第 1 部 金沢区町内会連合会定例会（平成 26 年２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26 年１月末までの累計）
◆見破れ！！オレオレ
発生件数 ： １２５件（前年同時期比較 ＋３８件）
電話でお金を要求する息子はサギ！？
＜主な犯罪件数＞
★息子などに電話で確認しよう！！
空き巣他 ：
１件（
〃
△５件）
振り込め ：
１件（
〃
±０件） ★家族だけの合言葉（ペットの名前、孫の
自転車盗 ：
３３件（
〃
±０件）
名前など）を事前に決めておこう！！
ひったくり:
４件（
〃
＋１件）
◆交通事故発生件数（平成26 年１月末までの累計）
発生件数：
５１件（前年同時期比較
＋１件）
死者数 ：
０人（
〃
±０人）
負傷者数：
６２人（
〃
＋４人）

◆二輪車事故急増！！
朝方（６時～８時）と夕方（16 時～18 時）
の通勤・帰宅時間帯に集中発生！
★車の横をすり抜けない！
★スピードは控えめに 安全運転を！

２ 金沢区内火災・救急状況等について

（金沢消防署）
（平成 26 年 1 月までの累計）

＜火災状況＞（金沢区内）
区分

／

年

損傷被害
主な
出火原因

平成 25 年

増△減

東日本大震災から２年

３

５

△２ が経過しました。いま

建物火災

２

４

その他の火災

１

０

△２ 一度、身近な「家庭の
１ 備え」について考えて

死者

０

０

負傷者

０

１

たばこ

１

０

食用油加熱出火

０

２

△２ 「消すまでは 心の警報

その他

２

３

△１

火災件数
火災種別

平成 26 年

±０ みましょう。
△１ ※平成25年度全国統一
１ 防火標語
ＯＮのまま」

＜救急状況＞（金沢区内）
区分

内 訳

／

年

平成 26 年

平成 25 年

増△減

救急件数

８６１

９３０

△６９

急病

５４３

５９９

△５６

一般負傷

１５３

１７０

△１７

交通事故
その他

６２

４７

１５

１０３

１１４

△１１

（自損・加害等）

※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 「市民防災の日」金沢かわら版（２月号）及び、
火の用心通信（2014 年２月）№27 の発行について

（金沢消防署）

「市民防災の日」金沢かわら版（２月号）及び、火の用心通信（2014 年２月）№27 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

４ 春の火災予防運動の実施について

（金沢消防署）

平成２６年春の火災予防運動（平成２６年３月１日～３月７日まで）の実施に伴い、火災予防
運動駅頭キャンペーンを実施しますので、御協力をお願いします。
また、平成２６年春の火災予防運動を広く区民の方々にお知らせするため、自治会町内会への
ポスター（Ａ３）の掲出をお願いします。
（配送ルート）
◆駅頭キャンペーン
日 時：平成２６年２月２８日（金） 午後６時００分から午後６時３０分まで
場 所：金沢文庫駅 改札前 （雨天決行）
◆防火標語
「消すまでは 心の警報 ＯＮのまま」
◆問合せ：金沢消防署 予防課 ☎７８１－０１１９

５ 家庭防災員連絡員に対するアンケートについて

（金沢消防署）

家庭防災員連絡員について、現在の状況の確認と、今後の連絡員会議運営の参考とさせていた
だくため、アンケートの実施について御協力をお願いします。
（配送ルート）
◆対 象 者：自治会町内会長及び各自治会町内会の連絡員
◆提出方法：返信に御協力いただける場合は、アンケート用紙に御記入のうえ同封の返信用封
筒にて御返送をお願いします。
◆提出期限：平成２６年３月２２日（金）必着まで
◆そ の 他：連絡員を選任している自治会町内会においては、大変お手数ですが、連絡員の方
に連絡員宛の封筒をお渡しください。
◆問 合 せ：金沢消防署 予防課 ☎７８１－０１１９

６ 津波警報伝達システムを用いた試験放送について
（総務局情報技術課）
平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災を教訓として、横浜市では大地震による津波の
発生が予想される場合に、市民の皆様が少しでも早く避難行動がとれるよう、屋外スピーカーを
使って避難を呼びかける「津波警報伝達システム」を津波浸水予測区域に設置しています。
このたび、屋外スピーカーの調整のため、個別に試験放送を行いますので、周知文の回覧をお
願いします。
（配送ルート）
◆実施期間：平成２６年３月１９日（水）から２５日（火）まで（予定）※土日、祝日除く
午前９時から午後５時までの間
◆放送内容：音声「チャイム音＋こちらは、横浜市です。ただいまスピーカーの調整中です。
」
※間隔をおいて数回放送します。
◆放送場所
海の公園（海の公園）
柳町コミュニティハウス（柳町）

