第 1 部 金沢区町内会連合会定例会（平成 28 年１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（平成27 年12 月末現在）
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（金沢警察署）
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２ 金沢区内火災・救急状況について

（金沢消防署）
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＜救急状況＞（金沢区内）
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（備考）平成27 年中の数値は速報値であり、確定値ではありません。

増△減

住宅用火災警報器は、
火災の早期発見に役立
ち、被害が拡大するのを
防ぎます。適切な設置と
万が一の時に作動するよ
う作動確認をし、必要に
応じて電池交換や本体の
交換を行うなど適正な管
理をお願いします。

３ 春の火災予防運動について

（金沢消防署）

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、火災の発生防止及び火災によ
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「春の火災予防運動」が実施され
ます。
つきましては、防火ポスターを送付させていただきますので、掲示板等へ掲出していただき、火災
予防意識の啓発にご活用いただきますようお願い申し上げます。
また、区内主要駅の駅頭において、広報活動を実施いたしますので、ご協力お願いいたします。
（配送ルート）
◆実施期間
平成 28 年３月１日（火）から３月７日（月）まで
◆全国統一防火標語
『無防備な 心に火災が かくれんぼ』
◆駅頭広報
（１）京浜急行電鉄 金沢文庫駅舎
・日時 平成28 年２月 29 日（月）18:00 から 18:30 まで
（２）京浜急行電鉄 金沢八景駅前
・日時 平成28 年３月 １日（火） 8:00 から 8:30 まで
◆問合せ：金沢消防署予防課 ☎７８１－１１９

４ 「横浜マラソン 2016」開催に伴う交通規制について
（市民局大規模スポーツイベント課）
昨年に引き続き、今年も市民参加型フルマラソン「横浜マラソン 2016」を開催します。
開催にあたっては、市内で交通規制を実施しますので、お知らせします。
当日は、混雑が予想されますので、公共の交通機関を御利用くださいますようお願いします。
（配送ルート）
◆開催日
平成 28 年３月13 日（日）
◆交通規制時間
（１）一 般 道：6:30 頃～15:30 頃
（２）首都高速：5:00 頃～16:00 頃
◆問合せ：
（交通規制に関する問合せ）横 浜 市 コ ー ル セ ン タ ー ☎６６４－２５２５
（大会全般に関する問合せ）横浜マラソン組織委員会事務局 ☎６５１－０６６６

５ 横浜市自転車総合計画（素案）パブリックコメント募集及び自転車適正
利用キャンペーンの実施について （道路局交通安全・放置自転車課）
自転車は便利で身近、快適で楽しい乗り物です。健康づくりにも役立ち、環境にやさしいなど、多
くのメリットがあり、様々な場面での利用が増えている移動手段です。
その一方で、ルールやマナーを守らない自転車も見受けられ、自転車が歩行者に接触する事故など
の問題も起きています。
また、収容台数約 10 万台の駐輪場整理などを進めた結果、放置自転車は大幅に減少したものの、
一部の地域では依然として買い物利用などを含めた放置自転車が発生している状況です。
そこで、横浜市では、自転車の通行空間や駐輪場の確保などの「正しく利用できる環境」を整える
施策を進め、みんなが快適に過ごせる街を目指し、総合計画を策定します。
そこで、計画の策定にあたり、幅広く市民の皆さまの御意見を伺うため、計画素案に関するパブリ
ックコメント及び「自転車適正利用キャンペーン＠横浜」を実施します。
（配送ルート）
◆募集期間：平成 28 年２月１日（月）～３月４日（金）
◆提出方法：
（１）郵 送：〒231-0017 横浜市中区港町１－１
（２）F A X ：０４５－６６３－６８６８
（３）メール：
（計画素案へのご意見）do-public@city.yokohama.jp
（計画愛称の応募）do-campaign@city.yokohama.jp
（４）担当課への持参
◆そ の 他：計画素案の詳細についてはホームページをご覧ください。なお、いろいろな企業の
方々に御協力いただき、計画の愛称を応募していただいた方を対象に豪華プレゼント
をご用意していますので、皆さまふるってご応募ください。
◆問 合 せ：道路局交通安全・放置自転車課 ☎ ６７１－３６４４

