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鶴見区自治連合会６月定例会結果報告 

    

日 時 令和元年６月 19 日（水）     

 午後１時 30 分          

会 場 鶴見区役所８号会議室       

 

Ⅰ.横浜市町内会連合会６月定例会結果報告 

Ⅱ.鶴見区自治連合会関係議題 

Ⅲ.鶴見区自治連合会単独議題 
 

 

 

 

                    （事務局）       

鶴見区地域振興課地域振興係  

電話：510-1687 FAX:510-1892 

 

Ⅰ 横浜市町内会連合会６月定例会結果報告 

１ IR（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくりについて 

ＩＲについては市民の皆様の関心が高いことから、本市における制度の分析や事業性などの調

査を実施し、その調査結果の概要について、報告がありました。 

(1) 調査結果のまとめ 

①市としてＩＲを導入する・しないについて判断をしていない状況ではあるが、事業者が横浜に  

おけるＩＲの事業性を見込んでおり、経済的社会的効果が見込まれること 

②懸念事項対策について、各事業者の海外などでの経験やＩＲ整備法を踏まえた様々な対策 

 例 

が示されました。 

一方で、調査時点では、政省令など制度の詳細が明らかになっていなかったことや、事業者が

情報提供を行うにあたり、必要な条件や情報が不足していました。 

(2) 今後の取組 

①事業者が必要とする条件や情報を適切に示し、提供された情報の具体化や精度を向上 

②事業者から示された懸念事項対策について、実施状況や有効性などを確認・検証 

     ◎問合わせ先 政策局 政策課 TEL 671-4135 

 

２ 横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度）５か年の実績概要リーフレット及

び横浜みどり税のチラシの回覧について【班回覧】 

    「横浜みどりアップ計画」の平成 26～30 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の班回覧依頼がありました。（詳細は、送付資料参照） 

◎問合わせ先 環境創造局 みどりアップ推進課 TEL 671-2712 

 

 

※この報告書は、鶴見区自治連合会・定例会の結果です。 
毎月定例会終了後に作成し、各自治会町内会長に送付します。 
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３ よこはまプラスチック資源循環アクションプログラム（素案）市民意見募集の実施について  

よこはまプラスチック資源循環アクションプログラムの「素案」を策定したことに伴い、

以下のとおり市民意見募集を実施する旨の報告がありました。（詳細は、送付資料参照） 

(1) 意見募集期間 

令和元年６月 24 日（月）～７月 31 日（水）（当日消印有効） 

(2) 意見提出方法 

郵送、FAX（641-1807）、ホームページ、電子メール（sj-3rm@city.yokohama.jp）、直接持参 

(3) 素案冊子閲覧場所 

区役所地域振興課資源化推進担当・広報相談係、市民情報センター（市庁舎１階）、 

資源循環局政策調整課、資源循環局ホームページ 

      ◎問合わせ先 資源循環局 政策調整課 TEL 671-4565 

 

４ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック 1 年前イベントについて【掲示板】 

   東京 2020 オリンピック・パラリンピック１年前イベント「１ Year to Go!フェスティバ

ル」について、ポスターの掲示板への掲出依頼がありました（詳細は、送付資料参照）。 

      ◎問合わせ先 市民局 オリンピック・パラリンピック推進課 TEL 671-3690 

 

Ⅱ 鶴見区自治連合会関係議題 

１ 鶴見区民文化センター（サルビアホール）の天井改修工事の延期について 

鶴見区民文化センターにおいて、ホールの天井改修工事に伴い、令和元年７月から令和２年３

月末までホールの利用を休止する予定でしたが、工事の延期することとなりましたことをお知らせし

ます。 

(1) 閉館期間の変更 

令和元年 10 月１日以降の利用から、ホールの貸出しを再開します。 

(2) 予約の受付 

予約受付は、令和元年８月１日から横浜市民利用施設予約システムにて行います。予約方法

の詳細は、以下のホームページでご確認ください。 

https://yoyaku.city.yokohama.lg.jp/ys/mainservlet/UserPublic 

◎問合わせ先 文化観光局 文化振興課 TEL 671-3504 

 

２ 鶴見川サマーフェスティバルの休止について 

   鶴見川サマーフェスティバルは、昨今の観客の増加に伴う激しい混雑により、狭い会場

の中で「安全・安心」なイベントを実施することが年々困難になっています。 

そして、こうした諸課題の整理に時間を要すること、令和２年８月には東京２０２０オリ

ンピック・パラリンピック競技大会が実施されることなどから、今年度から２年間の開催を

休止します（詳細は、送付資料参照）。 

◎問合わせ先 鶴見区役所 地域振興課 地域振興係 TEL 510-1687 

鶴見川サマーフェスティバル実行委員会 TEL 521-8288 

           

