
向性」として公表しました。
３ 横浜ＩＲ公式ウェブサイトの開設について
横浜ＩＲ（統合型リゾート）について、市民の皆様をはじめ、多くの方が横浜ＩＲの情報をご覧
になり、ご理解を深めていただけるよう公式サイトを開設しました。
◆公式サイト

◆問合せ：都市整備局ＩＲ推進課 ☎６７１－４１３５

７ 風水害（台風）避難場所における感染症対策について

（総務課）

風水害避難場所での感染症拡大防止のため、この度、区役所にて間仕切り等の資器材を用意しまし
た。また、避難者受付マニュアルを改定するとともに、各避難場所の避難スペースを増設できるよう
対象校等と調整しました。よって、コロナ禍ではありますが、避難が必要になった方は、迷うことな
く早目の避難行動を心がけていただきますようお願いいたします。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）

◆問合せ：総務課 ☎７８８－７７０６

８ 災害用備蓄食料の更新に伴う無償配布について （総務局地域防災課）
横浜市の備蓄食料を知っていただくことや家庭内での備蓄を進めていただくこと等の防災意識の
啓発や食品ロス削減の観点から、
賞味期限内の備蓄食料を無償でお配りしますので、
お知らせします。
（各単会１部）
◆お配りする備蓄食料 非常災害用クラッカー、保存パン、水缶詰、おかゆ
◆対象

横浜市内の法人・団体

◆申込期間

１０月５日（月）から１０月１６日（金）まで

◆申込方法

郵送、ＦＡＸまたはインターネット（Ｅメールも可）

◆問合せ：総務局地域防災課 ☎６７１－２０１１

９ 金沢区自殺対策プロジェクト「生きるをサポート・こころの健康づくり
事業」講演のユーチューブ配信等について
（福祉保健課）
金沢区自殺対策プロジェクトでは、コロナ禍での自分自身と大切な人のこころと命を守るための気
づきの一助となるよう、横浜労災病院の医師によるメール相談の実例を交えた講演内容を９月からユ
ーチューブで配信しています。
また、ユーチューブでの視聴環境のない方には、ＤＶＤの貸し出しを行います。地域の活動に、是
非ご活用ください。

（各単会１部）

◆ユーチューブでの視聴
・https://www.youtube.com/watch?v=29zt3fEg1Uc

・ＱＲコード

・ユーチューブ内で「生きるをサポート」で検索
◆ＤＶＤの貸出し
お電話、または別紙申込書を窓口・FAX にて福祉保健課健康づくり係（４階 408 窓口）へ連絡。
・貸し出しは、各団体単位となります。
・貸出期間は、令和３年３月末です。
◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８４０

１０ 令和２年度高齢者インフルエンザ予防接種における自己負担額の無償
化について
（福祉保健課）
横浜市で従来実施している高齢者インフルエンザ予防接種事業について、令和２年度は自己負
担額を無償化します。
◆実施内容
（１）対象者
①６５歳以上の方
②６０歳以上６５歳未満の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルス
による免疫機能の障害で、１級相当の方
（２）期間
１０月１日（木）～１２月３１日（木）
（３）自己負担額
令和２年度については無料
（４）実施場所
市内の協力医療機関
◆問合せ：横浜市予防接種コールセンター ☎０４５－３３０－８５６１

１１ 「秋の火災予防運動」に伴うポスター掲出について
（金沢消防署総務・予防課）
火災が発生し拡大しやすい時季を迎え、火災予防意識の啓発を図り、火災による死傷者の発生や
財産の焼失を防ぐことを目的として、全国一斉に「秋の火災予防運動」が実施されます。
つきましては、防火ポスターを掲示板等に掲出していただき、火災予防意識の啓発にご活用くださ
いますようお願いします。
なお、例年行っている駅頭広報については、新型コロナウイルス感染拡大防止を考慮し、今回の実
施は見送ります。

（掲示板）

◆秋の火災予防運動
（１）実施期間

１１月９日（月）から１１月１５日（日）まで

（２）全国統一防火標語

『この火事を 防ぐあなたに 金メダル』

◆問合せ：金沢消防署総務・予防課 ☎７８１－０１１９

１２ その他
（１）
「市民防災の日」金沢かわら版（８・９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（８・９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