６ 神奈川県海岸保安基本計画変更に伴う市民意見募集について
（港湾局 企画調整課）
横浜市では、百数十年に一回程度の頻度で発生する津波や高潮からの浸水を防ぐため、必要な箇所
に護岸のかさ上げ等の海岸保全施設を整備していくこととしました。
それに伴い、神奈川県が横浜市域を含めた海岸保全基本計画の変更手続きを進めており、計画素案
について意見募集を行いますので、お知らせいたします。
（配送ルート）
◆意見募集期間
平成 28 年１月 18 日～平成 28 年２月 16 日
◆素案閲覧及び意見提出方法
（１）素案の閲覧
県のホームページまたは市民情報センター、港湾局企画調整課、金沢区役所区政推進
課広報相談係にて御覧いただけます。
（２）意見提出方法
県のホームページの画面上で御意見を入力していただく他、郵送、ファクスで御提出く
ださい。詳しくは素案に記載されていますので、御確認ください。
◆今後の予定
平成 28 年２月頃：意見募集結果の公表
３月頃：変更計画の公表
◆問合せ：
（素案全般の問合せ）神奈川県県土整備局流域海岸企画課

☎２１０－６４７９

横浜市域の計画のうち（港湾区域の問合せ）港湾局企画調整課 ☎６７１－７３００
（漁港区域の問合せ）環境創造局農政推進課 ☎６７１－２６３１

７ 「災害時給水所」新デザイン決定について（水道局）
横浜市は、発災時に市民の皆さまが飲料水を確保できる施設として、災害用地下給水タンク等の
「災
害時給水所」を市内全域に整備しています。
これまでも、防災訓練や様々な広報媒体を通じて、市民の皆さまに「災害時給水所」について、お
知らせしていますが、平成 26 年度に実施した意識調査では、
「災害時給水所」の「具体的な場所を知
っている」と回答した方の割合は 14.2％と非常に認知度が低い状況です。
そこで、このたび、
「災害時給水所」の認知度向上を目的として、
「災害時給水所」を表す標識の新
しいデザインを決めるお客さま投票を実施し、その投票結果により新しいデザインを決定しました。
多くの市民の皆さまの視点を反映した新しいデザインは「災害時給水所」の標識として、
「災害用
地下給水タンク」に設置するほか、災害用パンフレット等、様々な広報媒体にも使用し、災害時の飲
料水確保場所を、市民の皆さまに広く周知していきます。
この機会に、お住まいの地域で発災直後から「災害時給水所」となる「災害用地下給水タンク」の
場所をご確認ください。
（配送ルート）
◆問合せ：水道局保全課 ☎６３３－０１７４

８ 「横浜水缶」
、
「はまっ子どうし The Water」の配達時間拡大について
（水道局総務課）
水道局では、災害に備え、日頃から市民の皆さまに「ひとり１日３リットル、最低３日分で９リッ
トル以上」の飲料水の備蓄をお願いしています。
７年保存できる備蓄飲料水「横浜水缶」と、横浜の水源である道志川の清流を詰めた「はまっ子ど
うし The Water」を平成28 年１月４日受付分から、土日、休日、夜間（午後９時まで）も配達いた
しますので、平日の昼間に受け取れない方も、お求めやすくなりました。
災害は、いつやってくるか分かりません。この機会にぜひ、災害への備えをしましょう。
◆配達時間：午前８時 30 分から午後９時まで
◆そ の 他：水道局から委託された民間事業者が配達します。注文方法や配達料はこれまでと変わ
りません。
◆ご注文・問合せ：水道局お客さまサービスセンター ☎
（24 時間 365 日受付）

０４５－８４７－６２６２

FAX ０４５－８４８－４２８１

９ 町の防災組織事例発表会・東日本大震災特別講演会のご案内について
（総務課）
このたび、鶴見大学記念館 記念ホールにおいて、
『町の防災組織事例発表会』及び『東日本大震
災特別講演会』を開催いたします。
ぜひ、お誘い合わせのうえ、ご参加くださいますようお願い申し上げます。
（配送ルート）
◆日

