第 1 部 金沢区町内会連合会定例会（平成 30 年 10 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３０年９月末現在・既届）
【振り込め詐欺キーワード】
発生件数 ：
７０６件（前年比
３９件） ○還付金の返金手続はＡＴＭではできません。
＜主な犯罪件数＞
○必要があってお金を渡す時は、息子さんやお孫さんの
空き巣 ：
２３件（ 〃
８件）
顔を確認してから渡すようにして下さい。
振り込め ：
５７件（ 〃
２１件）
自転車盗 ：
２５７件（ 〃
４４件） ○警察官等がキャッシュカードを自宅に受け取
ひったくり：
０件（ 〃
△１件）
りに行くことは絶対にありません。
◎最近の犯罪傾向 警察官、金融庁職員を名乗るキャッシュカード手渡し型の詐欺が発生しています。
【１１月はエコドライブ推進月間です】

◆交通事故発生件数（平成３０年９月末現在）
＜交通事故発生状況（人身事故・暫定値）＞
発生件数 ：
４２９件（前年比
７件）
死者数 ：
２件（ 〃
０件）
負傷者数 ：
４９９件（ 〃 △２２件）

燃費向上や大気汚染防止と地球温暖化防止に
つながります。
「ふんわりアクセル」
「アイドリングストップ」
等を実践してください。

◎最近の傾向 金沢区内で、交通死亡事故が発生しました。

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

平成３０年

平成２９年

１９

３５

１０

１９

△９

その他の火災

９

１６

△７

死者

０

３

△３ 「忘れてない？ サ

負傷者

３

４

△１

たばこ

２

４

△２

こんろ

１

３

△２

ストーブ

１

１

０

排気管

１

０

１

その他

１４

２７

△１３

火災件数
建物火災

火災種別

損傷被害

主な
出火原因

（９月末現在）

増△減
△１６ ※平成 30 年度
全国統一防火標語

イフにスマホに火の
確認」

＜救急状況＞（金沢区内）
区分

／

年

平成３０年

平成２９年

８，３６９

８，１３１

急病

５，６４８

５，４４６

一般負傷

１，４５１

１，３５３

交通事故

３８８

４１９

※区内の救急件数が
増加中です。
２０２
救急車の適正利用に
９８ ついて、ご協力お願い
いたします。
△３１

その他（自損・加害等）

８８２

９１３

△３１

救急件数

内 訳

（備考）平成30 年中の数値は速報値であり、確定値ではありません。

増△減

２３８

３ 住宅用火災警報器の抽選配付について

（金沢消防署）

消防局では、住宅防火対策の新たな試みとして、11 月９日から 11 月 15 日まで（秋の火災予防運
動期間）を住宅用火災警報器の点検強化キャンペーン期間とし、特に 11 月９日を住宅用火災警報器
の「市内一斉点検の日」として推進します。
このキャンペーンの一環として、高齢者世帯に住宅用火災警報器を抽選で配付いたします。
（配送ルート）
◆配付品及び配付数

連動型住宅用火災警報器３６０組（親器と子器の２個１組）

◆対

⑴ 65 歳以上のひとり暮らし世帯（平成 30 年 11 月１日現在）

象

世

帯

⑵ 75 歳以上のみの世帯（平成 30 年 11 月１日現在）
◆申込方法・提出先

往復ハガキ（返信用宛名及び応募者①住所②氏名③電話番号記載）に
よる申し込み（11 月 30 日消印有効）
〒240-0001 横浜市保土ケ谷区川辺町２‐９
横浜市消防局予防課住宅用火災警報器応募担当 あて

◆問合せ：消防局予防課 ☎３３４－６６０２

４ 国が実施する全国瞬時警報システム（J アラート）の全国一斉情報伝達訓練
などについて
（総務局情報技術課）
総務省消防庁等が地震・津波などの災害時等に備え、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を用い
て、訓練情報の受信及びスピーカー等の起動を確認する目的で、 全国一斉情報伝達訓練放送を行い
ます。あわせて、その他の情報伝達手段による防災情報の試験配信を行います。