第１部
Ⅱ 関係団体等
「はやぶさ２」講演会のチラシ掲出依頼について
(NPO 法人金沢区民協働支援協会)
社会的に話題性の高い「はやぶさ２」をテーマにした専門家の講話を通じて、地域住
民の知識欲を高め、地域文化交流の風土を醸成するということを目的に、
「はやぶさ２」
が成し遂げた業績の意義や次のミッションに旅立つロマンについて映像を交えた講演会
を開催します。
（掲示板）
日
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会
内
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容
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師

申込方法

１２月５日（土）
午後１時３０分 ～ 午後４時
金沢公会堂講堂
第１部 横浜市消防局音楽隊による演奏
第２部 講演会「はやぶさ２」が成し遂げたミッションとこれから
の宇宙研究

申込締切

往復はがき もしくは
金沢区民協働支援協会 HP 申込フォームから
※応募者多数の場合は抽選
１０月３１日

費

用

無料

共
後
協

催
援
力

金沢区役所、金沢区町内会連合会
横浜市教育委員会、一般社団法人横浜金沢観光協会
金沢消防署

◆問合せ

金沢区民協働支援協会事務局

☎ ７８８－０４５９

第２部 金沢区町内会連合会定例会（令和２年９月）
Ⅰ 行政関係
１ (仮称)横浜市空家等の適切な管理に関する条例案の骨子に係るパブリッ
クコメントの実施について
（建築局建築指導課）
空家等の適切な管理を促進し､管理不全な空家等の防止･解消につなげることを目的とした(仮
称)横浜市空家等の適切な管理に関する条例案について、骨子をとりまとめましたので市民意見募
集（パブリックコメント）を行います。

（各単会１部）

◆パブリックコメントの概要
（１）募集期間
１０月１日（木）～１０月３０日（金）
（２）意見募集リーフレットの配布場所
市役所市民情報センター、各区役所広報相談係、建築局建築指導課等で配布するほか、
市ホームページにも掲載します。
（３）意見提出方法
ハガキ、ＦＡＸ、電子メールまたは建築局建築指導課に持参
（４）その他
記者発表のほか、広報よこはま１０月号でもお知らせする予定です。
◆スケジュール（予定）
令和２年１１月 パブリックコメントの結果公表
令和３年２月

条例案を市会に提出

◆問合せ
パブリックコメント、条例案の骨子について：建築局建築指導課 ☎６７１－４５３９
総合的な空家等対策の推進について：建築局住宅政策課 ☎６７１－２９２２

２ 金沢区子育て実態調査結果について

（こども家庭支援課）

令和元年度に実施した、金沢区子育て実態調査の結果についてご報告いたします。
（各単会１部）
◆問合せ：こども家庭支援課 ☎７８８－７７９２

３ 令和２年度健康づくり月間の実施について

（福祉保健課）

令和２年度の健康づくり月間事業は、コロナウイルス感染拡大防止の観点から、規模を縮小し
て下記のとおり実施します。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）

◆ヘルスメイトおすすめレシピ集配布
◆健康づくりに関するパネル展示と啓発
◆動物の飼育・健康相談、糞便検査
◆食中毒防止キャンペーンの実施（ノロウイルス感染予防に関するリーフレット配布等）
◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８４０

４ 自治会町内会・地区連合町内会アンケート調査への御協力について
（市民局地域活動推進課）
自治会町内会・地区連合町内会の活動の状況を把握するとともに、今後の自治会町内会活動に
対する本市の支援策の参考とするため、
「自治会町内会・地区連合町内会アンケート」を４年に１
度実施しています。
このアンケート調査は、皆さまの日頃の活動に関する御意見や御要望を直接伺うことのできる
大変貴重な機会となっておりますので、回答に御協力くださいますよう、お願いいたします。
（各単会１部）
◆調査概要
（１）対象
すべての自治会町内会・地区連合町内会
（２）回答方法
原則として、自治会町内会及び地区連合町内会の会長にお願いします。
（役員の方など、会の状況に詳しい方でも構いません。
）
（３）提出期限
１０月２３日（金）までに、返信用封筒でご提出をお願いします。
◆問合せ：市民局地域活動推進課 ☎６７１－２３１７