１号幹線沿緑地（幸浦一丁目）
長浜水路沿緑地（福浦一丁目）

八景小学校（泥亀一丁目）

海辺の散歩道（福浦一丁目）

金沢小学校（町屋町）

小柴崎緑道（柴町）

六浦中学校（六浦一丁目）
野島公園詰所付近（野島町）
横浜市野島青少年研修センター付近（野島町）
横浜ベイサイドマリーナ（白帆）

中央卸売市場南部市場（鳥浜町）
八景島（八景島）
並木第一小学校（並木一丁目）
金沢工場（幸浦二丁目）

◆問 合 せ：総務局情報技術課 ☎６７１－３４５４

７ 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。
◆仮契約の状況について
第１工区の建築工事、電気設備工事及び空気調和設備工事については、仮契約が完了した段
階です。市会第１回定例会にて契約議案が成立した場合、本契約が締結されます。今後、他
の工種についても順次入札を進めてまいります。
◆今後の予定について
（１）平成２５年度
平成２６年１月～３月 公園解体工事
３月中旬 本工事説明会
３月以降 本工事
（２）平成２６年度以降
平成２７年度まで 本工事（区役所・消防署）
※平成２８（２０１６）年２月移転予定
平成２７年度 隔地駐車場工事
平成２７年度末 公会堂閉鎖（平成３０年度まで）
※新区役所・消防署棟の多目的室は利用可能
平成２８年度 現庁舎解体
平成２９年度 本工事（公会堂・駐車場）及び泥亀公園工事
※現庁舎の解体工事の影響で、本工事（公会堂・駐車場）の工
期が延びる可能性があります。
◆問合せ：市民局地域施設課 ☎６７１－２０８６

８ 内水ハザードマップの確定及び公表について
（環境創造局下水道事業調整課）
平成２５年１０月に市民意見募集を実施しました内水ハザードマップが確定しましたので、公
表します。皆様の浸水被害に対する日頃からの備えや大雨時の対策に、お役立てください。
（配送ルート）
◆内水（ないすい）ハザードマップとは
下水道や水路に起因した大雨時に想定される浸水区域や浸水深などの様々な情報をまとめた
マップです。
◆策定の経緯
近年、局地的集中豪雨が増加し、横浜市でも下水道の整備水準を超える雨が増加しているこ
とから、平成２３年度からソフト対策の一つとして内水ハザードマップの作成に着手し、昨
年１０月に市民意見募集を実施しました。そして、このたび皆様からの御意見等を反映し、
マップ構成等を修正しました。
◆公表予定
横浜市の南部方面９区は、平成２６年３月の公表、北部方面の９区については平成２６年度
中の公表の予定です。
◆配布予定
（１）浸水想定区域（床上浸水相当：５０ｃｍ以上）を含む町丁へ各戸配布（３月中旬～下旬）
※釜利谷東一 ～ 三丁目・昭和町・谷津町・泥亀一丁目・野島町
（２）各自治会町内会へ１部配布（２月区連会時）
（３）区役所総務課および市民情報センターで配布（３月１０日～）
◆電子媒体の公表
（１）環境創造局ホームページによる公表（４月１日～）
（２）行政地図情報提供システムによる公表（４月１日～）
◆問合せ：環境創造局下水道事業調整課 ☎６７１－２８４０

９ 金沢八景駅東口における、歩行者通路の廃止および駅前第二タクシー
乗場の廃止等について
（都市整備局金沢八景東口開発事務所）
金沢八景駅東口土地区画整理事業の進捗に伴い、２月下旬まで、区画１号線（海軍道路）の２
街区側歩道を通行止めとし、瀬戸神社側の歩道への迂回をお願いしているほか、２月末をもって
京急金沢八景駅南側の仮設店舗へのアクセス用歩行者通路を廃止します。
また、シーサイドライン延伸事業に伴い、１月２６日（日）をもって国道１６号沿いの駅前第
２タクシー乗場が廃止になりました。今後は、京急金沢八景駅前の第１タクシー乗場のみとなっ
ておりますので、御注意ください。
◆問合せ：都市整備局金沢八景駅東口開発事務所 ☎７８２－７３２１