時：平成 28 年３月５日（土） 13:00～16:30

◆会

場：鶴見大学記念館 記念ホール（定員 496 名）

◆内

容：
（１）第一部 『町の防災組織』事例発表会（13:00～15:00）
（２）第二部 『東日本大震災特別講演会』
（15:30～16:30）
・講師：大木 聖子 慶応大学 環境情報学部 准教授

◆申込方法：
「事例発表会・講演会申込書」に必要事項ご記入の上、郵送、FAX または電子メール
にて、お申込みください。
※申込が定員（496 名）を超えた場合は抽選のうえ、参加が出来ない場合のみ、参加
不可の通知を代表者宛てにお送ります。
◆申 込 先：
（１）郵 送 〒231-0017 横浜市中区港町１－１ 横浜市総務局危機管理課 宛
（２）F A X

045-641-1677

（３）メール so-kikikanri@city.yokohama.jp
※電子ファイルはホームページからダウンロードできます。
◆申込期限：平成 28 年２月 12 日（金）まで
◆問合せ：総務局危機管理課

☎６７１－４３５１

10 新市庁舎整備・関内駅周辺地区のまちづくりについて （区政推進課）
新しい市庁舎には、市民の皆さんや国内外から訪れる来街者の皆さんが集い、楽しみ、活動し、街
を回遊するきっかけを作る役割が期待されます。
横浜市市庁舎移転新築工事については、
技術提案と入札金額を総合的に評価する
「高度技術提案
（設
計・施工一括）型総合評価落札方式」による一般競争入札（WTO）により、平成 27 年 12 月４日に
「竹中・西松建設共同企業体」を落札者として決定しました。
また、横浜市では、新市庁舎整備を契機として、関内駅周辺地区をより魅力と活力あるまちとする
ために、横浜文化体育館の再整備や教育文化センター跡地、現市庁舎街区などの公有地を活用した、
まちづくりの検討を進めています。
まちづくりの検討を進めるにあたっては、公民連携により新しいアイデアを生み出す“場”として
平成 26 年７月に「横濱まちづくりラボ」を立ち上げ、市民、企業、大学や行政などの様々な主体が、
多様な視点や価値観のもとに対話と交流を行い、まちづくりのアイデアを生み出しています。
平成 27 年度末を目途に「現市庁舎街区等活用の方向性」を取りまとめる予定です。
◆新市庁舎整備の今後の予定
平成 28 年１月中旬：入札結果報告書の公表
２月：第１回市会定例会に契約締結議案提出（可決後本契約）→設計着手
平成 29 年夏頃：本体工事着工
平成 32 年１月 31 日：本体工事完了（仮使用開始）→移転準備
６月末：新市庁舎供用開始予定
◆問合せ：
（新市庁舎整備に関する問合せ）総務局管理課 ☎６７１－４１１２

（関内駅周辺地区のまちづくりに関する問合せ）都市整備局都心再生課 ☎６７１－４２４７

11 「大都市フォーラム in 金沢」の開催について

（区政推進課）

横浜市が実現を目指す新たな大都市制度「特別自治市」の必要性や、横浜の未来に向けた施策等
を、区民の皆さまにわかりやすくご説明するため、
「大都市制度フォーラム」を開催しますので、ぜ
ひ皆さまお誘い合わせいただき、ご参加くださるようお願いいたします。
つきましては、周知のため、自治会町内会において、チラシの班回覧をお願いいたします。
（配送ルート）
◆概要
（１）日 時：平成28 年３月 12 日（土） 13 時 30 分～16 時00 分（開場 13 時）
（２）会 場：金沢公会堂
（３）定 員：500 名（参加費無料・先着申込順）
（４）内 容
ア 開会挨拶（横井 正巳 金沢区町内会連合会 会長）
イ 第１部 基調講演（林 文子 横浜市長）
ウ 第２部 活動報告（増田 一行 金沢 区町内会連合会 副会長、金沢区社会福祉協議会 会長 ）
エ 第３部 座談会
（元格闘家・アーティスト須藤 元気さん、鈴木 横浜市副市長、國原 横浜市金沢区長）
オ 司会進行（フリーアナウンサー 江口 桃子さん）
◆申込み方法
参加申込書に①代表者の氏名、②参加人数（代表者を含めた総数）
、③電話番号、④FAX 番号
「電子メール」にてお申込みください。
（FAX でのお申込みの場合）をご記入の上、
「郵送」
「FAX」
電話による申込みも可能です。
（１）郵
（２）F

