第 1 部 金沢区町内会連合会定例会（平成 28 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

（金沢警察署）

◆犯罪発生件数（平成 28 年５月末現在・既届）
【振り込め詐欺キーワード】
発生件数 ：
４１９件（前年比 △８５件）
○区役所等が税金の還付に関する連絡をした
＜主な犯罪件数＞
り、警察が現金を預かったりすることはあり
空き巣 ：
９件（ 〃
±０件）
ません。必ず、再確認をして下さい。
振り込め ：
１３件（ 〃
＋６件）
自転車盗 ：
１３７件（ 〃
△２９件） ○高齢者が被害に遭うケースがほとんどです。
ひったくり：
１件（ 〃
±０件）
ご家族と連絡を取り注意してください。
◎最近の犯罪傾向

音声ガイダンスを利用した振り込め詐欺が増加傾向にあります。

◆交通事故発生件数（平成 28 年５月末現在）
二輪車交通事故防止強化月間・暴走族追放強化月間
＜交通事故発生状況（人身事故・暫定値）＞
[期間]６月１日から６月３０日
発生件数 ：
２０４件（前年比 －２１件）
・運転にゆとりやさしさ思いやり
死者数 ：
１件（ 〃
－１件）
・暴走はしないさせないゆるさない！
負傷者数 ：
２２６件（ 〃
－３１件）
◎最近の犯罪傾向

区内では、交通事故全体に占める二輪車関係事故の割合が高い。
５月末現在、区内３６．３％、県下平均２８．１％

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

平成 28 年

平成 27 年

増△減

１０

１８

△８ ※平成 28 年度

建物火災

５

１２

△７

その他の火災

４

１

３

死者

０

０

０ 「 消しましょう

負傷者

１

４

△３

放火

２

３

△１

たき火

２

０

２

こんろ

１

１

０

たばこ

１

０

１

その他

４

１４

１０

平成 28 年

平成 27 年

増△減

４，１１５

４，０６２

２，７２５

２，６８８

一般負傷

６９３

６６５

※熱中症は暑さに慣れ
ていない梅雨の時期に
５３
も起こります。水分補
３７ 給をして熱中症からカ
２８ ラダを守ろう！

交通事故

２５４

２６０

△６

その他（自損・加害等）

４４３

４４９

△６

火災件数
火災種別

（５月末現在）

全国統一防火標語

その火その時
その場所で 」

＜救急状況＞（金沢区内）
区分

／

年

救急件数
急病
内 訳

（備考）平成28 年中の数値は速報値であり、確定値ではありません。

３ 横浜市人権施策基本指針改定素案に対するパブリックコメントの
実施について
（市民局人権課）
横浜市では、
「一人ひとりの市民が互いに人権を尊重しあい、ともに生きる社会」の実現を目指し
て、
「横浜市人権施策基本指針」を策定しています。
このたび、災害に伴う人権問題などの新たな人権課題や障害者差別解消法など、人権に関する法整
備が進んでいる状況に対応するため、改訂を行います。
改訂にあたっては、本市での検討や意見交換を重ねるとともに、有識者や当事者団体・支援者団体
等で構成された横浜市人権懇話会を開催して幅広い意見を聴取してきました。
この「素案」について、市民のみなさまからのご意見を募集します。募集資料を各自治会町内会に
つき１部送付します。
（配送ルート）
◆パブリックコメントの募集要領
（１）期間：平成 28 年７月５日（火）～８月 15 日（月）
（２）資料の配布・閲覧場所：区政推進課、市民局人権課・市民情報センター、
地区センター等市民利用施設
・素案の概要版については、点字版・音声版も配架します。
・横浜市ホームページにも掲載します。
（３）ご意見提出方法：①郵便（素案の概要版添付の専用はがき（切手不要）
）
②ファクシミリ
③電子メール
◆問合せ：市民局人権課

