第 1 部 金沢区町内会連合会定例会（平成 30 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
◆犯罪発生件数（平成 30 年５月末現在）
発生件数 ：３６６件（前年比 ３２件）
＜主な犯罪件数＞
空き巣 ：
１２件（前年比
５件）
振り込め ：
３４件（ 〃
１９件）
自転車盗 ： １０６件（ 〃
１５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 息子、孫を騙ったオレオレ詐欺が連続発生しています。

◆交通事故発生件数（平成 30 年５月末現在）
＜交通事故発生状況（人身事故・暫定値＞
発生件数 ： ２３８件（前年比 ３０件）
死者数 ：
１件（ 〃
１件）
負傷者数 ： ２６４件（ 〃
△３件）

第 49 回こども・第 7 回高齢者自転車神奈川大会
○期 間 平成３０年７月７日（土）
夏の交通事故防止運動
○期 間 平成３０年７月１１日～２０日
○交通ルールを守って 夏を楽しく安全に

◎最近の事故傾向 ５月中、金沢区内の人身事故発生件数は前年に比べ増加傾向でした。

２ 「県民のまもり」第 306 号の回覧について
県警広報紙「県民のまもり」第 306 号を発行しましたので、各自治会町内会への回覧をお願いし
ます。
（配送ルート）
◆問合せ：金沢警察署 ☎７８２－０１１０

３ 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）
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＜救急状況＞（金沢区内）
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☎＃７１１９
プッシュ回線の固定電話）

（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。

４ 「YOKOHAMA ビーチスポーツフェスタ 2018」の開催について
（市民局スポーツ振興課）
今年も金沢区海の公園を会場に、ビーチバレー、ビーチサッカー、ビーチハンドボール、ビーチ
テニスの４競技の大会を開催します。また、ビーチフラッグスなどの当日参加イベントを行うとと
もに、７月２８日（土）には競技開催前にビーチクリーン活動を実施しますので、ぜひご参加ください。
なお、会場周辺の皆様におかれましては、ご理解・ご協力をお願いいたします。
つきましては、チラシについて各自治会町内会の掲示板への掲出とともに周知をお願いします。
（配送ルート）
◆日程及び競技スポーツ種目
(1) ７月２８日（土）
・２９日（日） ビーチハンドボール、ビーチテニス
(2) ８月４日（土）
・５日（日）

ビーチバレー、ビーチサッカー

◆当日参加イベント
SUP（スタンドアップパドルボード）体験会、ビーチヨガ、ビーチフラッグ等のスポーツ体験
プログラムや「シーパラなぎさの観察会」等の環境プログラムなど、楽しいイベントが満載です。
また、ラグビーワールドカップ 2019 のＰＲブースやビーチタグラグビー体験会を実施します。
◆問合せ：公益財団法人横浜市体育協会 スポーツ事業課 ☎６４０－００１８

５ 都市計画道路泥亀釜利谷線（寺前地区）の事業化について
（道路局建設課）
都市計画道路泥亀釜利谷線の寺前一丁目、二丁目地区を事業化します。
また、隣接する土地の所有者に対して、測量説明会を下記の日程で開催します。
◆日程
①寺前東地区 日時：６月３０日（土）１０：００～、７月３日（火）１９：００～
場所：寺前町内会館
②寺前西地区 日時：６月３０日（土）１４：００～、７月５日（木）１９：００～
場所：寺前西町内会館
◆問合せ：道路局建設課 ☎６７１－２７３９

６ 横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度）４か年（平成 2629 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４か年（平成 26－29 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、自治会町内会への回覧をお願いします。
（配送ルート）
◆問合せ：環境創造局みどりアップ推進課

☎６７１－２７１２

７ 「横浜市犯罪被害者等支援に関する条例案の骨子」についての市民
意見募集の実施について
（市民局人権課）
横浜市では、犯罪被害者等への支援の充実や市民の理解協力等の観点から、
「
（仮称）横浜市犯罪被
害者等支援条例」を制定する必要があると考え、その骨子を案としてまとめました。
この案につきまして、広く市民の皆様の御意見を募集します。
◆意見募集期間

６月２７日（水）～７月２７日（金）

◆意見の提出方法

(1) 電子メール sh-bosyuu@city.yokohama.jp

（配送ルート）

(2) 郵送（消印有効）
〒231－0017 横浜市中区港町１－１
横浜市市民局人権課
※リーフレット添付の専用はがきは切手不要です。
(3) ＦＡＸ ６８１－５４５３

◆資料の閲覧方法

金沢区区政推進課(点字版・音声版有）
、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、横浜市ホームページ
（http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/jinken/）にも掲載）

◆問合せ：市民局人権課 ☎６７１－３１１８

８ ヨコハマ３Ｒ夢（スリム）プラン推進計画（2018～2021）素案 市民
意見募集の実施について
（資源循環局政策調整課）
横浜のごみ処理などに関する計画である「ヨコハマ３Ｒ夢プラン推進計画（素案）
」を策定しまし
た。この推進計画を、市民の皆様のご意見をふまえた計画とするため、市民意見を募集します。
（配送ルート）
◆意見募集期間
◆意見の提出方法

６月２５日（月）～７月３１日（火）
(1) 郵送（消印有効） ※リーフレット添付の専用はがき切手不要
〒231－0013 横浜市中区住吉町１－13 松村ビル５Ｆ
横浜市資源循環局政策調整課
※直接受付もできます。
(2) ＦＡＸ ６４１－１８０７
(3) ホームページ（http://www.city.yokohama.lg.jp/ shigen/
sub-keikaku/keikaku/3rm/topics.html）
(4) 電子メール sj-3rm@city.yokohama.jp