10 「新たな中期計画の基本的方向」について

（区政推進課）

横浜市では今後の市政の羅針盤となる向こう４か年の新たな中期計画を２６年度に策定しま
す。今後、多くの市民の皆様と議論を重ね、オール横浜で未来の横浜を描いていきたいと考えて
います。
このたび、そのスタートとなる「新たな中期計画の基本的方向」をとりまとめましたので、お
知らせするとともに、御意見・御提案を募集します。
◆意見募集の内容
「新たな中期計画の基本的方向」への御意見・御提案を募集します。いただいた御意見等は、
今後の計画策定に向けて参考にさせていただきます。
◆意見の提出方法
郵送、ＦＡＸ、電子メールで、御意見をお寄せください。様式は特に定めていませんが、御
意見に関連する箇所が分かるように御記入ください。
◆送付先
郵

送：〒２３１－００１７ 横浜市中区港町１－１ 横浜市政策局政策課 あて

Ｆ Ａ Ｘ：０４５－６６３－４６１３
電子メール：ｓｓ－ｃｈｕｋｉ２０１４＠ｃｉｔｙ．ｙｏｋｏｈａｍａ．ｊｐ
◆提出期限
平成２６年３月２５日（火）必着まで
◆問合せ：区政推進課 ☎７８８－７７２６

11 「六国峠ハイキングコース」の再供用について

（金沢土木事務所）

金沢文庫から北鎌倉まで続く「六国峠ハイキングコース（能見堂緑地）
」の一部切通し区間は落
石や崩落の危険性により平成２２年６月から通行止めとなっておりましたが、このたび安全対策
工事が完了したため、平成２６年２月１２日午前１１時から再供用いたしましたことを御報告し
ます。
◆問合せ：金沢土木事務所 ☎７８１－２５１１

12 第１７回称名寺薪能の開催について
（地域振興課 学校支援・連携担当）
第１７回称名寺薪能を開催しますのでお知らせします。併せて、チラシの回覧とポスター掲出
をお願いします。
（配送ルート）
◆日 時
平成２６年５月６日（振休・火） 午後５時３０分開演
◆会 場
称名寺境内特設能舞台（※雨天時は金沢公会堂で開演）
◆内 容
能 「放下僧（ほうかそう）
」 櫻間右陣
狂言「蚊相撲（かずもう）
」 野村萬斎
◆チケット発売日及び販売場所
（１）金沢区役所 中庭会議室
３月２９日（土）～３月３１日（月） 午前８時３０分から午後４時まで
※４月１日（火）以降のお求めはお電話で、
「ふみくらの仲間たち」へ。
☎０９０－３５１０－９５５９または、☎０８０－５１８６－４４０７へ
（２）チケットぴあ（Ｐコード：４３５－０９８）
３月２９日（土）～５月１日（木） 午前１０時から
☎０５７０－０２－９９９９
※電話番号のおかけ間違いに御注意ください。
◆問合せ：地域振興課 区民活動支援担当 ☎７８８－７８０４

13 地域力通信「ハーモニー」
（平成２５年度第４号）の発行について
（地域振興課 地域力推進担当）
金沢区内の地域における活動や、区役所の取組について紹介した広報紙を発行しましたので、
御覧ください。
（配送ルート）
◆問合せ：地域振興課 地域力推進担当 ☎７８８－７８０９

14 その他

Ⅱ 関係団体等

１ 「防犯かながわ」臨時号（第 145 号）の発行に伴う回覧依頼について
（金沢防犯協会）
神奈川県防犯協会連合会より「防犯かながわ」臨時号（第 145 号）を発行い
たしますので、自治会町内会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（金沢警察署内）

☎７８５－５６５６

２ 振り込め詐欺防止ＤＶＤ「だまされません！その電話」の配付について
（金沢防犯協会）
多発する「振り込め詐欺」を未然に防止するため、全国防犯協会連合会が制
作した、振り込め詐欺防止ＤＶＤ「だまされません！その電話」を地区連合町内
会に配付いたしますので、是非ご活用ください。
◆問合せ

金沢防犯協会（金沢警察署内）

☎７８５－５６５６

３ 「更生保護かなざわ」第 78 号の発行に伴う回覧依頼について
（金沢保護司会）
金沢保護司会の機関誌「更生保護かなざわ」第 78 号を発行いたしますので、
自治会町内会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 第 44 回「金沢区ことぶき大学」の開催について
（金沢区シニアクラブ連合会）
第 44 回「金沢区ことぶき大学」を開催しますので、皆様方のご来場をお待ち
しております。
◆日 時
平成 26 年 3 月 3 日（月） 午後 1 時 ～ 午後 4 時 30 分
（開場：午後 0 時 30 分 ・ 入場無料）
◆会 場
金沢公会堂
◆内 容
第 1 部 講演
日本の「心」を世界に紹介した小泉八雲
第 2 部 神奈川県警の時間 ① 防犯・交通安全について
② 神奈川県警音楽隊による演奏
◆ 問合せ

