第 1 部 金沢区町内会連合会定例会（平成 25 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

（金沢警察署）

◆犯罪発生件数（平成25 年１月～８月末までの累計）
発生件数 ：１０４８件（前年同時期比較△７１件） ◆無施錠自転車の盗難多発
＜主な犯罪件数＞
自転車盗難の約６０％が無施錠（錠をか
空き巣他 ： ４９件（
〃
＋２９件）
けてない）
振り込め ： ２２件（
〃
＋１０件）
錠をかければ盗みの機会を与えません！
自転車盗 ：３８９件（
〃
△６２件）
特に二重ロックが効果的
ひったくり
１８件（
〃
＋ ６件）
◆交通事故発生件数（平成25 年１月～８月末までの累計）
◆9 月30 日は
「交通事故死ゼロを目指す日」
発生件数： ４３２件（前年同時期比較 △１２件）
交通事故による死亡者のない日を目指し
死者数 ：
３人（
〃
+ ２人）
て、譲り合い・思いやりの気持ちで安全
負傷者数： ５０４人（
〃
△１６人）
運転に努めましょう。

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）
区分

／

年

主な
出火原因

平成 24 年

増△減

東日本大震災から２年

２２

１３ が経過しました。いま

建物火災

２３

９

その他の火災

１２

１３

１４ 一度、身近な「家庭の
△１ 備え」について考えて

２

０

負傷者

１４

５

２ みましょう。
９ ※平成25年度全国統一

たばこ

６

０

６ 防火標語

食用油加熱出火

４

１

３ 「消すまでは 心の警報

２５

２１

死者

損傷被害

平成 25 年
３５

火災件数
火災種別

（平成25 年１月～８月末までの累計）

その他

４

ＯＮのまま」

＜救急状況＞（金沢区内）
区分

内 訳

／

年

平成 25 年

平成 24 年

救急件数

６，２５６

６，０３７

２１９

急病

４，０７８

３，８４２

２３６

一般負傷

１，０５７

１，０１９

３８

交通事故

４０５

４４８

△４３

その他

７１６

７２８

△１２

（自損・加害等）

増△減

※住宅火災による死者
発生抑制と被害の軽減
を図るためにも、住宅
用火災報知器の設置を
お願いします。
※ＡＥＤの取扱いな
ど、応急手当を覚えて、
あなたも救命のリレー
の第一走者に！

３ 火の用心通信（２０１３年９月）の発行について

（金沢消防署）

火の用心通信（２０１３年９月）№２３を発行しましたので御覧ください。今回は、救急につい
て掲載しています。
（配送ルート）
◆ 問合せ
金沢消防署 予防課 ☎７８１－０１１９

４ 内水ハザードマップの策定について （環境創造局下水道事業調整課）
環境創造局では、大雨時に想定される下水道や水路からの浸水区域や深さなどの情報をまとめた
内水ハザードマップを作成しています。１０月には市民の皆様への意見募集を行い、金沢区は平成
２５年度末の公表予定です。皆様への情報共有をお願いします。
◆問合せ
環境創造局下水道事業調整課 ☎６７１－２８４０

５ 横浜市防災計画等の修正に関する市民意見募集等の実施について
（総務局危機対処計画課）
横浜市防災計画（風水害対策編・都市災害対策編）及び横浜市国民保護計画の修正内容に関し、
市民意見募集及びパブリックコメント（国民保護計画）を実施しますので、お知らせします。
◆ 意見募集期間
平成２５年１０月１日（火）～１０月３１日（木）
◆ 意見提出方法
（１） 郵送又はＦＡＸの場合
リーフレット中の意見募集様式（ハガキ）に御記入のうえ、下記の問合せ先までお送
りください。
（２） Ｅメールの場合
メールの件名を「パブリックコメント」と表記していただき、下記の問合せ先のメール
アドレス宛てに御提出ください。
※さしつかえなければ、住所、氏名、性別、年齢を御記入ください。
（配送ルート）
◆ 問合せ
総務局危機対処計画課 ☎６７１－４３５９
E-mail so-kikitaisho@city.yokohama.jp

