第 1 部 金沢区町内会連合会定例会（平成 30 年７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６月末現在・既届）
発生件数 ：
４４４件（前年比 ３６件）
＜主な犯罪件数＞
空き巣 ：
１４件（ 〃
５件）
振り込め ：
３８件（ 〃
１８件）
自転車盗 ：
１２９件（ 〃
１３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 警察官、区役所職員を名乗るオレオレ詐欺が連続発生しています。
秋の交通事故防止運動
◆交通事故発生件数（平成 30 年６月末現在）
○期 間 ９月 21 日（金）～30 日（日）
＜交通事故発生状況（人身事故・暫定値）＞
発生件数 ：
２７４件（前年比
７件） ○スローガン
安全は 心と時間の ゆとりから
死者数 ：
１件（ 〃
０件）
高齢者
模範を示そう 交通マナー
負傷者数 ：
３１０件（ 〃 △２７件）
◎最近の犯罪傾向

６月中、金沢区内の人身事故発生件数は、前年に比べやや増加傾向でした。

２ 金沢区内火災・救急状況について

（金沢消防署）

＜火災状況＞（金沢区内）
区分

／

年

火災件数
火災種別
損傷被害

主な
出火原因

（６月末現在）

平成 30 年

平成 29 年

増△減
今後も引き続き、放火
をさせない、されない安
△１０ 全な街づくりにご協力を
△４ お願いします。

１３

２７

△１４

建物火災

６

１６

その他の火災

７

１１

死者

０

３

△３

負傷者

１

４

△３

たばこ

１

３

△２

ストーブ

１

１

０

電気機器

１

１

０

放火

１

１２

△１１

その他

９

１０

△１

＜救急状況＞（金沢区内）
※水分補給をして熱中症から
カラダを守ろう！
救急件数
５，３９５ ５，２８８
１０７ ※急な病気やけがで
急病
３，５８０ ３，５４３
３７ 受診の相談をしたいときは・・・
☎＃７１１９
一般負傷
９６６
８５０
１１６ （携帯電話、ＰＨＳ、
内 訳
プッシュ回線の固定電話）
交通事故
２４３
２６９
△２６
または
その他（自損・加害等）
６０６
６２６
△２０
☎０４５－２２２－７１１９
（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。

区分

／

年

平成 30 年

平成 29 年

増△減

３ 国道 357 号東京湾岸道路（八景島～夏島）の工事着手について
（道路局事業推進課）
国土交通省横浜国道事務所から、国道 357 号東京湾岸道路（八景島～夏島）の工事着手（横須賀市の
夏島交差点付近）について記者発表がありましたので、ご報告いたします。
詳細は、国道事務所の記者発表資料をご確認ください。
◆問合せ：道路局事業推進課

☎６７１－３５３３

４ 「横浜南部市場にぎわい創出事業」の工事着手について
（経済局南部市場活用課）
横浜南部市場では、来年９月の開業を目指し事業を進めていますが今年の９月から本格的に工事に
着手する予定となっておりますので、工事概要や今後のスケジュールについてご説明します。
なお、広報よこはま金沢区版９月号でもお知らせします。
◆工事概要
大和リースによる賑わいエリアの整備工事と並行して、横浜市が賑わいエリア内で実施する関連
棟の改修工事と国道 357 号の交通処理対策工事等を行う予定です。
内容
場所
工事主体
① 賑わい施設整備工事
大和リース
賑わいエリア内 横浜市
② 関連棟改修工事
③ 南部市場駅歩道橋延伸工事
横浜市、大和リース
④ 交通処理対策工事
国道３５７号
横浜市

着手時期予定
平成 30 年 10 月
平成 30 年９月
平成 30 年９月
平成 30 年９月

◆工事期間中の営業
工事期間中も南部市場内の関連棟及び物流エリアは、これまで通り営業を継続します。
◆今後のスケジュール（予定）
平成 30 年 ９月 工事着手
平成 30 年 12 月 説明会の開催（大規模小売店舗立地法）
平成 31 年 ９月 開業
◆問合せ：経済局南部市場活用課 ☎７７９－２０３５