◆素案冊子閲覧場所

金沢区資源化推進担当、広報相談係、市民情報センター、
資源循環局政策調整課、ホームページ

◆問合せ：資源循環局政策調整課 ☎６７１－２５０２

９ 横浜市災害廃棄物処理計画（素案）意見募集について
（資源循環局総務課）
災害廃棄物を適正かつ円滑・迅速に処理するため、
「横浜市災害廃棄物処理計画」を策定します。
そこで、策定にあたり、幅広く市民の皆様のご意見を伺うため、市民意見を募集します。
（配送ルート）
◆意見募集期間

６月２５日（月）～７月３１日（火）

◆意見の提出方法

(1) 郵送（消印有効） ※リーフレット添付の専用はがき切手不要
〒231－0013 横浜市中区住吉町１－13 松村ビル５Ｆ
横浜市資源循環局総務課

※直接受付もできます。

(2) ＦＡＸ ６４１－１８０７
(3) 電子メール sj-saigai@city.yokohama.jp
(4) ホームページ（http://www.city.yokohama.lg.jp/ shigen/
sub-keikaku/keikaku/saigai/）

◆資料の閲覧方法

金沢区資源化推進担当、広報相談係、市民情報センター、
資源循環局総務整課、ホームページ

◆問合せ：資源循環局総務課 ☎６７１－２５０１

10 横浜市国民健康保険 特定検診自己負担額の無料化について
（福祉保健課・保険年金課）
平成 30 年度より、横浜市国民健康保険の特定健診自己負担額は無料（1,200 円⇒０円）となりま
した。特定健診無料化をＰＲしたポスターを作成しましたので、掲示板掲出のご協力を宜しくお願い
いたします。
なお、ポスターは医療機関や地域ケアプラザ、公共交通機関でも掲示しています。
（配送ルート）
◆問合せ：
【制度及び受診券に関すること】保険年金課保険係 ☎７８８‐７８３５

【健診結果及び健康相談に関すること】福祉保健課健康づくり係 ☎：７８８－７８４１

11 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。周知につきまして、ご協力をお願いいたします。
（配送ルート）
◆日時

８月４日（土） ９：３０～１６：００（最終受付１５：３０）

◆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

衛生研究所の業務紹介展示や体験コーナー等
★金沢区役所健康づくり係の「お試し健康チェック」
★ミニセミナー（有毒植物、お部屋の空気）

◆問合せ：横浜市衛生研究所 ☎３７０－８４６０

◆問合せ：横浜市衛生研究所 ☎３７０－８４６０

Ⅱ 関係団体等
１ 第６８回社会を明るくする運動実施に伴うポスター掲示依頼に
ついて
（金沢保護司会）
第６８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
の掲示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 30 年６月）
Ⅰ 行政関係
１ 「自治会町内会長のための金沢工場見学バスツアー」開催のご案内
（資源循環局金沢工場）
今年度も自治会町内会長向けの金沢工場見学バスツアーを開催いたしますので、ご参加いただきます
ようにお願いいたします。
（配送ルート）
◆開催日時 ９月 １１日（火）１２：３０～１７：００
◆申請方法
７月 １０日（火）
（必着）までにご案内通知同封のハガキにて出欠をお知らせください。
なお、申込者多数の場合は、抽選とさせていただきますのであらかじめご了承ください。
◆問合せ：資源循環局 金沢工場 ☎７８４－９７１１

Ⅱ 関係団体等
１ 平成３０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）
◆活動協力費 １世帯あたり 1０円
◆納入方法
８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

２ 第２６期金沢区青少年指導員ユニフォーム購入に係る経費への自治会・
町内会からの支援について
（金沢区青少年指導員協議会）
第２６期金沢区青少年指導員の任期開始にあたり、活動衣服として、ユニフォームを購入する経
費の御支援をお願いいたします。
（配送ルート）
◆ユニフォーム協力費 ５，０００円
◆納入方法 各自治会・町内会より選出の青少年指導員にお渡しいただきます
ようお願いいたします。

◆問合せ

金沢区青少年指導員協議会
事務局：金沢区地域振興課内

☎７８８－７８０５

３ 平成３０年度金沢区体育協会の事業協力費の依頼について
（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

４ 「むし・虫・カブトムシ ! 展」及び「ナイト ZOO」のチラシ
の掲出依頼について
（公益財団法人 横浜市緑の協会）
金沢動物園では、
「むし・虫・カブトムシ ! 展」と、８月の土日は、開園時間を延長して
「ナイト金沢 ZOO 」を開催します。週替わりのイベントで夏の夜を楽しめます。別添チラシの
掲出をお願いします。
（配送
ルート）
（１）
「むし・虫・カブトムシ!展」では、カブトムシの放し飼いゾーンがオープンします。ま
た世界最大のカブトムシ「ヘラクレスオオカブト」も展示されます。
◆日 時 ７月１４日（土）～８月２６日（日）※休園日は除く
（２）金沢動物園では８月の毎週土日の開園時間を延長し、
「ナイト金沢 ZOO 」を開催いた
します。
◆開園時間 ９時３０分～２０時３０分（最終入園１９時３０分）
◆飼育員のガイド
◆こどもまつり
◆ひかるどうぶつえん
問合せ

横浜市立金沢動物園

☎０４５－７８３－９１００

５ 「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 ７月１４日（土）から８月３１日（金）

◆問 合 せ 公益財団法人横浜市緑の協会

☎７０１－３４５０

