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こがゆ

横浜市は、昨年度（平成21年度）の、人口
10 万人あたりの※1刑法犯認知件数が、政令
指定都市中、最少（1,021件/10万人…横浜
市全体37,493件）となりました。
一方旭区では、交通事故・火災件数は減少
傾向にあるものの、犯罪・救急出動件数は横
ばい又は増加傾向にあります。（右グラフ）。
今後も、市民の防犯に対する積極的な取組みや防犯
意識の高まりを基礎に、市民 ・警察・行政が三位一体と
なって、更に活動を推進する必要があります。
今回は“あさひ安全・安心かわら版”を、ご紹介いたし
ます。区民の安全・安心に関する情報 を、いち早く携帯
電話やパソコンで受信することができます。

旭区 警察・ 消防件数の推移
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※データでみるあさひ2 0 10 より

※1 刑法犯認知件数…犯罪について被害の届出、告訴などにより、

警察において発生を確認した件数のこと。
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配信内容
※登録料は無料（通信費は別途）  区内で前日発生した事件・事故

配信イメージ

街頭犯罪（ 空き巣・ひったくり
他）、振り込め詐欺、不審者情
報、火災情報…
 注意喚起に関すること
不審電話への対応、感染症の
対策、防災ひとことコラム…
 前月の火災・救急・事故件数…

受信トレイ
10/10/18 12:46
asx-k-a@city.yokoham
a.jp
あさひ安全・安心か
わら版

1. 受信する携帯電話またはパソコンの
『宛先』に次のアドレスを入力
asx-k@city.yokohama.jp
2. 『件名』に「あ」や「１」など 1 文字以上入力
3. メール送信
※あらかじめ@city.yokohama.jp のドメインから受信で
きるように設定下さい
4. 約 5分後に登録確認メールを受信
5. 受信したメールに何も入れずに返信
6. 登録完了

1. お手持ちの用紙に、受信するFAX番号と「あさひ安全・
安心かわら版」登録希望を明記 ※名前は記入不要
2. 記入した用紙を 951-3401（旭区役所 総務課まちの安
全・安心担当）へ FAX 送信
3. 登録完了の FAX を受信
4. 登録完了
詳しくは旭区役所 地域振興課地域活動係（954-6091）
または、こがゆ康弘事務所までお問い合わせ下さい。

○○○○ で深夜に
路上強盗が発生！

※配信は開庁日となります

市民の視点から。
近年、空き巣やひったくり、車盗難といった軽犯罪の他、子
供や女性・高齢者を狙った悪質犯罪も多発 しております。
今回ご紹介した“あさひ安心・安全かわら版”等の防犯
情報は、日頃の防犯活動やお子様 への注意喚起等の一
助として、大変有効です。
このような情報網の整備、防犯灯の増設・照度アップ
等、「ハード面を良くする」と同時に、地域が一体となり、パ
トロールや日頃からの声掛け等で、犯罪を未然に防ぐ、起
こさせない風土作り、すなわち「ソフト面」を良くすることも
大切ではないでしょうか。
そして現場を見て、声を聞き、市政に反映させること
が、市会議員に課せられた使命です。安全・安心な街づく
りに向け、地域活動の活性化に全力で取り組みます。
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入所案内・申込み書類
◆11/1（月）から配布中

 子育て支援担当（区役所 3 階 32 番窓口）
 行政コーナー（二俣川駅・東戸塚駅）
 各保育所

※他区（旭 区以外）は保育所のある
区役所へ お 申込み下さい
※インターネットからも書類のダウンロードができます

はぴねすぽっと 保育所申込み

検索

会場…区役所新館2 階大会議室
日程

保育所名（午前…9:00～11:30）

保育所名（午前…13:30～16:30）

12/6（月）

キッズビレッジつくし保育園・ひまわり愛児園・
善部保育園・中希望が丘保育園
上の原保育園
西川島保育園・マヤ保育園
明徳二俣川保育園
あっぷる保育園鶴ヶ峰（本園・分園）
鶴ヶ峰保育園・ポプラ保育園
事前予約制（先着順） 予約受付 11/24（水）～26（金） TEL：954-6173 または FAX：951-4683
①児童氏名・生年月日 ②第 1 希望保育所名 ③希望時間帯 ④連絡先 をお知らせ下さい。
※定員になり次第締め切ります。 受付時間 8:45～17:00
若葉台保育園・わかばの森保育園
左近山保育園・まきが原愛児園

12/7（火）

新 希望のつぼみ保育園（仮称）

12/8（水）

白根保育園・ひかりが丘保育園
土と愛子供の家保育所（本園・分園）

12/9（木）

柏保育園

12/10（金）

上記期間に来庁できない方のみ（子育て支援担当：区役所 3 階 32 番窓口）で受付を行います。
※大変な混雑が予想されますので、なるべく集中受付期間にご来庁下さい。

12/1（水）
12/2（木）
12/3（金）
12/4（土）

新 ヨコハマ旭チャイルドステーション（仮称）
今宿保育園・ちとせ保育園・川井宿保育園
旭はるかぜ保育園・中尾保育園

【申込みのポイント】
駅に近い保育所は応募数が多く、入所できない方も多くなります。複数の保育所を申込んだり、
駅から離れた保育所も検討することをお勧めいたします。
★ 現在入所保留中や転園希望の方も、改めてお申し込み下さい。
★ 認定こども園「やつはしキッズ」は、直接お問合わせ、お申込み下さい。（入所申込み書類の配布、受付）
TEL：364-7771 FAX：366-1367

【申込み】12/1（水）～10（金） 8:30～17:00（平日のみ）

詳 しくは…旭区役所 子育て支援担当（TEL：954-6173）または、こがゆ康弘事務所 までお問 い合わせ下さい。
送迎保育所
候補地

待機児童解消への一歩として、期待されて
いる※1送迎保育所が、希望が丘駅近く（H23.4
開所）に続き、鶴ヶ峰駅近く（北口）にH24年
（再来年）の4月に開所されます。
※1 送迎保育所…0～2 歳児の通常保育の他、3～5 歳児の周辺保育所への

あっぷる保育園
（分園）
駐輪場

鶴ヶ峰駅

送迎と登園前・降園後の保育を行う認可保育所です。

※“送迎保育所”は市政報告（10 月号）で特集しております。
こがゆ康弘ホームページでご覧頂けます。

横浜市会では、年に4 回の定例会が開かれています。この定
例会の本会議は公開されており、どなたでも傍聴できます。
横浜市会で今、どのようなことが議論されているのか、ぜひ
皆様の目でお確かめ下さい。お待ちしています。
第
第
第
第

1
2
3
4

月日/開会時刻
日 11/26（金）
10:00
日 12/3（金 ）
10:00
日 12/8（水 ）
10:00
日 12/16（木 ） 14:00

本会議内容
議案上程（給料条例関係）・質疑・付託
議 案 上 程 ・質 疑 ・付 託
一般質問
議案議決

ココロット
横浜市資料より抜粋

昭和 42年 横浜市鶴見区に生まれる
平成 4年 早稲田大学大学院修了
平成 18年 横浜市議旭区補選で初当選
平成 19年 横浜市議選挙で2期目の当選
民主党横浜市会議員団所属
コンクリート技士、1級土木施工管理技士…
現在、横浜市会 水道・交通委員会 委員長…
住所：旭区二俣川 1- 5（事務所）
電話（FAX）
：0 4 5 - 3 6 6 - 9 3 8 1
メール：i n f o @ k o g a y u . n e t