金沢区シニアクラブ連合会

☎７８４－５１２１

５ 平成 26 年度 金沢区町内会連合会定例会議の開催日程について
（金沢区町内会連合会）

平成 26 年度の金沢区町内会連合会定例会議の開催日程をお知らせいたします。
◆ 開催日程
年

平成２６年

月

日（曜日）

４月
５月
６月
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月

２１日（月）
２０日（火）
２０日（金）
２２日（火）
休
会
２２日（月）
２０日（月）
２０日（木）
２２日（月）

休会になる場合があり
ます
平成２７年

◆ 開催時間
◆ 開催場所
◆問合せ

１月
２月
３月

午後１時３０分から
金沢区役所 ３階 2・3 号会議室
金沢区町内会連合会
☎ ７８０－３４３２

２０日（火）
２０日（金）
２０日（金）

第２部 金沢区町内会連合会定例会（平成 26 年２月）
Ⅰ 行政関係
１ 「金沢区環境にやさしい活動表彰」の創設について
（区政推進課）
このたび、
「環境にやさしい、美しいまち金沢」推進事業本部の取組の一つとして、新たに「金
沢区環境にやさしい活動表彰」を創設したいと考えております。区内で行われている温暖化対策
や街の美化、ごみの減量等の活動のうち、顕著な成果があった活動に対して表彰を行うことで、
その意識や活動を多くの区民へ広げていくことを目的としています。
つきましては、創設にあたり、委員の皆様の御意見をお聞かせくださいますようお願い申しあ
げます。
◆意見募集の内容
「金沢区環境にやさしい活動表彰」の創設について
◆意見の提出方法
意向調書に御意見を御記入いただき、ファックスで御返信ください。
◆提出期限
平成２６年３月１３日（木）必着まで
◆その他
表彰制度の内容については、実施要綱（案）を御確認ください。
◆今後のスケジュール
平成２６年３月 表彰候補の募集（～４月末まで）
※３月の区連会で推薦依頼についてお願いさせていただく予定です。
５月 選考委員会開催（表彰者決定）
６月 表彰（事業本部会議内）
◆問合せ：区政推進課 ☎７８８－７７２９ ＦＡＸ７８６－４８８７

２ 平成２６年民生委員・児童委員及び主任児童委員の推薦について
（福祉保健課）
平成２６年民生委員・児童委員及び主任児童委員の欠員補充につきまして、各地区推薦準備会
及び連合地区推薦準備会を開催し、候補者を推薦していただくよう、各自治会町内会長の御協力
をお願いします。
なお、平成２６年につきましても欠員地区のみの御推薦を依頼します。その後、平成２８年
１１月３０日に任期満了に伴う一斉改選を行います。
（後日郵送）
◆推薦依頼時期
（１）平成２６年 ７月１日付け欠員補充：平成２６年３月上旬
（２）平成２６年１２月１日付け欠員補充：平成２６年７月下旬
◆連合及び地区推薦準備会の開催時期
（１）平成２６年 ７月１日付け欠員補充：平成２６年３月～４月
（２）平成２６年１２月１日付け欠員補充：平成２６年８月～９月
◆留意事項
連合及び地区推薦準備会推薦人の選出について、連合及び自治会町内会の代表の方と地区民
生委員児童委員協議会の代表の方は、必ず推薦人としてください。この両者が出席しない場
合は連合及び地区推薦準備会が開催できないこととなっております。
また、候補者の選考にあたっては、資格要件、年齢要件、居住要件の確認をお願いします。
なお、年齢要件については、なるべく原則としている年齢に近い方を御推薦いただくようお
願いします。
◆その他
推薦依頼書は、該当自治会町内会長及び地区連合町内会長へ後日郵送します。
◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８２０

３ きらきら輝く金沢区 子育て支援ガイド「はじめの一歩」改訂版の発行
について
（こども家庭支援課）
『金沢区健やか子育て連絡会』の企画のもと、子育て支援ガイド「はじめの一歩」の初版を平
成２０年度に、改訂版を２２年度に発行してきました。
平成２５年度は保健活動推進員の改選や、民生委員・児童委員の一斉改選があったため、改め
て地域で活躍される皆さまに「金沢区子育て支援の協働の指針」
、子育て支援のネットワークの役
割等について、御理解いただきたく、改訂版を発行しましたので、御覧ください。
（配送ルート）
◆問合せ：こども家庭支援課 ☎７８８－７７８７