（配送ルート）

◆日 時 １１月２１日（水） 午前１１時頃
◆放送場所 １９か所（金沢区内のみ表示）

※校内スピーカーからのみ放送

横浜ベイサイドマリーナ

長浜水路沿緑地

八景島

六浦中学校

中央卸売市場南部市場

海辺の散歩道

金沢小学校

※並木中央小学校

１号幹線沿緑地

小柴崎緑道

柳町コミュニティハウス

※文庫小学校

並木第一小学校

海の公園

野島公園詰所付近

※六浦小学校

金沢工場

八景小学校

横浜市野島青少年研修センター付近

◆放送内容
【全国一斉情報伝達訓練放送】

【津波警報伝達システム試験放送】

♪ピンポンパンポン
（上り４音チャイム）
「これは、J アラートのテスト
です。
」
（３回繰り返し）
♪ピンポンパンポン
（下り４音チャイム）

♪ピンポンパンポン（上り）こちらは横浜市です。
ただいまから試験放送を行います。
サイレン ウー 約３秒 × ４回 訓練、訓練、訓練、訓練
サイレン ウー 約３秒 × ４回 訓練、訓練、訓練、訓練
サイレン ウー 約３秒 × ４回
これで、試験放送を終了します。 ♪ピンポンパンポン（下り）

◆その他の情報伝達手段による防災情報の試験配信
全国一斉情報伝達訓練放送に合わせて、その他の情報伝達手段による防災情報の試験配信（午前
１０時４５分頃）を行います。① 防災情報Ｅメール、② 横浜市危機管理室ツイッター、③ 横
浜市危機管理室ホームページ、④ Yahoo!防災速報、⑤ tvk データ放送
◆問合せ：総務局情報技術課

☎６７１－４１４１

５ 備蓄食料の有効活用について（総務局危機管理課）
家庭内備蓄等の自助・共助の取組を促進することを目的として、本市で備蓄している食料の一部に
ついて、地域の皆様等を中心に無償配布を行います。
◆配布物資の概要
配布物資
水
保存用ビスケット

賞味期限
配布対象数
内容
平成 31 年３月 31 日 約５万缶
350ml 缶
平成 31 年２月 28 日 約５万食
５枚入り

（配送ルート）

１箱あたり
24 缶
60 食

◆対 象 横浜市内の法人・団体（ＮＰＯ、社会福祉法人、企業、自治会・町内会等）
◆申込受付期間 平成30 年 11 月６日（火）～11 月 19 日（月）（先着順。なくなり次第終了）
◆申込み条件

以下の配布条件を原則全て満たすこと。

(1) 転売しないこと
(2) 水は 10 箱以上、保存用ビスケットは４箱以上で申し込むこと
(3) 自ら引渡場所に受け取りに来ること
(4) 賞味期限内に食べ（飲み）きり、賞味期限を過ぎたものは適切に処分すること
◆問合せ：総務局危機管理室危機管理課 ☎６７１－２０１１

６ 「横浜市強靱化地域計画（素案）
」に対するパブリックコメントの実施
について
（政策局政策課）
様々な自然災害が発生しようとも最悪な事態に陥ることが避けられるよう「強さ」と「しなやかさ」
を持った安全・安心な社会を平時から作り上げていくため、平成２５年に策定された「強くしなやか
な国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」に基づき、市域における国
土強靱化に関する取組の方向性を示すものとして、
「横浜市強靱化地域計画（素案）
」をとりまとめま
した。
つきましては、計画(素案)について、幅広く市民の皆様の御意見を伺うため、市民意見募集を実施
しますのでお知らせします。
（配送ルート）
【市民意見募集の概要】
◆募集期間：１０月１２日（金）～１１月２６日（月）
◆配布場所：市民情報センター、各区役所広報相談係、ＰＲボックス（地区センター、行政
サービスセンター）等
◆提出方法：ハガキ（素案概要版に印刷されているもの。切手不要、当日消印有効）
、ファクス、
Ｅメール（ss-resilience@city.yokohama.jp）
、
ホームページ（投稿フォーム）
、持参
◆問合せ：横浜市政策局政策課 ☎６７１－３１２６ ＦＡＸ６６３－４６１３

７ ヨコハマ３Ｒ夢(スリム)プラン推進計画（2018～2021）について
（資源循環局政策調整課）
横浜市では、ヨコハマ３Ｒ夢プラン（２０１０～２０２５）に基づき、ごみのリデュース・リユ
ース・リサイクル（３Ｒ）や適正処理の取組を進めています。
このたび、２０１８年度から２０２１年度までに取り組む具体的な施策を示した「ヨコハマ３Ｒ
夢プラン推進計画（２０１８～２０２１）
」を策定しました。
新しい計画のもと、取組を進めてまいりますので、引き続きご協力をお願いいたします。
（配送ルート）
◆推進計画の概要
(1)推進計画期間 ２０１８年度から２０２１年度
(2)計画の考え方 市民・事業者による自主的で自分らしい３Ｒ行動を大切にしながら、
「横浜らしい循環型社会」に向けて、すべての取組を進めます。
(3)基本目標 ごみと資源の総量を３％以上削減
(4)戦略目標 食品ロス発生量（家庭系）を 20％以上削減
◆計画冊子・概要版パンフレット閲覧場所
(1)１０月１２日（金）から資源循環局ホームページ
(http://www.city.yokohama.lg.jp/shigen/sub-keikaku/keikaku/3rm/topics.html)
(2)１１月上旬から各区役所地域振興課資源化推進担当、区政推進課広報相談係、横浜市市民
情報センター（横浜市庁舎 1 階）
、横浜市資源循環局政策調整課
◆問合せ：資源循環局政策調整課 ☎６７１－２５０３