５ 第３期横浜市教育振興基本計画パブリックコメント（市民意見募
集）実施について
（教育委員会教育政策推進課）
横浜市教育委員会では、平成３０年２月に横浜の教育が目指す姿を描いた「横浜教育ビジョン
2030」を策定しました。
「横浜教育ビジョン 2030」の具現化に向けたアクションプランとして、今
後５年間で進める施策や取組を「第３期横浜市教育振興基本計画」に定めます。学校や行政だけでな
く、子どもの成長に関わる方と力を合わせ、未来を創る子どもたちを育んでいきます。素案に対する
市民の皆様からのご意見を募集します。
（配送ルート）
◆募集期間（予定） ９月１４日（金）～１０月１５日（月）
◆意見の提出方法

(1) 電子メール ky-box@city.yokohama.jp
(2) 郵送（消印有効）
〒231－0017 横浜市中区港町１－１
横浜市教育委員会事務局教育政策推進課
(3) ＦＡＸ ６６３－３１１８
※郵送の場合、書式は問いません。

◆資料の閲覧方法

ホームページに掲載するほか、金沢区役所広報相談係、図書館などで
ご覧になれます。

◆問合せ：教育委員会事務局教育政策推進課 ☎６７１－３７７１

６ Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018 開催周知のためのポス
ター掲出依頼について
（文化観光局文化プログラム推進課）
本市では、３年に１度のオールジャンルのダンスフェスティバル「Dance Dance Dance @ YOKOHAMA
2018（ダンス ダンス ダンス アット ヨコハマ ニーマルイチハチ）
」を開催します。
つきましては、多くの市民の皆様にご来場いただくため、各自治会町内において、当フェスティバ
ル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）
◆開催期間
◆主
催
◆内
容
◆会
場

８月４日（土）～９月３０日（日）
（５８日間）
横浜アーツフェスティバル実行委員会
オールジャンルのダンスフェスティバル
横浜市内全域

◆問合せ：文化観光局文化プログラム推進課 ☎６７１－３４０４

７ 新金沢公会堂の講堂等の予約の開始について

（地域振興課）

平成３１年３月から一般利用開始を予定している新金沢公会堂の講堂（ホール）
、会議室、和室の予
約の受付を９月１日から開始します。
区庁舎２階で稼働中の多目的室は、今までどおり予約受付をしていますが、リハーサル室のみ８月
から１月（予定）まで休館となります。
新公会堂の施設予約受付につきましては、広報よこはま金沢区版８月号でお知らせします。
◆問合せ：地域振興課 ☎７８８－７８０７

８ その他
（１） 「市民防災の日」金沢かわら版（７月号）の発行について
「市民防災の日」金沢かわら版（７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） 地域力通信「ハーモニー」平成３０年度第２号発行について
金沢区内の地域における活動や、区役所の取組について紹介した広報紙を発行しました。
つきましては、自治会町内会での回覧をお願いします。
（配送ルート）
◆問合せ：地域振興課 地域力推進担当 ☎７８８－７８０９

（３） 平成３０年度 金沢区主要行事日程一覧について
４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、１０月、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

Ⅱ 関係団体等
１ 金沢区制７０周年記念 第 44 回金沢まつり花火大会ポスターの
掲示板掲出及び交通規制チラシの回覧について
（金沢まつり実行委員会）
第 44 回金沢まつり花火大会のポスターにつきまして、各自治会町内会の掲示板への掲出をお
願いいたします。また花火当日の交通規制のチラシにつきまして各自治会町内会の皆様への回覧
をお願いします。
（配送ルート）
◆ 問合せ

金沢まつり実行委員会
事務局 ： 金沢区地域振興課

☎ ７８８－７８０１

２ 「福祉かなざわ」第１０８号の回覧依頼について
（横浜市金沢区社会福祉協議会）
区民参加の広報誌「福祉かなざわ」第１０８号を発行しましたので、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 金沢区社会福祉協議会

☎ ７８８―６０８０

３ 「横浜金沢ｸﾗﾌﾄﾋﾞｰﾙ＆ｸﾞﾙﾒﾌｪｽﾀ 2018」の開催について
（横浜金沢観光協会）
金沢区制７０周年の協賛イベントとして、金沢のブリュワリーと日本各地から選りすぐりの地
ビール、併せて約 50 種と地元の食材を使った自慢料理が味わえる金沢区食の祭典を開催します。
お得なビール前売りチケット発売中です。
つきましては、開催案内チラシの掲示板への掲出をお願いします。
（配送ルート）
◆日時 平成３０年１０月６日（土）～８日（月・祝）
午前１１時～午後９時（最終日は午後 5 時 30 分終了）
◆会 場 横浜・八景島シーパラダイス アクアミュージアム前広場
◆内 容 ｸﾗﾌﾄﾋﾞｰﾙ出店・フードコーナー、ステージ、地元発信ブース
お楽しみ抽選会、さんま振舞い
など
◆問合せ 横浜金沢ｸﾗﾌﾄﾋﾞｰﾙ＆ｸﾞﾙﾒﾌｪｽﾀ実行委員会（横浜金沢観光協会）
☎ ７８０－３４３１

