第 1 部 金沢区町内会連合会定例会（平成 30 年５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 30 年４月末現在）
発生件数 ：２７６件（前年比 １０件）
＜主な犯罪件数＞
空 き 巣 ： １０件（前年比
４件）
振り込め ： ２３件（ 〃
１０件）
自転車盗 ： ７６件（ 〃
１件）
ひったくり：
０件（ 〃
△１件）

（金沢警察署）

【振り込め詐欺キーワード】
○還付金の返還手続きはＡＴＭではできません。
○必要があってお金を渡すときは、息子さんやお孫
さんの顔を確認してから渡すようにして下さい。
○警察官等がキャッシュカードを自宅に受け取り
に行くことは絶対にありません。

◎最近の犯罪傾向 区役所職員を騙ったオレオレ詐欺が発生しております。

◆交通事故発生件数（平成 30 年４月末現在）
＜交通事故発生状況（人身事故・暫定値＞
発生件数 ： １９６件（前年比 ３１件）
死者数 ：
１件（ 〃
１件）
負傷者数 ： ２２０件（ 〃
４件）

二輪車事故防止・暴走族追放強化月間
○期 間 平成 30 年６月１日（金）～30 日（土）
○スローガン
運転に ゆとりやさしさ 思いやり
暴走は しない させない ゆるさない！

◎最近の事故傾向 ４月中、金沢区内の人身交通事故発生件数は、前年に比べ増加傾向でした。

２ 金沢区内火災・救急状況について

（金沢消防署）
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（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。放火欄は疑いを含みます。

３ 新たな中期計画「素案」の公表とパブリックコメントの実施について
（政策局政策課）
横浜市では、本年１月に「新たな中期計画の基本的方向」を公表して以来、市民の皆様をはじめ多
くの方々からいただいた貴重な御意見を踏まえ、
「横浜市中期４か年計画 2018～2021」
（素案）を平成
30 年５月９日に公表しました。
現在、素案に対するパブリックコメントを実施しています。地域の皆様から御意見をお寄せいただ
きたいと考えておりますので、各地域での周知をお願いいたします。
今後、多くの市民の皆様の御意見を反映させながら、９月頃に原案を策定します。
◆問合せ：政策局政策課 ☎６７１－３２０６

４ よこはま地域包括ケア計画（第７期横浜市高齢者保健福祉計画・介護
保険事業計画）の策定について
（健康福祉局高齢健康福祉課）
本計画は、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を見据え、高齢者に関する保健福祉事業や介
護保険制度の円滑な実施に関する総合的な計画として、具体的かつ実効性のある施策を盛り込み策定
しました。（計画期間：2018年度－2020年度）
この計画をもとに、横浜市の高齢者保健福祉施策・介護保険事業を推進し、横浜型地域包括ケアシ
ステム構築に取り組みます。
計画書・概要版は、横浜市ホームページから閲覧・ダウンロードできます（「７期計画」で検索）。
計画書（全215頁）冊子は６月上旬から市役所１階市民情報センター「刊行物サービスコーナー」で
販売予定です（価格未定）
概要版（全２２頁）市民情報センター、各区役所広報相談係などで配布しています。
（無料）
◆問合せ：金沢区高齢・障害支援課 ☎７８８－７７７９

５ 第４期横浜市地域福祉保健計画素案の確定とパブリックコメントの
実施について
（健康福祉局高齢健康福祉課）
第４期横浜市地域福祉保健計画の素案がまとまりましたので、５月２８日（月）から６月２９日（金）
まで意見募集（パブリックコメント）を実施します。
皆様から御意見をお寄せいただきたいと考えておりますので、各地域での周知をお願いいたしま
す。
主な資料の配布先は、横浜市役所（市庁舎１階市民情報センター）、各区役所（広報相談係）、地
域ケアプラザ、各区社会福祉協議会 等です。
今後、皆様の御意見を反映させながら、３０年度中の策定を目指します。
◆問合せ：健康福祉局福祉保健課 ☎６７１－３５６７

６ 平成 30 年度 金沢区運営方針について

（区政推進課）

平成 30 年度金沢区運営方針を策定しましたので、その内容についてお知らせします。
（配送ルート）
◆基本目標：
～訪れたい、住みたいまち・環境未来都市 金沢を目指して～
◆問合せ：区政推進課 ☎７８８－７７２６

