第 1 部 金沢区町内会連合会定例会（平成 31 年１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）

【振り込め詐欺キーワード】
◆犯罪発生件数（平成 30 年 12 月末現在）
発生件数 ：９２３件（前年比 ３１件）
○還付金の返金手続きはＡＴＭではできません。
＜主な犯罪件数＞
空き巣 ：
２７件（前年比
△２件） ○必要があってお金を渡すときは、お子さんやお孫さ
んの顔を確認してから渡すようにしてください。
振り込め ：
７５件（ 〃
１９件）
○警察官等がキャッシュカードを自宅に受け取りに行
自転車盗 ： ３３２件（ 〃
３７件）
くことは絶対にありません。
ひったくり：
４件（ 〃
３件）
◎最近の犯罪傾向 警察官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。
【ストップ・ザ・交通死亡事故】
◆交通事故発生件数（平成 30 年 12 月末現在）
＜交通事故発生状況（人身事故・暫定値）＞
① 高齢者と子どもの事故防止対策
発生件数 ： ５６４件（前年比 △３２件）
② 二輪車事故防止対策
③ 自転車事故防止対策
死者数 ：
３人（ 〃
０人）
④ 横断歩行者保護対策
負傷者数 ： ６４８人（ 〃 △７４人）
◎最近の事故傾向 平成３０年中、金沢区内の人身交通事故は、前年に比べ５．４％減少しました。

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

火災件数
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＜救急状況＞（金沢区内）
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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。

３ 春の火災予防運動に伴うポスター掲出及び駅頭広報の実施について
（金沢消防署）
火災が発生し拡大しやすい時季を迎え、火災の発生防止及び火災による死傷者の発生や財産の焼失
を防ぐことを目的として、全国一斉に「春の火災予防運動」が実施されます。
つきましては、防火ポスターを送付させていただきますので、掲示板等へ掲出していただき、火災
予防意識の啓発にご活用いただきますようお願い申し上げます。
また、区内主要駅の駅頭において、広報活動を実施いたしますので、ご協力お願いいたします。
（配送ルート）
◆実

施

期 間

◆全国統一防火標語

平成３１年３月１日（金）から３月７日（木）まで
『忘れてない？ サイフにスマホに火の確認』

◆駅頭広報
（１）京浜急行電鉄 金沢文庫駅舎

日時 ２月２８日（木）午後６時～６時３０分

（２）京浜急行電鉄 能 見 台 駅 舎

日時 ３月 １ 日（金）午後６時～６時３０分

◆問合せ：金沢消防署予防課 ☎７８１－０１１９

４ 横浜市民の危機管理アンケート調査結果について（総務局危機管理課）
横浜市では、今後の事業の見直しなどに活用するため、市民の皆さまの日頃からの「自助」
「共助」
の意識や取組状況を把握する「横浜市民の危機管理アンケート調査」を実施しましたので、結果に
つきましてご報告いたします。
（配送ルート）
◆調査結果のポイント（抜粋）
・
「自助」
「共助」について「聞いたこともあるし、意味も知っている」が約５割に増加
・大地震への「不安を感じている」は約９割、
対策で家具類を「固定をしている」が約６割、
「３日分」以上備蓄している人が約４割
・
「自治会・町内会の防災訓練」や「地域防災拠点の訓練」への参加率は増加傾向
・防災に関する情報は「テレビ」からが約９割、
「インターネット」からが約６割
◆問合せ：総務局危機管理課

☎ ６７１－４３５１

５ 「
（仮称）BRANCH 横浜南部市場」の説明会開催について
（経済局南部市場活用課）
横浜南部市場では、今年９月の開業を目指し工事を進めていますが、複合商業施設事業者である大
和リース株式会社と関連棟（既存施設）の所有者である横浜市は、店舗の新設計画に伴い、大店立地
法の規定による説明会を開催させていただくことになりましたのでご案内させていただきます。
◆説明会日時・場所（３回開催）
【１回目】 開催日時：１月２５日（金）午後７時３０分～８時３０分
場