６ 金沢区総合庁舎整備事業の経過報告について

（市民局地域施設課）

金沢区総合庁舎整備事業の進行状況について、御報告します。
◆ 地域のみなさまへ再整備事業の説明を進めています。
近隣に、土地・建物を所有・占有されている方を対象として、
「横浜市中高層建築物条例（通称）
」
に基づく説明会を開催し、日照等の影響について御説明しました。併せて、約７００世帯へ日影
図などの説明資料を投函しました。
今後は建設工事等の詳細な実施内容などについて、資料の投函や説明会の開催などを通じてお
知らせしてまいります。
◆ ９月から泥亀公園で管路工事を実施します。
現在、泥亀公園内に埋まっている下水道管・ガス管・水道管が、新しく建設する庁舎の支障と
なるため、う回させる工事を行います。工事を行っている区画は、仮囲いで囲います。
◆ 駐車場を平成２６年１月から部分閉鎖します。
（１） 第１駐車場
平成２６年１月５日（日）２２時００分閉鎖
（２） 第２駐車場
引き続き御利用可能（平成２７年度に工事のため閉鎖予定）
◆ 泥亀公園を平成２６年１月から閉鎖します。
建設予定地の泥亀公園の解体工事を実施するため、平成２６年１月から公園を閉鎖します。閉
鎖前の１２月に、庁舎中庭から国道１６号側に抜けられるように現在のスロープの改修工事を予
定しています。現在の公園内の樹木については、記念樹をはじめとした一部の樹木を、秋ごろか
ら順次、区内の公園や公共施設の敷地に移植していく予定です。
◆ 問合せ
市民局地域施設課 ☎６７１－２０８６

７ 金沢八景駅周辺で進める事業に関する説明会のお知らせについて
（都市整備局、環境創造局、道路局）
金沢八景駅周辺で検討を進めている「金沢八景駅東西自由通路」と「金沢八景西公園（仮称）
」の
事業概要等と、
「金沢シーサイドライン延伸」の今年度の整備予定についての説明会を開催します。
◆ 開催日時及び説明内容
平成２５年９月２７日（金）
第１部 １９時００分～２０時００分まで
金沢八景駅東西自由通路、金沢八景西公園（仮称）の概要、都市計画決定の手続きに
ついて
第２部 ２０時１５分～２１時００分まで
金沢シーサイドライン延伸事業の工事予定について
◆ 会場
金沢公会堂 講堂（金沢区総合庁舎内）
（配送ルート：金沢地区及び六浦地区のみ）
◆ 問合せ
自由通路について…

都市整備局市街地整備調整課 ☎６７１－２６９５

公園について…

環境創造局緑地保全推進課

☎６７１－４１２７

金沢シーサイドライン延伸について…

道路局建設課

☎６７１－２７３９

８ 健康づくり月間事業について

（福祉保健課）

健康づくり月間事業として、三師会による講演会や相談事業をはじめ、いきいきフェスタでの健
康づくり月間コーナーの開催や健康ウォーキングなど、健康づくりに関する各種イベントを実施し
ます。
◆ 金沢区健康づくり月間
平成２５年１０月１日（火）～１１月１０日（日）まで
◆ 区内で実施するイベント
（１） 動物の飼育・健康相談、無料糞便検査
（２） お薬箱の点検、お薬手帳使用調査
（３） 公衆浴場こども無料入浴
（４） 健康づくりパネル展
（５） 保健活動推進員会活動紹介
（６） 口腔がん検診
（７） 第１回金沢区の魅力いっぱい健康ウォーキング
◆ 講演会・健康相談（金沢区三師会主催）
（１） 開催日時
平成２５年１０月１０日（木） １３時３０分～１６時３０分まで
（２） 会場
金沢区役所４階会議室
（３） 内容
「歯周病と糖尿病の関係について」
◆ 参加費
無料
（配送ルート）
◆ 問合せ
福祉保健課 ☎７８８－７８４０