５ 令和２年度自治会町内会講習会について

（市民局地域活動推進課）

今年度も、自治会町内会のための講習会を行います。
例年とは異なり、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講師による「コロナ禍での自治会町
内会活動」に関する講演を映像資料（ＤＶＤ）として配付する形で実施します。皆様でご視聴いた
だき、活動の参考にしていただければと存じます。
また、アンケートへの回答もご協力をお願いします。
◆ＤＶＤ内容
「コロナ禍で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）
※各地区連合ごとに１枚
◆アンケート
各地区連合ごとに５部お配りしますので、１１月３０日までに、地域振興課へご提出をお願い
します。
◆問合せ：市民局地域活動推進課 ☎６７１－２３１７

６ コロナ禍での自治会町内会活動について

（市民局地域活動推進課）

コロナ禍で活動の縮小を余儀なくされている自治会町内会が多いかと思います。これまで培っ
てきた地域のつながりが、希薄になってしまうことが懸念される中、今後、自治会町内会の活動
を続けていくためのヒントにしていただけるように、新たな活動方法や工夫された取組などの事
例等をまとめて、ご紹介していきます。
◆問合せ：市民局地域活動推進課 ☎６７１－２３１７

（各単会１部）

７ オリンピアンによる特別講座！『オリンピアンによるビーチヨガ』
、
『オ
リンピアンによる講演会「食」を通じた「健康」
・
「美活」
』 （地域振興課）
世界の第一線で活躍してきたオリンピック選手によるとても貴重な講座です。ぜひご参加くださ
い！また、イベントチラシの掲示をお願いいたします。

（掲示板）

◆「オリンピアンによるビーチヨガ」
（１）日時：１０月１７日（土） ①１０時３０分～１１時４５分 ②１３時～１４時１５分
（２）場所：海の公園砂浜
（３）定員：①②とも、先着１５人
（４）申込：９月２８日（月）９時～
電子申請（ホームページ「金沢区東京２０２０で検索」
）または電話
◆オリンピアンによる講演会「食」を通じた「健康」
・
「美活」
（１）日時：１０月２４日（土） １１時～１２時３０分
（２）場所：金沢公会堂 講堂
（３）定員：先着２５０人
（４）申込：９月１４日（月）９時～
電子申請（ホームページ「金沢区東京２０２０で検索」
）または電話
◆申込・問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０５

８ 街きれい金沢推進週間の実施に伴うごみ袋の配布について（地域振興課）
街きれい金沢推進週間【１０月１０日（土）～１０月１８日（日）
】に伴い、各自治会町内会で実
施する地域清掃用のごみ袋を配布しますので、ご活用ください。加入世帯数をふまえ、ごみ袋を配
布いたします。
加入世帯数

（加入世帯数による配布）
自治会町内会数

袋配布枚数

合 計

０～ ５００

１１９

２０

２，３８０

５０１～１０００

３９

３０

１，１７０

１００１～１５００

１０

４０

４００

４

５０

２００

１５０１～
合

計

１７２

◆問合せ：地域振興課資源化推進担当 ☎７８８－７８０８

４，１５０

９ 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）

Ⅱ 関係団体等
１．共同募金運動への協力について
（(福)金沢区社会福祉協議会）
自治会町内会の皆様には、共同募金運動に対し、多大なご尽力を賜り感謝申し
あげます。例年ご依頼しております「赤い羽根募金」と「年末たすけあい募金」を
実施することになりました。新型コロナウィルスの終息がいまだ見込めない中で
の実施となりますので、期間を延長して行います。ご無理のない範囲でご協力を
お願い申し上げます。
◆募金活動期間 令和２年１０月１日～令和３年３月３１日
◆目 安 額

◆問合せ

赤 い 羽 根 募 金
１世帯あたり２７０円
年末たすけあい募金
１世帯あたり１２０円

神奈川県共同募金会金沢区支会
事務局（福）金沢区社会福祉協議会 ☎ ７８８－６０８０

２．
「防犯かながわ」第１５９号の掲示依頼について
（神奈川県防犯協会連合会）
広報誌「防犯かながわ」第１５９号を発行しましたので、自治会町内会掲示板への掲示をお
願いします。
（配送ルート）
◆問合せ 金沢防犯協会

☎ ７８５―５６５６