８ 平成３０年度上半期の燃やすごみ量実績（速報値）について
（資源循環局政策調整課）
１ 上半期（４月～９月）までの金沢区燃やすごみ量実績（速報値）
平成３０年度上半期（４月～９月）の燃やすごみ量は、平成２９年度の同時期に比べ３．１％
減少しました。
削減した４７９トンの燃やすごみの量は、ごみの収集車約２４０台分となります。
累計 ４月～９月
（※H29 実績はH30 の同時期の実績です。
）
H30 実績
H29 実績※
差
4/1(日)～9/30(日)
4/2(土)～10/1(土)
14,923 トン
15,402 トン
▲479 トン
▲3.1％

２ 下半期（１０～３月）に向けて
上半期の実績は、昨年度に比べ着実に減少しております。下半期に向けても、引き続き食品
ロスの削減・生ごみの水切り、また、刈り取った草・枝等を乾燥して排出していただくよう
御協力をお願いします。さらに年末年始、年度末など、ごみ量の増加が見込まれます。
大掃除などで出るごみについては、分別はもとより、積極的にリデュース・リユースの取組を
進めていただきますようお願いいたします。
【参考】横浜市の上半期までの燃やす

ごみ量実績（速報値）
平成３０年度上半期（４月～９月）
の燃やすごみ量は、平成２９年度の

30 年度
21 年度差
29 年度差
21 年度
（基準年度）

家庭系燃やすごみ量
275,240
▲ 25,710（▲8.5%）
▲6,610（▲2.3%）
300,950

同時期に比べ２．３％減少（２１年度 ※ （ ）内数値は、21 年度あるいは29 年度との比を示しています。
※ 家庭系燃やすごみ量は、10 トン未満四捨五入しています。
同時期比８．５％減少）しました。
◆問合せ：資源循環局政策調整課 ☎６７１－２５０２
地域振興課資源化推進担当 ☎７８８－７８０８

９ その他
（１） 「市民防災の日」金沢かわら版（10 月号）の発行について
「市民防災の日」金沢かわら版（１０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） 平成３０年度 金沢区主要行事日程一覧について
７月区連会で配布しました「平成３０年度 金沢区主要行事日程一覧」を更新しました。
今後は、１月の区連会で配布いたします。
（配送ルート）
◆問合せ：地域振興課 地域力推進担当 ☎７８８－７８０９

（３） 「金沢区の魅力いっぱい！健康ウオーキング 2018」の開催について
健康増進と金沢区の魅力を再発見していただくウオーキングイベント「金沢区の魅力いっ
ぱい！健康ウオーキング2018」を開催します。
つきましては、イベントを広く周知するため、自治会町内会の掲示板へのポスター掲出を
お願いします。
（配送ルート）
◆日時：１１月１７日（土）
【スタート受付】午前９時３０分～１１時
【ゴール受付】午前１１時～午後２時
◆受付場所：富岡八幡公園記念碑前広場
◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８４０

（４） 特定健康診査未受診者勧奨に伴うポスター掲出依頼について
横浜市では、法令に基づき国民健康保険被保険者の「健康増進」
、
「健康寿命の延伸」
、
「医
療費の適正化」
、
「医療費の削減」を図るため、平成２０年度から特定健康診査を実施してお
りますが、受診率は２０％台前半と、低迷が続いております。
多くの市民の皆様に受診いただくため、各自治会町内会において、特定健診の未受診者勧
奨用のポスター掲出にご協力いただきますことを依頼したく、何卒お願い申し上げます。
（配送ルート）
◆問合せ：健康福祉局保険年金課 ☎６７１－４０６７

Ⅱ 関係団体等
１．シニアクラブ立ち上げとシニア連加入への協力について
（金沢区シニアクラブ連合会）
超高齢社会の地域活動には「自らの健康づくりと地域貢献を活動理念とするシニアクラブ」
の存在は必須と考えて、金沢区シニアクラブ連合会は、未組織地域の新規クラブ立ち上げを、
今後も積極的に進めてまいります。
金沢区シニアクラブ連合会会員が、①シニアクラブの立ち上げ、②シニア連加入促進につい
て、地区の会議等にご説明に伺いますので、ご協力をお願いいたします。
（配送ルート）
◆問合せ 金沢区シニアクラブ連合会 ☎ ７８４－５１２１