所：横浜市磯子スポーツセンター（磯子区杉田５－３２－２５）
電話０４５－７７１－８１１８

【２回目】 開催日時：１月２６日（土）午前１１時～正午
場

所：横浜市並木地域ケアプラザ（金沢区富岡東２－５－３１）
電話０４５－７７５－０７０７

【３回目】 開催日時：１月２６日（土）午後２時～３時
場

所：横浜市並木地域ケアプラザ（金沢区富岡東２－５－３１）
電話０４５－７７５－０７０７

◆問合せ：経済局南部市場活用課 ☎４５９－３３１６

６ 横浜市中期４か年計画 2018～2021」の策定について
（政策局政策課）
平成 30 年 10 月４日、市会第３回定例会にて「横浜市中期４か年計画 2018～2021」が議決され、計
画が確定しました。
計画の策定にあたっては、市民意見募集やパブリックコメントの周知にご協力を賜り、おかげさま
で、多くの市民の皆さまから貴重な御意見をいただくことができました。
計画の冊子については市民情報センター及び各区役所で閲覧に供しているほか、市民情報センター
で販売（１冊 700 円）しています。概要版は、市民情報センター及び各区役所で配布（無料）してい
ます。なお、冊子、概要版ともに、横浜市ホームページにも掲載しています。
◆問合せ：政策局政策課 ☎６７１－２１９７

７ 「横浜みどりアップ計画[2019-2023]」の概要版リーフレットの自治会・
町内会での回覧について
（環境創造局政策課）
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」を推進しているところです。
この度、昨年１０月の市会において横浜みどり税条例の一部改正が議決されたのに合わせ、３期目
の計画である「横浜みどりアップ計画[2019-2023]」を策定しました。
この計画を広く皆様にお知らせするため計画の概要をまとめたリーフレットを作成しましたので、
各自治会・町内会の皆様へご回覧くださいますようお願いいたします。
（配送ルート）
◆問合せ：環境創造局政策課 ☎６７１－４２１４

８ 金沢八名木について

（金沢土木事務所）

県立金沢文庫、横浜金澤シティガイド協会と協力し、かつて江戸時代に称名寺や瀬戸神社など金沢
八景周辺にあったとされる「金沢八名木」について整理しました。金沢の歴史・文化の継承のため、
この金沢八名木を、区の木「ヤマザクラ」
、区の花「ボタン」と合わせて、広く区民に周知・広報し
ていきます。
現在整備中の新しい泥亀公園内で、平成３１年２月２日（土）に予定している植樹式において、こ
の金沢八名木のいくつかを植樹する予定です。このほか、区内の、公園をはじめとする公共施設空間
への植栽を検討します。

◆金沢八名木
・青葉楓（あおばのかえで）
・西湖梅（せいこうめ）
・黒梅（くろうめ）
・桜梅（さくらうめ）
・文殊桜（もんじゅざくら）
・普賢象桜（ふげんぞうざくら）
・蛇混柏（じゃびゃくしん）
・雀浦一松（すずめがうらのひとつまつ）

◆問合せ：金沢土木事務所 ☎ ７８１－２５１５

９ 新金沢公会堂こけら落とし月間について

（総務課）

金沢公会堂の完成を記念して、一般利用開始前の開館準備期間中の２月２日から２４日に 「金沢
公会堂こけら落としイベント」 を開催いたします。 こちらのイベントを周知するため、区民利用施
設での配布用チラシを作成しましたので、ご報告いたします。
（配送ルート）
◆問合せ：金沢区総務課