便：〒231-0017 横浜市中区港町１－１ 横浜市政策局大都市制度推進課 宛
A

X：045-663-6561

（３）電子メール：ss-0312forum@city.yokohama.jp
（４）電

話：045-671-2952

◆申込み期間
平成 28 年２月 12 日（金）～３月７日（月）
※３月７日（月）必着とし、先着順で受付。定員 500 名で応募を締め切らせていただきます。
申込者多数によりご参加いただけない場合は、３月７日（月）までに電話等で御連絡します。
◆その他
当日は開場から開演までの間、
「寺前木遣囃子保存会」
「町屋神社保存会」による木遣と囃子・
獅子舞を披露します。
◆問合せ：政策局大都市制度推進課 ☎６７１－２９５２

12 「スマートイルミネーション金沢」の開催について

（区政推進課）

現金沢区総合庁舎は長年にわたって区民の皆さまに親しまれてきました。その姿を記憶として
未来に引き継ぐとともに、新たな庁舎の門出を祝うため、
「スマートイルミネーション金沢」を開催
します。
やさしい光で彩られた新旧金沢区総合庁舎を舞台に、楽しく参加できる光のアートプログラムをご
用意しておりますので、皆さまお誘いあわせの上、ぜひお越しください。
つきましては、周知のため、自治会町内会の掲示板へのポスター掲出をお願いいたします。
（配送ルート）
◆開催期間：平成 28 年２月 14 日（日） 16:30～20:00
※２月 13 日（土）17:00～20:00 は前夜祭として一部プログラムを公開
◆会

場：金沢公会堂前など（金沢区泥亀２－９－１）
※現区庁舎には入れません。
新区庁舎は、15:00～17:00（受付 16:30 まで）に内覧できます。
（詳しくは広報よこはま金沢区版２月号をご覧ください。
）

◆問 合 せ：区政推進課 ☎７８８－７７２９

13 「生きるをサポート こころの健康づくり事業」講演会について
（福祉保健課）
金沢区では、
「生きるをサポート こころの健康づくり事業」として、生きる希望を失い、悩んで
いる人への理解を広め、悩んでいる人に気づき、声をかけ、必要な支援につなげることができるゲー
トキーパー感覚の浸透を目指し、講演会を実施します。
ぜひ、皆さまお誘い合わせのうえ、ご参加ください。
時：平成 28 年２月 19 日（金） 14 時 00 分～16 時 00 分 （受付開始 13 時 30 分～）
場：金沢公会堂（参加費無料）
※駐車場（有料）に限りがありますので、公共交通機関を御利用ください。
◆講
師：大妻女子大学家政学部 教授
反町 吉秀 先生
◆定
員：350 名（先着順）
◆参加方法：申込みは不要です。当日、直接会場までお越しください。
◆そ の 他：手話通訳ご希望の方は、２月 15 日（月）までに下記へお問合せください。
◆日
◆会