７ 「東京 2020 大会」機運醸成等のための事業・活動の全国認証制度に
ついて
（市民局オリンピック・パラリンピック推進課）
２０２０年の東京２０２０オリンピック・パラリンピックでは、
「横浜スタジアム」で野球・ソフ
トボール、
「横浜国際総合競技場」でサッカーの競技が行われます。
大会の成功には、地域からの盛り上げが重要であり、オールジャパンで取り組む参加型のプログラ
ム「東京２０２０参画プログラム」及び「ｂｅｙｏｎｄ２０２０プログラム」が策定されました。
つきましては、趣旨に合致するものについて、ぜひ申請いただくと共に、関係者の皆様へご周知い
ただき、大会全体の盛り上げにご協力をお願いいたします。
（配送ルート）
１ 東京２０２０参画プログラム
(1）趣旨
地域の団体等が主体となって、地域の取組から東京 2020 大会を盛り上げていく。
(2）対象となる活動例
夏祭り、スポーツ大会、文化祭、環境美化活動など
(3) メリット
・
「東京 2020 応援プログラム」という用語、応援マークの使用
・
「オリンピック」
、
「パラリンピック」
、
「東京 2020 大会」などのタイトル以外への使用
・公式ウェブサイトへの掲載
(4） 問合せ 市民局オリンピック・パラリンピック推進課 ☎６７１－３６９０
２ ｂｅｙｏｎｄ２０２０プログラム
(1）趣旨
日本文化の魅力を発信するとともに、障害者や外国人にとってのバリアを取り除く。
(2）対象となる活 動例
夏祭り、文化祭、作品展、音楽会などの文化芸術イベント(障害者または外国人にとってのバ
リアを取り除く取組を含むもの)

(3) メリット（プログラムの認証を受けると次のことが可能です。
）
・
「ｂｅｙｏｎｄ２０２０ロゴマーク」の使用
・公式ウェブサイトへの掲載
(4） 問合せ 文化観光局文化プログラム推進課 ☎６７１－３４０４

８ 泥亀公園整備工事について
金沢区庁舎再整備事業に伴い一旦廃止され、区庁舎と土地を交換し、再整備を行う泥亀公園につき
まして、確定した整備計画のご報告と、６月から開始する「泥亀公園整備工事」の概要について、ご
説明させていただきます。
◆問合せ：環境創造局公園緑地整備課 ☎６７１－２６５３

９ その他
（１）
「市民防災の日」金沢かわら版（５月号）の発行について
「市民防災の日」金沢かわら版（５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

第２部 金沢区町内会連合会定例会（平成 30 年５月）
Ⅰ 行政関係
１ 平成 30 年度「家庭防災員自主活動補助金申請」について
（金沢消防署予防課）
家庭防災員の活動を支援するため、活動人数ごとの上限額の範囲内で、横浜市が助成する制度があ
ります。各自治会町内会長様へ関係書類を送付し、補助金の有効活用と補助金申請への御協力を御依
頼させていただきます。
つきましては、地域の家庭防災員の皆様に、この制度を御紹介いただき、家庭防災員が行う自主活動
の企画実施に、御支援、御協力を賜りますようお願いします。
（配送ルート）
◆申請方法
申請者は必ず家庭防災員（今年度推薦者含む）とし、申請者は、申請内容について加入する自
治会町内会長（事業が連合に及ぶ場合、連合自治会町内会長）の確認を受けた後、
「家庭防災員自
主活動補助金交付申請書」
（第１号様式）を御記入のうえ、郵送又は直接お持ちください。
◆提出先
金沢消防署予防課予防係
〒236-0021 横浜市金沢区泥亀２－９－１（金沢区総合庁舎１階）
◆提出期限
７月１７日（火）必着
◆その他
（１）補助金申請は、消防署等で内容を精査し、補助金額を決定します。活動内容や補助金申
請額の修正をお願いする場合もございますので、あらかじめご了承ください。
（２）補助金はすべて口座振込になります。口座への振り込みは８月下旬頃を予定しています。
（３）自治会町内会長様には、添付資料の家庭防災員自主活動補助金申請の手引き及び補足を
御覧いただき、申請書の活動内容の確認をお願いします。ご不明な点がございましたら、

お問合せください。
◆問合せ：金沢消防署 予防課 ☎７８１－０１１９

２

平成 30 年住宅・土地統計調査の実施及び調査員の推薦について
（政策局統計情報課）
我が国の住宅及び土地とこれらを取り巻く環境に関する国民生活の実態を総合的に明らかにする

ことにより、国及び地方公共団体の住生活完成諸施策の基礎資料を得ることを目的とした調査を行い
ます。当該調査事務が円滑に進められるよう調査地域の連合町内会及び自治会・町内会長の御協力を
お願いします。なお、金沢区において調査員は公募で行っています。自治会・町内会長への推薦依頼
はありません。
◆調査期日：平成３０年１０月１日
◆調査の対象：区内２７８調査区、約４，７００住戸
◆調査項目
（１）住宅の構造に関する事項（床面積、敷地面積、建築時期、家賃等）
（２）住宅に居住する世帯に関する事項（世帯員構成、入居時期、通勤時間等）
（３）高齢者のための設備、省エネルギー設備に関する事項
（４）増改築及び改修工事に関する事項
（５）住居地以外の住宅及び土地に関する事項
（６）建物の構造に関する事項（階数、建て方、腐食破損の有無等）等
※（６）については調査員が目視等で行います。
◆調査日程（対象調査区内での調査員の動き）
（１）９月上旬～中旬