４．
「金沢区民限定横浜・八景島シーパラダイスワンデーパス」
について
（横浜八景島シーパラダイス）
金沢区制７０周年を記念して区民感謝デーを実施します。
身分証明をお持ちになると、金沢区民限定の横浜・八景島シーパラダイスワンデーパスを特別
価格でご提供します。
開催案内チラシの回覧をお願いします。
（配送ルート）
◆日時 平成３０年１０月６日（土）～８日（月・祝）
◆問合せ 横浜・八景島シーパラダイス
横浜金沢観光協会

☎ ７８８－９６２７
☎ ７８０－３４３１

第２部 金沢区町内会連合会定例会（平成 30 年７月）
Ⅰ 行政関係
１ 建築物の既存の塀の安全点検について

（建築局建築指導部）

６月１８日に大阪府北部を震源とした震度６弱の地震が発生し、小学校のプールのブロック塀が
倒壊し、通学途中の児童が死亡する痛ましい事故が発生しました。
基準に適合しない塀は、地震の際に容易に倒れ、道路をふさぐ等避難や救助・消火活動の妨げに
なるだけではなく、人命を奪うこともあります。
建築局では、このたびブロック塀等を所有している方に注意喚起と安全点検のポイントを記載し
たチラシを作成しましたので、チラシの回覧等にご協力をお願いいたします。
（配送ルート）
◆問合せ：建築局 建築指導部 情報相談課 ☎６７１－２９５３

２ 「地域づくり塾かなざわ」受講者の推薦について
（地域振興課地域力推進担当）
地域活動をより効果的に推進するためのノウハウや区内外の特徴的な活動の実践について、区民の
皆様が共に学び合い、地域課題の解決に向けた取組を活性化させるための講座を実施します。
各地区２名程度の受講者の推薦をお願いいたします。
（配送ルート）
◆開催日時
◆会
場
◆定
員
◆参 加 費
◆申
込

１１月９日（金）～１２月１４日（金）午後（全３講）
金沢区役所６階２号会議室ほか
３０名（目安として各地区２名程度）
無料（フィールドワークに交通費がかかる場合は、実費自己負担）
地区連合町内会または地区社会福祉協議会の会長推薦に基づき、受講申込書を
１０月１２日（金）までに金沢区社会福祉協議会《担当：長谷川》まで提出。

◆問合せ：地域振興課 地域力推進担当 ☎７８８－７８０９

３ 平成 30 年民生委員・児童委員及び主任児童委員の推薦について
（福祉保健課）
平成 30 年７月１日委嘱の民生委員・児童委員の選任につきましては、７月２日に委嘱式を実施
し、委嘱状の伝達を行いました。委員の選任のご協力ありがとうございました。
現在、民生委員・児童委員、主任児童委員の欠員が生じている地区について、平成３０年１２月
１日委嘱に向けた候補者の推薦をお願いいたします。また、平成３１年１２月には３年に一度の民
生委員・児童委員の一斉改選があります。引き続き、欠員が極力生じないようご協力をよろしくお
願いいたします。
◆平成 30 年 12 月１日委嘱のスケジュール
(1) 該当自治会・町内会への推薦依頼 ７月下旬（郵送予定）
(2) 推薦準備会開催 ８月から９月
・主に自治会・町内会（民生委員）
、連合町内会（主任児童委員）を単位として、
推薦人（５名から 10 名）を選出して実施
(3) 推薦関係書類提出期限 ９月２１日（金）
◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８２０

４ 「横浜市保健活動推進員 70 周年記念誌」の配布及び「金沢区保健
活動推進員会からのお知らせ」の掲示板掲出依頼について
（福祉保健課）
横浜市保健活動推進員は平成３０年度に結成から７０周年を迎えます。
節目の年にあたり、
「横浜市保健活動推進員 70 周年記念誌」を作成しました。地区連合町
内会長の皆さまにお配りしますので、ご一読ください。
また、
「金沢区保健活動推進員会からのお知らせ」につきまして、各自治会町内会の掲示板への
掲出をお願いします。
（配送ルート）
◆問合せ：福祉保健課 ☎７８８－７８２０