２「柴漁港秋のさかなフェア」のポスターの掲出について
（横浜市漁業協同組合 柴支所）
横浜市漁業協同組合 柴支所では「柴漁港秋のさかなフェア」を開催いたします。東京湾・
横浜の漁業をたくさんの人に知っていただくことを主眼に学び、遊び、体験するイベントです。
遊漁船乗船体験、柴漁港でとれた海鮮の直売、柴シーサイドファームや地元の専門店が、多
数出店いたします。自治会町内会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
１１月１０日（土） 午前９時～午後２時
少雨決行・荒天時は１７日（土）に延期
◆会 場
柴漁港
シーサイドライン海の公園柴口駅より徒歩６分
◆内 容
新鮮さかな直売、遊漁船乗船体験、おさかなタッチングプール、おさかな水槽
展示、八景島シーパラダイスのペンギンと撮影会 柴ファーム新鮮野菜、地元
模擬店多数出展 など
◆問合せ

横浜市漁業協同組合 柴支所

☎ ７０１－８１８２

３「KANAZAWA Sports 魂 (soul)」第３号の回覧について
（金沢区スポーツ推進委員連絡協議会）
金沢区スポーツ推進委員の広報誌「KANAZAWA Sports 魂 (soul)」第３号の自治会町内会
への回覧をお願いいたします。
（配送ルート）
◆問合せ

金沢区スポーツ推進委員連絡協議会
事務局：金沢区地域振興課 ☎ ７８８－７８０５

第２部 金沢区町内会連合会定例会（平成 30 年 10 月）
Ⅰ 行政関係
１ 年末年始のごみと資源物の収集日程について （資源循環局業務課）
年末年始の１２月３０日（日）から１月３日（木）までは、ごみと資源物の収集をお休みさせて
いただきます。日程をお知らせするための班回覧用のチラシについては、例年どおり１１月下旬に、
各自治会町内会へ配送させていただきますので、よろしくお願いします。
（１１月配送ルート）
◆収集日程について
(1) １２月３０日（日）から１月３日（木）まで、収集をお休みさせていただきます。
(2) 「燃やすごみ」は、次のとおり収集します。
「月・金曜日」の地域
「火・土曜日」の地域
年末は１２月２８日（金）まで
年末は１２月２９日（土）まで、
年始は１月４日（金）から
年始は１月５日（土）から
(3) 「資源物」については、年末は１２月２９日（土）まで、年始は１月４日（金）から通常の
曜日どおり収集します。
◆問合せ：資源循環局 金沢事務所

☎７８１－３３７５

２ 「地域づくり塾かなざわ」の募集状況について
（地域振興課 地域力推進担当）
７月区連会にて受講者の推薦を依頼させていただきました「平成３０年度地域づくり塾かなざわ」
につきまして、募集状況を報告いたします。受講者の御推薦に御協力いただき、ありがとうござい
ました。
◆問合せ：地域振興課 地域力推進担当 ☎７８８－７８０９

３ 金沢区の高齢者の消費者被害の状況について
（経済局消費経済課）
現在、金沢区では、高齢者人口の増加率を大きく超えるスピードで、高齢者からの消費者被害の
件数が急増しているため、消費者被害状況について情報提供を行います。
また、高齢者の消費者被害の現状や、被害発見のための気づきのポイント等をお伝えし、地域の
活動に役立てていただくための「地域の見守りネットワーク」推進講座のご案内をします。
（配送ルート）
◆消費者被害に関するご相談は
横浜市消費生活総合センター 電話 ０４５－８４５－６６６６
平 日 ９：００～１８：００
土・日 ９：００～１６：４５
◆問合せ：経済局消費経済課 ☎６７１－２５８５

４ 平成３０年度 横浜市自治会町内会長永年在職者表彰式の開催について
（市民局地域活動推進課）
平成３０年度横浜市自治会町内会永年在職者表彰式は、次の日程で開催します。
なお、表彰対象者の皆様には、別途、ご案内状を郵送させていただきます。
◆日
時：平成３１年２月１５日（金） 午後２時３０分から午後４時１５分まで（予定）
◆会
場：市長公舎
◆参 加 者：受賞者ご本人、来賓（市連会長、区連会長）
、市長、区長、市民局長
◆来場方法：開催当日は、区役所～会場間において、マイクロバス等により送迎を行います。
受賞者は、金沢区役所６階会議室にお越しいただくことになります。別途ご案内
いたしますので、よろしくお願いいたします。
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０１