９ 第３期市地域福祉保健計画（素案）に関するパブリックコメントの実
施について（事前情報提供）
（福祉保健課）
横浜市では現在、平成２６年～３０年度を計画期間とする、第３期市地域福祉保健計画の策定を
行っており、この度、第３期市地域福祉保健計画（素案）を作成しました。計画（素案）の内容に
ついては、１０月の区連会において御説明させていただきますが、１０月１日から市民意見の募集
を行いますので、事前情報提供をさせていただきます。
◆ 実施期間
平成２５年１０月１日（火）～１０月３１日（木）まで
◆ 周知方法
（１） 記者発表
（２） 広報よこはま市版（１０月号）
（３） ホームページ掲載
（４） 関係団体等への説明
◆ 資料配布場所
（１） 市民情報センター
（２） 区政推進課広報相談係及び福祉保健課
（３） 区社会福祉協議会
（４） 地域ケアプラザ等
親しみやすい計画とするために、パブリックコメントにあわせて計画の愛称を募集します。
◆ 問合せ
福祉保健課 ☎７８８－７８１３

10 災害時要援護者支援事業の推進について

（高齢・障害支援課）

これまで地域の自主防災組織が要援護者を把握する方法として、手上げ方式や同意方式等が行わ
れてきましたが、平成２５年２月に「横浜市震災対策条例」を改正し、要援護者からの拒否の意思
表示がない限り、地域に行政が保有する要援護者の個人情報（名簿）を提供する「情報共有方式」
も選択できるようにする手続きを進めてきました。１０月１日から「情報共有方式」による取組が
可能になりますので、取組の選択肢が増えることとなります。引き続き、災害時要援護者支援の一
層の推進に向け、御理解御協力をお願いいたします。
◆ 今後の予定
１０月： 情報共有方式について説明会の御案内
各自治会・町内会での名簿作成状況等についてのアンケート依頼
１１月： 説明会開催（任意参加）予定（平日１回、土曜日１回）
１２月： 協定締結（個人情報取扱研修の開催・誓約書）
１月： 対象者に個人情報提供の事前通知
２月： 名簿の調製
名簿の提供
※上記スケジュールは、名簿提供を希望される自治会・町内会等の数により変動する場合があり
ます。
◆ 問合せ
高齢・障害支援課 ☎７８８－７７７４

11 保護者向けリーフレット「いじめ根絶をめざして」の配布について
（地域振興課 学校支援・連携担当課長）
昨年、いじめが大きな社会問題となり、文部科学省が実施した緊急調査でもその認知件数が前年
度を大きく上回る結果となりました。
本市では「職員向けのいじめ防止マニュアル」の配布や「横浜子ども会議」の開催など、いじめ
の早期発見・早期対応の取組や未然防止の取組を進めてきましたが、いじめの根絶をめざすには、
学校、保護者、地域等が連携した取組を一層充実させることが重要です。
そこで今回、保護者向けのいじめ防止に関するリーフレットを作成し、保護者、地域等に配付す
ることにより、社会全体でいじめ根絶をめざします。
◆ 配布方法
（１） 各学校から児童生徒を通じて全保護者へ配布（９月中旬予定）
（２） 各学校を通じ、自治会・町内会長等へ情報を提供する予定
（３） 市民情報センター、各区役所等にも配布
◆ 掲載内容
（１） 子どもが出すサインのチェックリスト
（２） いじめに気づいた時の具体的な対応
（３） 家庭でできる未然防止の取組
（４） 相談機関等
◆ 問合せ
地域振興課 学校支援・連携担当 ☎７８８－７８０７