☎６７１－２７１８ FAX６８１－５４５３
E メール sh-jinken@city.yokohama.jp

４ 横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度）平成 27 年度の
実績報告について
（環境創造局みどりアップ推進課）
横浜市では、
「緑豊かなまち横浜」を次の世代に引き継いでいくために、
「横浜みどり税」を財源の
一部にして「横浜みどりアップ計画」
（計画期間：平成 26-30 年度）を推進しています。
このたび、同計画の平成 27 年度の主な事業実績や横浜みどり税の使いみちについてまとめたリー
フレットを作成しましたので、自治会町内会への班回覧をお願いします。
また、
「横浜みどりアップ計画市民推進会議平成27 年度報告書概要版」を各自治会町内会長宛てに
１部送付します。
（配送ルート）
◆問合せ：環境創造局みどりアップ推進課

☎６７１－２７１２

５ いわゆる「ごみ屋敷」対策を進めるための条例案の骨子に係る
市民意見募集（パブリックコメント）の結果の概要について
（健 康 福 祉 局 企 画 課）
（資源循環局資源政策課）
住居やその敷地内にごみ等を溜め込んでしまい、周辺住民の生活影響に様々な影響を及ぼしてい
る、いわゆる「ごみ屋敷」が社会的に関心を集めています。
横浜市においても、ごみを含む物の堆積による悪臭、害虫の発生、火災の危険性等の苦情が寄せら
れていますが、現行の法令では、対応できる範囲に限界があり、問題解決が長期にわたって困難とな
っている事例もあり、地域の課題となっています。
この「ごみ屋敷」問題の解決に向けた対策を進めるにあたり、必要な条例の骨子案について、平成
28 年４月１日（金）から５月６日（金）まで、市民のみなさまのご意見を募集しましたので、その
結果を報告します。今後、ご意見も参考にしながら更に条文案や対策の検討を進めていきます。
◆概要
・いただいたご意見は合計 179 件で、分類すると、条例の内容について（100 件）
、対策の進
め方について（70 件）
、その他の意見（９件）となっています。
・条例を制定し取組を進めることについて反対する意見は特になく、条例に盛り込む事項や
対策の進め方についての意見が多数でした。
・条例の規定については、
「措置（指導、勧告、命令、代執行）
」に関する意見が 23 件あり、
「過料や罰則」の７件も加えると、措置等に関する意見が 30 件になります。
・対策の進め方については、
「福祉的な支援」に関する意見が 21 件、
「迅速な対応」を求める
意見が 17 件ありました。
◆問合せ：横浜市健康福祉局企画課

☎６７１－３６６２

６ 蚊媒介感染症予防対策について

（健康福祉局生活衛生課）

蚊が媒介する感染症には、
平成26年夏に約70年ぶりの国内感染患者が確認されたデング熱のほか、
チクングニア熱、ウエストナイル熱など様々なものがあります。特に、平成 27 年秋以降、中南米地
域を中心に流行しているジカウイルス感染症は、神経疾患を起こす可能性や、妊婦が感染することで
胎児に先天的な障害を起こす可能性が指摘され、国際的にも緊急対策が進められている感染症です。
横浜市では 、夏に向けて市民の皆様へより広く注意を呼びかけるため、６月を啓発強化月間とし、
蚊媒介感染症の予防対策についてお知らせしてまいります。啓発チラシの掲示板への掲出について、
ご協力お願いいたします。
（配送ルート）
◆啓発強化月間の取組について
「蚊に刺されない・蚊を増やさない」 対策について広くお知らせします。 蚊媒介感染症を予
防するためには、
「蚊に刺されない・蚊を増やさない」 両方の対策が必要です。
「蚊を増やさない」啓発チラシの掲示をお願いいたします。
◆問合せ：健康福祉局生活衛生課

☎６７１－２４５６

７ その他
（１） 「市民防災の日」金沢かわら版（６月号）の発行について
「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。
（配送ルート）
◆問合せ：金沢消防署 予防課 ☎ ７８１－０１１９