◆問 合 せ：福祉保健課健康づくり係 ☎７８８－７８４０

14 「金沢区福祉保健のつどい」開催及びポスターの掲出について
（福祉保健課）
「金沢区福祉保健のつどい」を開催いたしますので、皆様の御来場をお願いします。
つきましては、周知のため、自治会町内会の掲示板へのポスター（Ａ４）掲出をお願いします。
（配送ルート）
◆日 時
平成 28 年３月５日（土） 午後１時 30 分～午後４時 00 分（開場 午後１時）
◆会 場
金沢公会堂（入場無料）
※駐車場（有料）に限りがありますので、公共交通機関を御利用ください。
◆内 容
（１）第１部 第 41 回 金沢区社会福祉功労者表彰及び感謝式典
（２）第２部 ア 発表！第３期金沢区地域福祉保健計画
～誰もが安心して健やかに住み続けられる支えあいのまちづくり～
イ 講演「つながり de 健康づくり～誰もが主役の地域が社会を変える～」
・講師：東京都健康長寿医療センター研究所 社会参加と地域保健研究チーム
倉岡 正高氏
◆定 員
400 名（申込み不要）
◆託 児
２歳以上の未就学児対象（要予約、４名先着）
御希望の方は２月 19 日（金）までに下記へお問合わせください。
◆問合せ：福祉保健課事業企画担当
金沢区社会福祉協議会

☎７８８－７８１３
☎７８８－６０８０

15 「金沢区地域の団体交流会」の開催について

（地域振興課）

金沢区内で活動する団体を対象に、日ごろの活動や地域課題等について、意見交換や情報共有を行
う交流会を開催します。
今年度は、地域づくり大学校の卒業生にも交流会に参加していただき、地域で活動されている方と
まちづくりに関心がある方との交流の場とします。
ぜひ御参加ください。
（配送ルート）
◆日
時：平成 28 年２月 27 日（土） 15 時 15 分～17 時 30 分（受付 14 時 30 分～）
◆会
場：横浜市立大学金沢八景キャンパス シーガル食堂
◆定
員：30 名（参加費無料）
◆内
容：地区事例発表及び参加団体の交流会・情報交換
◆申込方法：申込書に必要事項を御記入のうえ、FAX 又は電子メールでお申し込みください。
◆申込期限：平成 28 年２月 12 日（金）
◆問 合 せ：地域振興課 地域力推進担当 ☎ ７８８－７８０９
FAX ７８８－１９３７
E-mail kz-chishin@city.yokohama.jp

16 企画展「称名寺貝塚～土器とイルカと縄文人～」について
（地域振興課）
横浜市金沢区にある称名寺貝塚は、今からおよそ四千年前の縄文時代後期を中心に残された貝塚で
す。称名寺は鎌倉時代に創建されたお寺ですが、その周辺に縄文時代の貝塚が眠っています。称名寺
貝塚から見つかった土器をもとにして、縄文時代後期初めの土器型式である「称名寺式土器」が設定
されました。この称名寺式土器は、西日本からの影響を受けて作られたと考えられています。
発掘調査ではイルカや魚の骨が大量に出土し、シカの角で作った銛や釣針などの漁具も見つかりま
した。この地で暮らした縄文人は海にこぎ出してイルカや魚をとり、遠く離れた土地と行き来してい
ました。
今回の企画展では、東北地方から近畿地方までの資料を広く集めて展示し、最新の研究成果をもと
に称名寺貝塚で暮らした人々のすがたを描き出します。
また、金沢公会堂にて、出張講演会も実施します。
つきましては、周知のため、チラシの班回覧及びポスターの掲示板掲出をお願いいたします。
（配送ルート）
【企画展】
◆会 場：横浜市歴史博物館（横浜市都筑区中川中央 1-18-1）
◆期 間：平成 28 年１月 30 日（土）～３月21 日（振休・月）
◆その他：２月 28 日（日）は金沢区民デーとして、金沢区民は企画展観覧料無料。
（免許証など金沢区民であることを証明できるものをお持ちください。
）
毎週土曜日は小・中・高校生は無料。
【出張講演会】
◆会

場：金沢公会堂（横浜市金沢区泥亀 2-9-1）

◆日

時：平成 28 年２月 11 日（祝・木） 14:00～16:00

◆内

容：発掘調査の成果をもとに 4000 年前の金沢のくらしにせまります。
・講師：石井 寛氏（元横浜市ふるさと歴史財団）
・中村 若枝氏（神奈川県考古学
会副会長）
・高橋 健氏（横浜市歴史博物館）