４ 平成２６年度金沢区市民活動に関する補助金・助成金について
（地域振興課）
金沢区役所及び金沢区社会福祉協議会では、各種団体の活動に対する助成制度があります。
このたび、平成２６年度金沢区市民活動に関する補助金・助成金一覧を作成しましたので、御
覧ください。
２６年度の補助金・助成金の募集予定の一覧となっております。詳細につきましては、担当部
署までお問い合わせください。
（配送ルート）
◆問合せ：地域振興課 地域力推進担当 ☎７８８－７８０９

５ 振り込め詐欺防止ポスターについて

（地域振興課）

昨年、大幅に増加した（前年比プラス２６件）振り込め詐欺への注意喚起を実施するため、ポ
スターを作成しました。
つきましては、自治会町内会へのポスター（Ａ４）の掲出をお願いします。
（配送ルート）
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１

６ その他

Ⅱ 関係団体等
１ 平成 26 年度共同募金運動の協力依頼および平成 25 年度各種募金の中間
報告について
（金沢区社会福祉協議会）
◆ 平成26 年度 共同募金運動への自治会町内会を通じた戸別募金にご協力をお願いいたしま
す。
(1) 実施時期 ： 平成 26 年 10 月 1 日から平成 26 年 12 月 31 日
(2) 目 標 額 ： ２８,４８０,０００円
（内訳）広域計画分 １１,４００,０００円
地域計画分 １７,０８０,０００円
１世帯当たり目安額 ３９０円〔＊平成 25 年度と同額です〕
◆ 平成 25 年度の次の募金等の平成 26 年２月 15 日現在の実績をご報告いたしますので、ご
確認をお願いいたします。
(1) 日本赤十字社社資
(2) 更生保護協会賛助金
(3) 共同募金会募金
◆問合せ

金沢区社会福祉協議会 ☎７８８－６０８０

２ 「福祉かなざわ」第 95 号の発行について
（金沢区社会福祉協議会）
地域福祉情報誌「福祉かなざわ」第 95 号を発行し、はまかぜ新聞の折り込み
にて全戸配布いたします。
◆内 容

こころのバリアフリー（特集）
金沢地区社会福祉協議会の活動紹介

◆ 問合せ

金沢区社会福祉協議会

☎７８８－６０８０

３ 金沢動物園「開園感謝祭」の周知協力について
（(公財)横浜市緑の協会・金沢動物園）
金沢動物園では、開園 31 周年を記念して「開園感謝祭」を行います。
つきましては、区民の皆さまへの周知を図るため自治会町内会掲示板へのポ
スターの掲出をお願いいたします。
（配送ルート）
◆日

時

◆ステージ
◆餌やり体験
◆わくわくブース
◆食べ物ブース

◆問 合 せ

平成 26 年 3 月 16 日（日） ９:３０～１６:３０
入園無料
アメリカンフォークソング（ザ・ディドリーマーズ）
バルーンアートショー
その他
ゾウやミニブタ
木工クラフト、ぬり絵、木工体験
女川焼きサンマ、南部市場新鮮野菜、金沢ブランド
メルヘン屋台

横浜市立金沢動物園

☎７８３－９１０１

４ 第 6 回ヨコハマ金沢フォトコンテストの周知協力について
（横浜金沢観光協会）
横浜金沢観光協会では、
「美しいまち“金沢”
」に焦点をあてたフォトコンテ
ストを隔年ごとに実施しております。
つきましては、区民の皆さまへの周知を図るため自治会町内会掲示板へのポ
スターの掲出をお願いいたします。
（配送ルート）
◆テ ー マ

◆サ イ ズ
◆募集期間
◆応 募 料
◆応募方法
◆応 募 先
◆問 合 せ

５ その他

『金沢の～四季彩々～』
◇第 1 部 風景の部 ◇第 2 部 歳時記の部
＊ 優秀作品には賞状および副賞を贈呈します。
四つ切またはＡ４サイズ
平成 26 年 3 月 3 日～3 月 31 日
応募作品１点につき５００円（郵券で可）
応募票（区役所、地区センター、コミュニティハウスにあります。
横浜金沢観光協会ＨＰよりダウンロード、私製可）
〒236-0028 金沢区洲崎町１－１８ 横浜金沢観光協会
横浜金沢観光協会

☎７８０－３４３１