対象調査区内の巡回（調査地域の確認）

（２）９ 月 中 旬

インターネット回答用の調査書類の配布

（３）９月下旬～１０月上旬

調査票の配布と回収

（４）１０月中旬頃

調査票未提出世帯への提出依頼

◆問合せ：総務課 ☎７８８－７７１３

３ 優良集積場所の選定依頼について
（資源循環局金沢事務所）
今年度よりごみと資源物の分別排出や維持管理について優良な集積場所を選定し、管理されてい
る地域の方たちへの感謝の気持ちを表すとともに、他の地域に波及できればと考えておりますの
で、
「優良集積場所」の選定に御協力をお願いします
◆問合せ：資源循環局金沢事務所 ☎７８１－３３７５

４ その他
（１）
金沢区民活動センター「ゆめかもん」には、さまざまなジャンルで活躍されている「街の先生」
や団体の方々がボランティアとして登録されています。地域でのイベントや講演・講習会の出演者
や講師探しにお困りの時、
「街の先生」や登録団体の中から御要望にあった方をお探しするお手伝
いをしますので、お気軽に御相談ください。
（配送ルート）
◆問合せ：地域振興課 金沢区民活動センター（金沢区役所２階） ☎７８８－７８０３

（２）
「環境にやさしい、美しいまち金沢」推進事業本部会議開催について

Ⅱ 関係団体等
１ 平成３０年度日本赤十字社会費募集ならびに金沢区更生保護
協会賛助金への協力について
（横浜市金沢区社会福祉協議会）
日本赤十字社会費ならびに金沢区更生保護協会賛助金にご協力をお願いします。
（1） 実施時期
平成３０年６月１日 ~ 平成３０年６月３０日
（2） 一世帯当たりの依頼額目安額（昨年同額）
日本赤十字会費
２００円
金沢区更生保護協会賛助金
２０円
（3） 募金の納入方法
お近くの郵便局で納入（振込取扱票を同封します）
横浜市金沢区社会福祉協議会でも受け付けます。
◆問合せ 金沢区社会福祉協議会

☎ ７８８―６０８０

２ 金沢区制 70 周年記念 第 44 回金沢まつり「花火大会」の募金
活動従事者の派遣について
（金沢まつり実行委員会）

金沢まつり「花火大会」会場において、各地区連合自治会町内会の皆さまに、
「花火募金
業務」に従事していただきたくお願いいたします。
◆依頼人数

各地区連合自治会町内会６人程度
＊ ７月６日（金）まで「募金活動従事者名簿」に従事者氏名等を
ご記入の上、事務局あてＦＡＸ等でご提出をお願いいたします。

◆日時・場所 ８月２５日（土）
＊ 午後５時までに海の公園花火大会実行委員会本部（中央口）に集合
＊ 花火打ち上げ 午後７時～８時
◆活動内容

花火打上前後に募金活動を行う。

◆問合せ

金沢まつり実行委員会事務局：金沢区役所地域振興課内
☎ ７８８－７８０１
FAX７８８－１９３７

３ 平成 30 年度金沢区交通安全・防犯のつどいへの出席について
（金沢区安全・安心まちづくり推進協議会）
永年にわたり交通安全活動及び防犯活動を推進されている方々のご尽力に感謝する
とともに、交通事故防止や防犯への啓発並びに安全・安心な地域社会の実現を図るため
「金沢区交通安全・防犯のつどい」を開催しますので、ご出席賜りますようお願いいたし
ます。
（配送ルート）
◆日
時
８月１０日（金） 受付 午後１時３０分
開会 午後２時
◆会
場
横浜市立大学 シーガルホール
◆内容（予定） 第１部 式典
・交通安全・防犯功労者「感謝状」贈呈
・交通安全防犯「のぼり旗」贈呈
・私の「交通安全・防犯宣言」(小・中・表彰者代表各 1 名)
（休憩）
第２部 アトラクション
・交通安全啓発
・神奈川県警察音楽隊による演奏
◆参 加 者
自治会町内会から２名程度の参加をお願いいたします。
＊参加者名簿の提出：６月 15 日（金）までにＦＡＸ、郵送、窓口でお願いします。
◆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

４ 特別展「御仏のおわす国～国宝
頼について

称名寺聖教がつむぐ浄土の物語～」
チラシの掲出依

（神奈川県立金沢文庫）
特別展「御仏のおわす国～国宝 称名寺聖教がつむぐ浄土の物語～」のご案内です。
仏教を開いた釈尊の没後、人びとは新たな仏の出現を願い、仏の住まう国、すなわち
浄土の物語を描き、伝えてきました。
本展示では国宝称名寺聖教や称名寺の絵画・彫刻から、浄土への信仰の表れを紹介い
たします。この展覧会のチラシの掲示をお願いします。
（配送ルート）
◆日 時
◆休館日

平成３０年５月１１日（金）～７月８日（日）
午前９時～午後 4 時 30 分 （入館は午後 4 時まで）
毎週月曜日

◆問合せ

神奈川県立金沢文庫 学芸課

☎ ７０１－９０６９
FAX ７８８－１０６０