◆参 加 費：無料
◆定

員：200 人（事前申込制、先着順） ※定員に達し次第締切

【共通】
◆申込方法：郵送か WEB で受け付けます。①郵送の場合は、往復はがきに「イベント名と開催日、
郵便番号・住所、氏名、年齢、電話番号、何を見てイベントを知ったか」を明記のう
え、下記までお送りください。
（はがき１枚につきお一人様まで）②WEB 申込の場
合は、歴博 HP の企画展関連イベントから申込画面にお進みください。
◆申込締切：平成 28 年２月３日（水）必着 ※WEB は 17:00 締切
◆申 込 先：〒224-0003 横浜市都筑区中川中央 1-18-1 横浜市歴史博物館「企画展イベント」係
◆問合せ：横浜市歴史博物館 ☎９１２－７７７７

17 その他
（１） 「市民防災の日」金沢かわら版（12 月・１月号）及び、
火の用心通信（2015 年 12 月№49・2016 年１月№50）の発行について
「市民防災の日」金沢かわら版（12 月号・１月号）及び、火の用心通信（2015 年 12 月
№49・2016 年１月№50）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

（２） 金沢区柴町の道路における片側通行規制解除について及び金沢文庫駅
西口駅前広場再整備工事について
金沢区柴町 46-7 地先の道路がけは、斜面を保護するための吹付けモルタルの一部が経年
劣化により剥離していたため、平成 26 年 10 月より市道谷津 395 号線を片側通行規制し、
通行の安全性を向上させる工事を行ってきましたが、平成 27 年 12 月末までに工事が完了
しました。
それに伴い、平成 28 年１月 20 日（水）午後３時に片側通行規制を解除し、元の対面通
行となりました。１年以上にわたり、ご不便ご迷惑をおかけしましたが、ご協力ありがとう
ございました。
また、金沢文庫西口駅前広場再整備工事は平成 27 年 12 月に石田建設株式会社と契約しま
した。現在工事計画を作成しており、２月中旬ごろ準備工(試掘)の着手をする予定です。
なお、交通広場への一般車の時間帯入構制限の設定については、金沢警察署との協議の結
果、混乱を避けるため、当初は規制せずに様子を見ることとなりましたので、ご報告いたし
ます。
◆問合せ：金沢土木事務所 ☎７８１－２５１１

第１部
Ⅱ 関係団体等
１．富岡総合公園感謝祭の実施に伴うポスターの掲出依頼について
(公益財団法人 横浜市緑の協会)
富岡総合公園では、日頃のご愛顧をこめて感謝祭を実施いたします。
つきましては、ポスターの掲出をお願いいたします。
（配送ルート）
◆日時

◆ 会場

平成２８年２月１４日（日）
〈荒天中止〉
実施時間 午前１０時 から 午後３時
金沢区富岡東２－９ 富岡総合公園 プラタナス広場
シーサイドライン「南部市場駅」から徒歩５分

◆内容

プレイパーク、さんまの提供、ウォーキング教室など

◆参加料

無料

◆問合せ

公益財団法人 横浜市緑の協会
海の公園管理センター
☎ ０４５－７０１－３４５０

２．
「金沢区体協だより」の発行及び回覧依頼について
(金沢区体育協会）
金沢区体育協会の活動内容の周知、情報交換を進めるため、広報紙
「金沢区体協だより」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

金沢区体育協会
☎

０４５－７８２－９２３４

第２部 金沢区町内会連合会定例会（平成 28 年１月）
Ⅰ 行政関係
１ 金沢区生涯学習交流会（フォーラム KANAZAWA2016）のチラシの回
覧及びポスター掲出依頼について
（地域振興課）
金沢区の生涯学習や地域活動を紹介する「フォーラム KANAZAWA2016」を開催いたしますの
で、チラシの班回覧とポスター（Ａ４）の掲示板掲出をお願いいたします。
（配送ルート）
◆日 時：平成 28 年３月５日（土）午前 10 時～午後 3 時 30 分
◆会 場：能見台地区センター
◆内 容：
「街の先生」や「生涯学習団体」の活動などの展示や体験
◆申 込：当日直接会場へ（入場無料 ※一部実費負担があります。
）
◆問合せ：地域振興課区民活動支援担当