☎ ７８８－７７０５

10 平成３０年度金沢区人権啓発講演会の開催について

（総務課）

平成３０年度金沢区人権啓発講演会を開催します。
つきましては、広く区民の方々にお知らせするため、掲示板への掲出をお願いします。
（配送ルート）
◆日 時：３月５日（火） 午後２時から４時まで（午後１時３０分開場）
◆会 場：金沢公会堂 講堂「野島」 ※公共交通機関をご利用ください。
◆内 容：講演「ふつう」ってなんだろう
～みんなちがって みんないい「個性」を理解するために～
◆講 師：星山 麻木 氏（明星大学教育学部教授・こども家族早期発達支援学会会長）
◆入場料：無料（当日先着５００名）
◆その他：手話通訳、一時託児あり（１歳以上の未就学児対象８人先着）
親子室あり（利用人数により、他親子と同室になる可能性があります）
※御利用になる場合には、２月２２日（金）までにご連絡ください。
◆問合せ：金沢区総務課

☎ ７８８－７７０５

11 金沢区防災講演会の開催について

（総務課）

金沢区役所と金沢消防署が主催して「平成３０年度金沢区防災講演会」を開催します。
つきましては、広く区民の方々にお知らせするため、掲示板への掲出をお願いします。
（配送ルート）
◆開催日時：３月１２日（火）午後３時～４時（午後２時３０分開場）
◆会

場：金沢公会堂 講堂「野島」 ※公共交通機関をご利用ください。

◆テ ー マ：地震への備えの重要性について
◆講

師：国崎 信江 氏（危機管理教育研究所代表）

◆参 加 費：無料（当日、直接会場へ）
◆そ の 他：手話通訳、一時託児あり（２歳以上の未就学児対象１０人先着）
※御利用になる場合には、２月１５日（金）までにご連絡ください。
◆問合せ：金沢区総務課 ☎ ７８８－７７０６

12 その他
（１） 横浜水缶の特典付き販売について
水道局では災害に備え、１人１日３リットル、最低３日分で９リットル以上の家庭における
飲料水備蓄をお願いしています。災害への備えについての意識向上を図るため、キャンペーン
チラシをお送りさせていただきますので、この機会にぜひご利用ください。
（配送ルート）
◆備蓄飲料水「横浜水缶」の特典付き販売【期間：１月９日（水）～３月２１日（木）
】
◆【特典１】期間中のご注文は配達料無料
【特典２】３箱購入ごとに給水リュック１個プレゼント
【特典３】10 箱購入ごとに横浜水缶１箱プレゼント
◆ご注文・お問合せ：水道局お客さまサービスセンター
電話：８４７－６２６２ FAX：８４８－４２８１

（２）
「市民防災の日」金沢かわら版（１２・１月号）の発行について
「市民防災の日」金沢かわら版（１２月号・１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

（３）平成３０年度及び３１年度 金沢区主要行事日程一覧について
１０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。
また、現時点で予定されている平成３１年度の事業をまとめた「平成３１年度金沢区主要行事
日程一覧」も作成いたしましたので、併せてご活用ください。
（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 「かなざわ民児協だより」第５４号の発行に伴う回覧依頼について
（金沢区民生委員児童委員協議会）
金沢区民生委員児童委員協議会の広報誌「かなざわ民児協だより」第５４号を発行いたしました
ので、自治会町内会の回覧をお願いします。

（配送ルート）

◆問合せ：金沢区民生委員児童委員協議会（福祉保健課内）
☎７８８－７８２０

２「金沢漁港海産物フェスタ」のポスターの掲出について
（横浜市漁業協同組合 金沢支所）
横浜市漁業協同組合 金沢支所では恒例となりました「金沢漁港海産物
フェスタ」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。
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
◆会 場