12 その他

Ⅱ

関係団体等

１．第 39 回金沢まつり「花火大会」のお礼及び「いきいきフェ
スタ」の開催について
（金沢まつり実行委員会）
第 39 回金沢まつり「花火大会」は、強風下の開催でございましたが、
多くの皆さまにご覧いただき開催することができました。
皆さま方のご支援・ご協力に感謝申し上げます。
引き続き、金沢まつり「いきいきフェスタ」を次のとおり開催いたし
ますので、是非ご参加いただくようお願いいたします。
また、自治会町内会の掲示板へのポスターの掲出をお願いいたします。
（配送ルート）
【金沢まつり・いきいきフェスタ】
◆日

時

平成 25 年 10 月 19 日（土）
荒天時は翌日に順延します。

◆会

場

海の公園

◆内

容

バザー・事業ＰＲコーナー、ステージ、健康づくりコーナー、
フリーマーケット、お楽しみ抽選会
など

◆問合せ

金沢まつり実行委員会
事務局：金沢区地域振興課

10 時 00 分～15 時 30 分

☎ ７８８－７８０２

２．その他
(1) 「防犯かながわ」の回覧について
（金沢防犯協会）
神奈川県防犯協会連合会より発行の「防犯かながわ」第 145 号を発行し
ましたので、自治会町内会への回覧をお願いいたします。
（配送ルート）
◆問合せ

金沢防犯協会

☎ ７８５－５６５６

(2) 「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協議会の広報誌「金沢区 Youth(ユース) 21」第 63
号を発行しましたので、自治会町内会への回覧をお願いいたします。
（配送ルート）
◆問合せ

金沢区青少年指導員協議会
事務局：金沢区地域振興課

☎ ７８８－７８０７

(3) 「更生保護かなざわ」の回覧について
（金沢保護司会）
横浜市金沢保護司会の広報誌「更生保護かなざわ」第 77 号を発行しま
したので、自治会町内会への回覧をお願いいたします。
（配送ルート）
◆問合せ

金沢保護司会
事務局：金沢区社会福祉協議会

☎ ７８８－６０８０

(4) 横浜・八景島シーパラダイス 20 周年「金沢区民半額
キャンペーン」の実施及び案内チラシの回覧について
（(株)横浜八景島）
横浜八景島では開園 20 周年を記念して、日頃からの地域の方々のご愛
顧に応えるため感謝企画として「金沢区民半額キャンペーン」を実施しま
す。
つきましては、区民の方々に周知させていただくため、後日、自治会町
内会へ郵送する「案内チラシ」の回覧をお願いたします。
◆内

容

ワンデーパス（大人 4,900 円）等を金沢区在住の皆さまに
半額で提供いたします。
その他にも金沢区民限定の特典を多数用意しています。

◆期

間

平成 25 年 10 月 12 日（土）～12 月 1 日（日）

◆手続き

ご利用当日にチケット販売窓口で住所を証明できるものを
確認させていただきます。

◆問合せ

（株）横浜八景島

営業推進部

☎ ７８８－９６３５

第２部
Ⅰ

金沢区町内会連合会定例会（平成 25 年９月）

１

行政関係
下水汚泥焼却灰の状況等につ （環境創造局下水道施設管理課）
汚泥資源化センターで保管されている下水汚泥焼却灰の保管状況について情報提供
します。
◆ 施設
南部汚泥資源化センター（横浜市金沢区幸浦１－９）
◆ 放射性物質濃度（㏃／㎏）
４５９～６，４６８（平成２５年７月３０日：４９４）
◆ 敷地境界空間線量（μ㏜／ｈ）※８月２日現在
（１）

東側：０．０６

（２）

西側：０．０７

（３）

南側：０．０８

（４）

北側：０．０６

◆ 場内保管総量（７月３１日現在）
約１７，１００トン（３５，２００袋）
◆ コンテナ保管量（７月３１日現在）
１，５４２基
◆ 問合せ
環境創造局下水道施設管理課