☎ ７８８－７８０６

２ 平成 28 年度鋼管ポール LED 防犯灯 ESCO 事業の概要及び申請手続
きについて
（地域振興課）
平成 26 年度に実施した電柱共架タイプの防犯灯の LED 化につきましては、地域の皆さまのご協
力のおかげをもちまして、約 115,000 灯の防犯灯の LED 化を無事完了することができました。
平成 28 年度は、市内に残る、自治会町内会所有の鋼管ポールタイプの防犯灯約 22,800 灯を一斉
に LED 防犯灯へ交換いたします。
鋼管ポールについては、設置場所を特定する必要があるため、LED 化を希望する鋼管ポール防犯
灯について、配付資料をご覧いただき、申請をお願いいたします。
（配送ルート）
◆提出書類について
（１）設置申請書兼道路占用廃止届【様式１】
（２）防犯灯地図
（３）防犯灯 LED 化希望・撤去希望一覧表【様式２】
（４）防犯灯設置承諾書【様式３】 ※鋼管ポールの設置場所が私有地内・私道上の場合のみ
◆提出期限
平成 28 年３月 31 日（木）必着まで
◆提出先
金沢区地域振興課
◆その他
（１）対象防犯灯
自治会町内会が所有・維持管理している鋼管ポール（コンクリート柱、木柱等の独立柱を
含む）タイプの防犯灯の蛍光灯（水銀灯、ＬＥＤ防犯灯含む）が対象です。
LED 化後は鋼管ポールごと横浜市が引き取り、維持管理を行います。
（２）設置の基準
ア 原則、灯具は地盤面から４．５メートル以上の位置に設置します。ただし、高さ不足
等のポールであっても安全対策が可能であれば、工事対象になります。
イ 設置間隔は、25 メートル間隔に限らず、現状を優先としますが、あまりにも防犯灯
や他の屋外照明が近接して設置される場合には調整を行います。
ウ 鋼管ポール１本に対し、２灯以上の防犯灯が設置されている場合は、すべてを撤去し、
LED 防犯灯１灯を取り付けます。
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１

３ 平成 27 年度金沢区自治会町内会長感謝会の開催について
（地域振興課）
平成 27 年度自治会町内会長感謝会を開催いたしますので、自治会町内会長の皆様の御出席をお願
いいたします。
なお、表彰対象者の皆様には、別途、御案内状を郵送させていただきます。
（配送ルート）
◆日 時：平成 28 年３月８日（火） 午後３時30 分から午後５時 10 分まで（予定）
（受付：午後３時～）
◆会 場：横浜テクノタワーホテル ３階宴会場 ※昨年と同一会場です。
◆申込み：平成 28 年２月５日（金）までに、案内通知に同封しました「はがき」を御返信くだ
さい。
◆送 迎：当日、区役所駐車場前から送迎用バスを御用意いたしますので、御利用ください。
なお、バスの利用を御希望される方は、
「はがき」の【送迎用バスの利用】の「有」に
○を付けて御返信ください。
※バスは午後２時 40 分に区役所を出発しますので、大変恐縮ですが、時間厳守でお願
いします。
◆その他：アルコール等の飲み物が出ますので、お車での御来場は御遠慮ください。
（参考）
：３月１日（火）に市長公舎において行われる永年在職者市長表彰につきましては、
金沢区では 7 名の自治会町内会長の方々が表彰対象となっています。
（市民局よりご案内済）
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１

４ その他

第２部
Ⅱ 関係団体等
１.「金沢漁港 海産物フェスタ」のポスターの掲出依頼
について
（横浜市漁業協同組合 金沢支所）
金沢漁港では、海産物フェスタを今年も開催いたします。
広報のため、自治会町内会の掲示板への案内ポスター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２８年２月２８日（日） 雨天決行
午前９時～午後２時

◆会 場

金沢漁港 （金沢区海の公園９）
シーサイドライン「野島公園駅」
、
「海の公園南口駅」から徒歩５分

◆内 容

おさかな販売、生わかめ つかみどり、八景島周辺遊覧船など

◆問合せ

横浜市漁業協同組合 金沢支所

☎ ７８１－８９２９