平年３１年２月２４日（日）
午前９時～午後２時
雨天決行
金沢漁港
シーサイドライン野島公園、海の公園南口駅より徒歩５分

◆内 容

遊覧船乗船体験、生わかめのつかみどり、生のりむしり体験、金沢漁港でとれた海
産物の直売、生のり味噌汁の無料配布のほか地元の専門店が多数出店

◆問合せ

横浜市漁業協同組合 金沢支所

☎ ７８１－８９２９

第２部 金沢区町内会連合会定例会（平成 31 年１月）
Ⅰ 行政関係
１ 第１９回統一地方選挙執行に関するお願いについて（総務課統計選挙係）
平成３１年４月７日（日）を期日として、統一地方選挙が執行されます。
つきましては、選挙執行にあたり御協力をいただきますようお願いいたします。
◆投票日 平成３１年４月７日（日） 午前７時～午後８時
◆地区連合自治会町内会に御依頼する事項
（１）投票日当日の投票管理者１人の推薦（推薦期限：２月８日（金）
）
※投票立会人２人と投票事務従事者については、後日投票管理者に推薦を依頼します。
（２）期日前投票所の投票立会人２人の推薦（推薦期限：２月８日（金）
）
◆各自治会町内会に後日御依頼をする事項
（１）選挙公報の配布
（２）選挙啓発（ＰＲ）ポスターの掲出、選挙啓発チラシの回覧
◆問合せ：金沢区選挙管理委員会 ☎７８８－７７１２

２ 金沢区明るい選挙推進協議会推進委員及び推進員の推薦依頼について
（総務課統計選挙係）
金沢区明るい選挙推進協議会の推進委員及び推進員が平成３１年３月末日をもって任期満了とな
ります。
４月に新たな委嘱を行うため区町内会連合会へ推進委員の推薦をお願いいたします。また、各自治
会町内会長へ推進員の推薦をお願いいたします。
（配送ルート）
◆任
期
平成３１年４月１日～平成３３年３月３１日
◆推薦書提出期限
平成３１年２月２２日（金）
◆提出先・問合せ

金沢区明るい選挙推進協議会事務局（金沢区総務課統計選挙係内）
☎ ７８８－７７１２

３ 平成３０年度「地域づくり塾かなざわ」 事業結果報告について
（地域振興課 地域力推進担当）
７月区連会で受講生の推薦を依頼させていただきました「地域づくり塾かなざわ」は、平成３０
年１１月９日から１２月１４日の日程で全３講の講座を終えました。
本講座は、区内外の特徴的な活動実践を体験的に学び、自らの地域課題を解決するための知識や
技術の習得、価値の創造を目的に実施しました。
事業結果報告書がまとまりましたので、事業内容とその結果を報告いたします。
◆問合せ：地域振興課 地域力推進担当

☎７８８－７８０９

４ 地域づくり金沢フォーラム 2019 の開催について
（地域振興課 地域力推進担当）
金沢区内で活動する団体と地域で活動する金沢区内の大学の学生が、活動事例報告や意見交換を通
じて、交流を深め、活動における工夫や課題について学び合う「地域づくり金沢フォーラム 2018」
を開催します。
団体や地域の枠を超えたつながりを築いたり、活動のヒントを得たりできる機会ですので、ぜひ各
自治会町内会等で活動されている方々にご案内下さい。
（配送ルート）
◆日 時：３月１１日（月）午後１時～午後５時
◆会 場：関東学院大学 金沢八景（室の木）キャンパス Ｅ５号館１階 １０３号室
◆対 象：金沢区内で活動する団体に所属する方 ５０名 （先着順）
◆申 込：申込書にて事前申込（入場無料）
、申込締切２月２２日（金）
◆問合せ：地域振興課 地域力推進担当

☎ ７８８－７８０９

５ 横浜市認知症高齢者等見守りシール事業について
（健康福祉局高齢在宅支援課）
横浜市では平成３０年１２月より「横浜市認知症高齢者等見守りシール事業」を実施していますの
で、ご報告いたします。
（配送ルート）
◆申 込：区役所（高齢・障害支援課）またはご本人がお住まいの地域を担当する地域包括支援
センター（地域ケアプラザ）
※認知症高齢者等 SOS ネットワークに登録のない場合は、写真・印鑑が必要。
◆対象者：次の①、②の両方に該当する在宅の横浜市民
①認知症高齢者等 SOS ネットワークの事前登録及び神奈川県・神奈川県警察への登録
情報の提供に同意している。
②迎えに行くことのできる家族等がいる
◆見守りシール有効期限：１年間（有効期限前に更新のご案内を送付します）
◆問合せ：健康福祉局高齢在宅支援課