（２） 横浜市衛生研究所の施設公開について
横浜市衛生研究所が、施設公開を行います。
夏休み期間中ですので、お子さま等の見学も歓迎しております。
◆日時
平成 28 年８月６日（土） ９：３０ ～ １６：００
◆会場
横浜市衛生研究所（住所：横浜市金沢区富岡東二丁目７番１号） ※参加費無料
◆内容
特別講演「カの話―蚊ってどんな虫？～デング熱・ジカ熱にかからないためには～」
パネル展示、体験コーナー等
◆問合せ：横浜市衛生研究所 ☎３７０－８４６０

Ⅱ 関係団体等
１ 第６６回社会を明るくする運動に伴うポスター掲示依頼に
ついて
（金沢保護司会）
第 66 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
掲出をお願いいたします。
（配送ルート）

◆

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

第２部 金沢区町内会連合会定例会（平成 28 年６月）
Ⅰ 行政関係
１ 証明発行サービスのあり方の検討結果について （市民局窓口サービス課）
（金 沢 区 戸 籍 課）
コンビニエンスストアにおける証明発行サービス（以下「コンビニ交付」
）の導入や、既存の証明
発行拠点（行政サービスコーナー及び区独自拠点）の見直しなど、
「証明発行サービスのあり方」に
ついての方向性をまとめました。
１ コンビニ交付のメリット（証明書発行場所・ 時間の拡大）
コンビニは、市内約 1,200 店舗、全国約 50,000 店舗（平成 28 年３月末時点）あり、店内に設
置されているマルチコピー機で、マイナンバーカードを使用し、６時 30 分から 23 時まで利用す
ることができます。
２ コンビニ交付の導入について
市民サービスの向上及びマイナンバーカードの普及促進策として、以下のとおり、コンビニ交
付を導入します。
なお、平成 29 年１月にサービスが開始できるようシステムの構築などを行っていきます。
◆サービスの概要
(1)取り扱う証明書
住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍証明書、住民票記載事項証明書、戸籍の附票
※税証明は、当面の間取り扱いません。
(2)利用時間
ア ６時 30 分～23 時まで（年末年始を除き無休）
イ 戸籍及び戸籍の附票については、平日９時から 17 時まで
３ 証明発行拠点の見直しについて
効率的な行政運営の観点から、コンビニ交付の導入を契機として、行政サービスコーナーの一
部及び区独自拠点を廃止します。
(1）行政サービスコーナー
証明発行数の低い３か所を証明発行数の低い順（①新杉田（H29.3）
、②金沢文庫(H30.3）
、
③長津田（H31.3）) に、３か年をかけて、毎年、１か所ずつ廃止します。
(2）区独自拠点〔並木（金沢区）
〕
行政サービスコーナーの見直しの方針を踏まえ、平成 29 年 3 月に廃止します。
４ 並木証明発行コーナー開所日について
並木証明発行コーナーでは、29 年３月までの火・木曜日 13:00～16:00（区役所閉庁日を除く）
の開所中、各種証明書発行のほかマイナンバーカード申請に関する相談も受けています。
◆問合せ：コンビニ交付・行政サービスコーナー 市民局窓口サービス課 ☎６７１－２１７６
並木証明発行コーナー

金沢区戸籍課

☎７８８－７７３４

２ 平成 28 年度ＬＥＤ防犯灯整備事業について

（地域振興課）

「鋼管ポールＬＥＤ防犯灯ＥＳＣＯ事業」につきましては、現在、現地調査及び交換工事を行って
おり、今年の 12 月末を目途にＬＥＤ化工事を終え、29 年１月から３月で東京電力関係の手続き等を
行う予定です。
また、今年度は、
「鋼管ポールＬＥＤ防犯灯ＥＳＣＯ事業」とは別に、本市の直営工事により、電
柱へのＬＥＤ防犯灯の新設等を行います。
（配送ルート）
＜直営工事整備内容＞
【申請１】電柱へのＬＥＤ防犯灯の新設
【申請２】電柱に設置されている不要な防犯灯の撤去
【申請３】電柱に設置されている蛍光灯防犯灯等のＬＥＤ化
◆問合せ：地域振興課