☎６７１－３９６６

２

第２３回参議院議員通常選挙及び横浜市長選挙の結果について
（金沢区選挙管理委員会）
７月２１日執行参議院議員通常選挙及び８月２５日執行横浜市長選挙に御協力いただ

きまして誠にありがとうございました。参議院議員通常選挙及び横浜市長選挙が執行さ
れましたので、投票者数及び投票率等の投票結果について御報告します。
◆ 投票者数及び投票率
（１） ７月２１日執行
ア

イ

参議院議員通常選挙

選挙区
投票者数：９９，７０３人（横浜市・計

１，６６４，４８３人）

投票率

５５．５４％）

：５９．１２％

（横浜市・計

比例代表
投票者数：９９，７０２人（横浜市・計

１，６６４，３１５人）

投票率

５５．５３％）

：５９．１２％

（２） ８月２５日執行

（横浜市・計

横浜市長選挙

ア

投票者数：５２，３９４人（横浜市・計

８６１，７２８人）

イ

投票率

２９．０５％）

：３１．４０％

（横浜市・計

◆ 問合せ
金沢区選挙管理委員会
事務局：総務課統計選挙係内

３

☎７８８－７７１３

平成２４年度ごみと資源物の総量実績について（報告）
（地域振興課 資源化推進担当）
平成２４年度のごみと資源物の収集実績について、７月末に各自治会・町内会が実施し
ている資源集団回収の数値が確定しましたので、御報告します。
◆

問合せ
地域振興課 資源化推進担当

☎７８８－７８０８

４

小型家電回収・リサイクル

モデル事業の開始について
（地域振興課 資源化推進担当）

平成２５年１０月から、携帯電話やデジタルカメラ等の小型家電について、回収事業
に向けた検証を行うためのモデル事業を実施します。
◆ 事業期間
平成２５年１０月１日（火）～平成２６年３月３１日（月）
◆ 回収方法
区役所・収集事務所に専用の回収ボックスを設置し、回収する他、区民まつり等の
イベントでも回収します。
◆ 回収品目
小型家電リサイクル法施行令に規定されている品目のうち、回収ボックスの投入口
（３０ｃｍ×１５ｃｍ）に入る長さ３０ｃｍ未満の使用済み小型家電。
◆ 問合せ
地域振興課

５

資源化推進担当

☎７８８－７８０８

街きれい金沢推進週間の実施に伴うごみ袋の配付について
（地域振興課 資源化推進担当）
街きれい金沢推進週間【平成２５年１０月１２日（土）～１０月２０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付しますので御活用ください。
（配送ルート）
加入世帯数
０

自治会町内会数

袋配布枚数

計

～５００

１２４

２０

２，４８０

５０１ ～１００
０
１００１～１５０
０
１５０１～

３４

３０

１，０２０

１１

４０

４４０

４

５０

２００

合

計

１７３

４，１４０

◆ 問合せ
金沢区地域振興課

６

合

その他

資源化推進担当

☎７８８－７８０８

Ⅱ

関係団体等

１．交通安全・防犯「横断幕」の配付について
（金沢区安全・安心まちづくり推進協議会）
金沢区内の小中学校から図案をいただいて作成した「横断幕」を、地区連
合自治会町内会に配付いたしますので、交通安全・防犯活動にご活用をお願
いいたします。
（配送ルート）
◆問合せ

金沢区安全・安心まちづくり推進協議会
事務局：金沢区地域振興課
☎ ７８８－７８０１

２.その他
(1) 平成 25 年度共同募金運動へのご協力のお願いについ
て
（神奈川県共同募金会金沢区支会）
平素から共同募金会運動についましては、自治会町内会の方々のご理解と
ご協力を賜り感謝申し上げます。
平成 25 年度の共同募金運動（戸別募金）が、10 月１日から始まりますの
で、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。
自治会町内会へは、別途「ご協力のお願い」を郵送いたします。
◆募集期間