☎ ６７１－４１２９

Ⅱ
１

関係団体等

土砂災害防止法に基づく基礎調査結果の公表と説明会
の開催について
（神奈川県 横浜川崎治水事務所）
神奈川県では、金沢区内において、土砂災害防止法に基づく基礎調査結果の
公表及び説明会の開催を平成３1 年１月以降に予定しております。
つきましては、周知のため各自治会町内会へのチラシの回覧をお願いいた
します。
なお、区域指定予定箇所の土地所有者様には、説明会のご案内を改めて郵送
いたします。
（配送ルート）
【説明会】
◆ 開催日時

平成３１年２月２４日（日）
１０時～１１時３０分（北部の方）
１４時～１５時３０分（南部の方）
※混雑を避けるため対象地域を区分していますが、ご都合が
つかない場合は、区分に関わらずご参加ください。
◆ 開催会場 八景小学校 体育館
◆ 問 合 せ 神奈川県 横浜川崎治水事務所 工務部
急傾斜地第二課
☎ ４１１－２５２２

２

金沢動物園「かなざわバレンタイン フェアトレード
de チョコまつり！」のチラシの掲出依頼について
（横浜市緑の協会・金沢動物園）
金沢動物園では冬のイベントとしてバレンタインに関連した催しを開催しま
す。
つきましては、自治会町内会の掲示板へのチラシ（A４版）の掲出をお願い
いたします。
（配
送ルート）
◆チョコまつり
平成３１年２月９日（土）～１１日（月・祝）１０時～１５時
会場 わくわく広場
内容 フェアトレード商品の販売、クッキー販売、バレンタインにち
なんだ動物クイズ、バルーンアートプレゼント
◆トラ・ゾウ保護基金の保全ガイドを聞いてゾウにおやつをあげよう！
１３時３０分から先着１００名に参加整理券を差し上げます。
◆バレンタイン特設フォトスポット設置
平成３１年１月２０日（日）～２月１７日（日）
ゾウの展示場前
フォトスポットで撮った写真をののはなギフトショップに提示する
と商品やコーヒーが１０％割引きになります。
◆問合せ
横浜市立金沢動物園
☎ ７８３－９１００

３

特別展「伊藤博文と金沢」チラシの掲出依頼について
（神奈川県立金沢文庫）
特別展「伊藤博文と金沢」のご案内です。
横浜開港以来、金沢の地は明治の元勲や居留地の外国人に親しまれ、別荘地
として知られていました。この展覧会では、夏島に別荘を構えた伊藤博文を軸
として、明治の元勲たちと金沢とのかかわりを伊藤博文寄贈の明治憲法関係
資料などからご紹介します。
（配送ルート）
◆日

時

平成３１年１月１９日（土）～３月１０日（日）
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（２月１１日は開館）、２月１２日(火)

◆問合せ

神奈川県立金沢文庫

学芸課

☎７０１－９０６９
ＦＡＸ７８８－１０６０

４「のじまオープンデー」のチラシの回覧について
（公益財団法人よこはまユース横浜市野島青少年研修センター）
公益財団法人よこはまユース 横浜市野島青少年研修センターの活動を近隣
の皆様に知っていただくことを目的に「のじまオープンデー」を開催します。
普段は宿泊者のみに提供している様々なプログラムを体験していただける
ほか、施設を見学することもできます。
自治会町内会へのチラシの回覧をお願いいたします。
（配送ルート）
◆日

時

◆会

場

◆内

容

◆問合せ

平年３１年２月２４日（日）
午後１時～午後３時 30 分
横浜市野島青少年研修センター
シーサイドライン野島公園駅より徒歩８分
オリジナルクラフト「のじたまくん」、「バードコール」工作な
ど体験するものや無料で楽しめる卓球ゲームや積み木やおはじ
きのコーナー、施設見学ツアーなどメニューは多数
横浜市野島青少年研修センター

☎ ７８２－９１６９