☎７８８－７８０１

３ 自治会町内会が防犯カメラを設置する際の補助制度利用の意向確認
について
（地域振興課）
横浜市では、自治会町内会が防犯カメラを設置する際に費用の一部を補助する「地域防犯カメラ設
置補助金（仮称）
」制度を新たに設けることを検討しています。
つきましては、別紙「地域防犯カメラ設置補助金（仮称）制度の概要」をお読みいただき、本年度
中にこの制度を利用して防犯カメラの設置を希望する自治会町内会は、地域振興課に相談のうえ、意
向確認シート 【様式１】の提出をお願いいたします。
（配送ルート）
◆配 付 物 ・地域防犯カメラ設置補助金（仮称）制度の概要
・補助制度における申請書類一覧
・意向確認シート【様式１】
◆依頼内容 補助金について交付を希望する場合は意向確認シート【様式１】の提出
◆提

出 地域振興課にご相談ください。

※なお、今回の意向確認は制度の新設にあたり、地域のニーズや必要となる予算額などを把握
するために行います。
・防犯カメラの設置を希望された自治会町内会は、意向確認シート提出後に、横浜市と必要な
調整を行い、９月 15 日（月）までに申請書類を提出していただきます。
◆問合せ：地域振興課

☎７８８－７８０１

４ 消費者被害等の注意喚起ちらし「月次相談リポート」の掲示板への
掲示について
（経済局消費経済課）
横浜市消費生活総合センターには、毎年 24,000 件前後の消費者被害やトラブルに関する相談が
寄せられており 、特に高齢者からの相談が近年増加傾向にあります。また、その相談内容は、新
しい商品やサービスにあわせて、刻々と変化しています 。
このような状況を踏まえ、市民の皆様が被害を未然に回避できるよう、最近の相談事例や注意点
について、コンパクトにわかりやすくお伝えするちらし（月次相談リポート）を、今年４月から毎
月作成し、広く配布することとしました。
このちらしについて、自治会・町内会の掲示板に可能な範囲で掲示して頂けるよう、ご協力をお
願いいたします。
（配送ルート）
◆今後のスケジュール（予定）
・６月下旬 各自治会・町内会あて事前のご案内 （別添説明資料）を送付します。
・７月下旬、９月下旬に配送ルートを使用して、掲示物を各自治会・町内会あてに送付します。
◆問合せ：経済局消費経済課

☎６７１－２５６８

Ⅱ 関係団体等
１ 平成２８年度金沢区体育協会の事業協力費の依頼
（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。
（配送ルート）
◆事業協力費 １世帯あたり ２０円
※７月末までに同封の「払込取扱票」によりお振込みをお願い
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

２ 平成２８年度金沢区青少年指導員協議会活動協力費の依頼
（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。
（配送ルート）
◆事業協力費 １世帯あたり 1０円
※７月末までに指定の口座に同封の払込用紙によりお振込みを
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

３ その他
(1) シルバー人材センターの会員募集ポスター掲出依頼
（公益財団法人 横浜市シルバー人材センター）
自分のライフスタイルに合った仕事を見つけて生きがいと充実した生活を送るため、シル
バー人材センターの会員に登録しませんか。
金沢区民の皆様へ周知・啓発を図るためポスターの掲示をお願いします。

（配送ルート）
◆問合せ

公益財団法人

横浜市シルバー人材センター 磯子事務所
☎８３２－３５１１

(2) 「海の公園 海水浴場の開場」ポスター掲出依頼について
（公益財団法人 横浜市緑の協会）
各掲示板へ「海の公園 海水浴場の開場」周知用ポスター掲出をお願いします。
（配送ルート）

◆開場期間

◆問合せ

平成 28 年 7 月９日（土）から８月３１日（水）

公益財団法人

横浜市緑の協会
☎７０１－３４５０