３ 地球温暖化対策・３Ｒ夢
ス リ ム

の取組について 

地域温暖化対策・３R 夢の平成 30 年度活動報告及び令和元年度事業計画についての説明

がありました。 

◎問合わせ先 鶴見区役所 区政推進課 企画調整係    TEL 510-1676 

             鶴見区役所 地域振興課 資源化推進担当 TEL 510-1689 
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４ 2019 年度 夏の交通事故防止運動について 

標記について次のとおり実施されます。（詳細は、送付資料参照） 

(1) 実施期間 令和元年７月 11 日(木)から７月 20 日（土）までの 10 日間 

(2) スローガン 「安全は 心と時間の ゆとりから」 「交通ルールを守って 夏を楽しく安全に」 

◎問合わせ先 鶴見区役所 地域振興課 地域振興係 TEL 510-1687 

 

５ 資料提供 

鶴見区内火災救急発生状況・市民防災の日だより６月号 … 鶴見消防署  TEL 503-0119 

鶴見警察署管内犯罪・交通事故発生状況 ………………  鶴見警察署  TEL 504-0110 

 

 

Ⅲ 鶴見区自治連合会単独議題 

１ 日赤・共同募金会等募集協力費・準備事務費交付の振込口座の確認について 

標記について、説明がありました。振込口座の確認依頼については、鶴見区社会福祉協議会

から、各自治会町内会長あてに直接送付されます。 

◎問合わせ先 鶴見区社会福祉協議会 TEL 504-5619 

 

２ ウメ輪紋ウイルスの調査方針について 

平成 28 年度から平成 30 年度にかけて鶴見区内の一部地域にて実施した「ウメ輪紋ウイルス」

の調査等について、令和元年度の対応としては、範囲内の全てを対象とした調査から一部を対象

とした調査へと変更し、実施します。 

◎問合わせ先 農林水産省 横浜植物防疫所 国内検疫担当 TEL 285-7135 

 

３ 「つるみ３Ｒ夢
ス リ ム

フェスタ」の開催について【掲示板】 

標記について、次のとおり開催されます。また、掲示板へのチラシ掲出依頼がありました。 

（詳細は、送付資料参照） 

   (1) イベント名：つるみ３Ｒ夢フェスタ 

   (2) 開催日時：令和元年７月 20 日（土）10:00～15:00（雨天決行） 

   (3) 場所：横浜市 資源循環局鶴見工場（鶴見区末広町１－１５－１） 

(4) 内容：リユース家具提供（抽選）、収集車体験乗車、電動ミニ収集車など 

◎問合わせ先 資源循環局 鶴見工場 TEL 521-2191 

 

４ 災害時ペット対策講習会の開催について【掲示板】 

標記について、次のとおり開催されます。（詳細は、送付資料参照） 

(1) イベント名：災害時のペット対策 

(2) 開催日時：令和元年８月４日（日）14:00～16:00（13：45 受付開始） 

(3) 場所：鶴見区役所６階大会議室（定員 訳 150 名） 

(4) 内容：「横浜市の防災について」講師：鶴見区役所危機管理・地域防災担当職員 

「災害時のペット対策」講師：山田広美氏（公益社団法人 日本愛玩動物協会顧問） 

(5) 申込み方法：問合わせ先へ電話または FAX（住所・氏名・電話番号・参加人数を明記） 

◎問合わせ先 鶴見区役所 生活衛生課 環境衛生係 TEL 510-1845 FAX 510-1718 

 

５ 令和元年度 第 1回地区連合会長ブロック別意見交換会の開催について 

地区連合町内会長に対し、標記の出席依頼がありました。 

◎問合わせ先 鶴見区役所 区政推進課 地域力推進担当 TEL 510-1678 
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☆次の書類等を６月 21 日以降にお届けします。 

 

【資料等】 

(1) よこはまプラスチック資源循環アクションプログラム（素案）市民意見募集の実施について 

(2) 鶴見川サマーフェスティバルの休止について 

(3) 2019 年度 夏の交通事故防止運動について 

 

【班回覧依頼】 

(1) 横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度）５か年の実績概要リーフレット及び横浜

みどり税のチラシ 

 

【掲示依頼】 

(1) 東京 2020 オリンピック・パラリンピック１年前イベント「１ Year to Go!フェスティバル」ポスター 

(2) 「つるみ３R 夢フェスタ」チラシ 

(3) 「災害時ペット対策講習会」チラシ 

    

★配送先、掲示板数、回覧部数（班数）に変更がありましたら、区役所までご連絡ください。 

 

鶴見区地域振興課地域振興係   

電話：510-1687 FAX:510-1892  

 

 

 
▼犯罪発生情報メールの登録をお願いします！地域における防犯活動にお役立てください。 
 鶴見区内で発生した振り込め詐欺、空き巣、自転車盗などの犯罪情報を携帯電話やパソコンのメールを利用

して、情報提供しています。 

登録方法 

件名に「subscribe」を入力し次のアドレスへメールを送ってください。 
 tsuru-bouhan-request@ml.city.yokohama.jp 
※返信メールが届きますので、指示に従って登録して下さい。 

ＱＲコード 

 
 