Ⅱ 関係団体等
１ 「共同募金かなざわだより」の全戸配布協力依頼について
（神奈川県共同募金会金沢区支会）

１０月１日から始まる共同募金運動に先立ち、地域の皆様に募金の用途をお伝え
することを目的に「共同募金金沢区だより」の全戸配布を行います。
自治会・町内会の皆様のご協力をいただきますようお願いいたします。
◆送付時期
平成３０年８月下旬（
「広報よこはま」9 月号と同時期）
◆送付方法
配送業者から各自治会・町内会の広報配布担当者様あてに直接送付します。
◆配布手数料 1 部につき２円
◆問合せ

金沢区社会福祉協議会

☎７８８－６０８０

２ 安全・安心まちづくり旬間における地域合同防犯パトロールの実施につ
いて
（金沢区安全･安心まちづくり推進協議会）
「安全･安心まちづくり旬間（10 月 11 日～20 日）
」の間に、自治会町内会で防犯パトロールを
実施する場合、金沢警察署、金沢防犯協会、金沢区役所等の職員が出向き、合同でパトロールを
行いますので、希望する自治会町内会は、申し込みをお願いいたします。
（配送ルート）
◆地域合同防犯パトロールの実施
・１０月１１日（木）～１９日（金）
※２０日（土）は「金沢まつりいきいきフェスタ」開催のため実施できません。
・午前１０時から午後８時（開始時間）までの時間帯
パトロール同行は３０分以内
◆申込期限
９月７日（金）
◆申込方法 別添用紙でお申込みください。
（FAX・郵送･持参）
◆申込先 〒236-0021 金沢区泥亀２－９－１
金沢区安全・安心まちづくり推進協議会
事務局：金沢区役所地域振興課
☎７８８－７８０１ FAX７８８－１９３７

３ 特別展「安達一族と鎌倉幕府―御家人が語るもうひとつの鎌倉時代史―」
チラシの掲出依頼について
（神奈川県立金沢文庫）
特別展「安達一族と鎌倉幕府―御家人が語るもうひとつの鎌倉時代史―」のご案内です。
安達一族は鎌倉幕府の政治と宗教の両面において大きな影響を与えた武士の一族です。特に安
達泰盛は蒙古襲来に際して北条時宗を支えました。
本展示では国宝称名寺聖教・金沢文庫文書を中心に、安達氏にゆかりのある数々の文化財を紹
介します。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

平成３０年７月２０日（金）～９月１７日（月）
午前９時～午後 4 時 30 分 （入館は午後 4 時まで）

◆休館日

毎週月曜日（９月１７日は開館）

◆問合せ

神奈川県立金沢文庫 学芸課

☎７０１－９０６９
ＦＡＸ７８８－１０６０

４ 「関東学院大学秋学期公開講座」のチラシ回覧について
（関東学院大学社会連携センター）
秋学期公開講座の周知を図るため、講座チラシの回覧をお願いします。
（配送ルート）
公開講座内容の詳細は、社会連携センターへお問い合わせください。
専用の申込書付きのガイドブックを無料で郵送いたします。
◆受付開始 ９月３日（月）
◆受付時間 平日 ８時３０分～１６時３０分
土曜日・日曜日・祝日は受け付けていません。
◆問合せ
関東学院大学 社会連携センター ☎７８６－７８９２
http://univ.kanto-gakuin.ac.jp/

５ 『ふるさと金沢映像』の閲覧及びＤＶＤ配布について
（金沢区制 70 周年を区民協働で彩る実行委員会）
「金沢区制 70 周年を記念して、区の歴史や風景等を６分間の映像にまとめた『ふるさと金沢
映像』を制作しました。
こちらの映像は、７月中に区ホームページに掲載する予定です。
また、事務局までご連絡いただければ、各自治会町内会にＤＶＤを配布することもできます
ので、ぜひ皆さまでご鑑賞ください。
◆ＤＶＤ配布を希望される場合は、下記のまでご連絡ください。
(各自治会町内会１枚まで）
金沢区制 70 周年を区民協働で彩る実行委員会 事務局（総務課内）
電話：７８８－７７０６ ＦＡＸ：７８６－０９３４