平成 25 年 10 月 1 日~12 月 31 日

◆目 安 額

赤い羽根募金
年末たすけあい募金

◆問 合 せ

神奈川県共同募金会金沢区支会
事務局： 金沢区社会福祉協議会

１世帯あたり２７０円
１世帯あたり１２０円

☎ ７８８－６０８０

(2) 神奈川県立金沢文庫「特別展」案内チラシの掲出依
頼について
（神奈川県立金沢文庫）
神奈川県立金沢文庫では、奈良・東大寺の協力を得て特別展「東大寺－鎌
倉再建と華厳興隆－」を開催いたします。
つきましては、多くの区民の方々にご周知させていただくため、掲示板へ
の案内チラシの掲出にご協力をお願いいたします。
（配送ルート）
◆特別展

「東大寺～鎌倉再建と華厳興隆～」

◆日

平成 25 年 10 月 11 日（金）～ 12 月 1 日（日）
午前 9 時～午後 4 時 30 分（入館は午後 4 時まで）

時

◆休館日

毎週月曜日（10 月 14 日、11 月 4 日を除く）
10 月 15 日（火）、11 月 5 日（火）

◆問合せ

神奈川県立金沢文庫 学芸課

☎ ７０１－９０６９

(3) 金沢動物園「エコ森ワンダーパーク 2013」の案内チ
ラシの掲出依頼について
（横浜市緑の協会・金沢動物園）
金沢動物園では、自然に親しみながら生き物を大切に想う心を育て、楽し
く環境活動に参加できるイベント「エコ森ワンダーパーク 2013」を開催い
たします。
つきましては、多くの区民の方々にご周知させていただくため、掲示板へ
の案内チラシの掲出にご協力をお願いいたします。
（配送ルート）
◆日

時

平成 25 年 11 月 3 日（日・祝）
午前 9 時 30 分～午後 4 時 30 分（入園は午後 4 時まで）

◆会

場

◆内

容

横浜市立金沢動物園
当日は入園無料です。
自然体験、音祭りステージ、金沢ブランド商品の販売、
被災地応援サンマの配布 など

◆問合せ

横浜市立金沢動物園

☎ ７８３－９１０１

(4) 「南部市場まつり 2013」の開催に伴う案内チラシの回
覧及び掲出について
（横浜南部市場まつり実行委員会）
南部市場では毎年「南部市場まつり」を開催していますが、今回も昨年
に引き続き「東北被災地の復興支援」をテーマに開催いたしますので、自
治会町内会へのチラシの回覧及び掲示板への掲出をお願いいたします。
（配送ルート）
◆日

時

平年 25 年 10 月 27 日（日）

◆会

場

横浜市南部市場（シーサイドライン南部市場駅）

◆内

容

新鮮な野菜・果物・鮮魚、東北の物産品、福祉バザー

◆問合せ

南部市場まつり実行委員会

午前８時～午後１時

☎ ７７９－２００２

(5) 無料調停相談会の開催に伴う案内チラシの掲出につい
て
（横浜民事調停協会）
横浜民事調停協会は最高裁判所の委託事業として、横浜市民を対象にした
無料調停相談会を次のとおり開催いたします。
つきましては、開催案内チラシの掲出について、自治会町内会へご依頼い
たします。
（配送ルート）
◆日

時

平成 25 年 11 月 3 日（日・祝）
10 時 00 分～16 時 00 分 （受付 9 時 30 分～15 時 30 分）

◆会

場

横浜市開港記念会館

◆内

容

・簡易裁判所及び家庭裁判所の調停委員による相談会
・交通事故や離婚など、民事・家事の紛争解決手段の一つ
である「調停制度」に関する啓発展示

◆申

込

予約不要・当日会場で受付

◆問合せ

横浜地方裁判所 庶務第二係
横浜家庭裁判所 庶務係
横浜市市民局 広聴相談課

☎３４５－４１０１
☎３４５－３５０５
☎６７１－２３０６

