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鶴見区自治連合会７月定例会結果報告 

    

日 時 令和元年７月 19 日（金）    

       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７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７月定例会結果報告 

 １ 「神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」による保険義務化等に関す

るチラシの班回覧依頼について【班回覧】 

条例による自転車保険等の加入義務化等について、広く周知を図るため、各自治会・町内会へ、

班回覧の依頼がありました。（詳細は、送付資料参照） 

◎問合わせ先 道路局 交通安全・自転車政策課 TEL 671-2323 

 

２ 横浜音祭り２０１９開催周知に係るポスター掲出依頼について【掲示板】 

日本最大級の音楽フェスティバル「横浜音祭り２０１９」が９月 15 日から 11 月 15 日まで開催されま

す。それに伴い、イベントを広く周知するため、ポスターの掲示板への掲示依頼がありました。（詳細

は、送付資料参照） 

◎問合わせ先 文化観光局 文化プログラム推進課 TEL 671-4031 

 

３ ラグビーワールドカップ 2019™開催に向けたファンゾーン告知ポスターの掲出依頼について【掲示板】 

 ラグビーワールドカップ 2019™開催期間中に実施する公式イベント「ファンゾーン」について、ポ

スターの掲示板への掲示依頼がありました。（詳細は、送付資料参照） 

◎問合わせ先 市民局 ラグビーワールドカップ 2019 推進課 TEL671-4578 

 

 ４ 自治会町内会のための講習会の開催について 

横浜市市民局地域活動推進課主催（後援：横浜市町内会連合会）で、次のとおり、自治会町内

会の運営や加入促進に関する講演と自治会町内会の取組事例の発表をセットにした講習会（市内

３か所）と、会報紙作成講習会・展示会が開催されます。それに伴い、参加案内と展示会への会報

誌の出展依頼がありました。（詳細は、送付資料参照） 

(1) 日時・会場 

ア 講演会・事例発表会 

※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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・第１回 令和元年８月 31 日（土）10:00～12:00（9:30 開場） 南区役所 ７階会議室 

・第２回 令和元年９月８日（日）10:00～12:00（9:30 開場）  泉区役所 ４階４ABC 会議室 

・第３回 令和元年９月 14 日（土）10:00～12:00（9:30 開場） 港北区役所 ４階１・２会議室 

イ 会報紙作成講習会（同時開催：会報紙展示会） 

令和元年９月 21 日（土）14:30～16：00（14:00 開場） 

神奈川県立かながわ労働プラザ ３階ホール 

(2) 対象者： どなたでも参加できます。 

（特に、自治会運営でお困りの方、他の自治会町内会の取り組み事例を知りたい方、会報紙に 

さらに磨きをかけたい方） 

(3) 申込方法： 令和元年８月 16 日（金）までに、申込書に記入していただき、鶴見区役所地域振

興課へ持参または FAX でお申し込みください。また、会報紙の展示会に出展いただける場合に

ついても、会報紙２部を、鶴見区地域振興課へご提出ください。 

※会報紙のデータでの提出が可能な場合は、市民局地域活動推進課へ直接 E メールでお送

りいただいても結構です。（Ｅメール: sh-chiikikatsudo@city.yokohama.jp） 

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

市民局 地域活動推進課 TEL 671-2318 

 

Ⅱ 鶴見区自治連合会関係議題 

１ 理化学研究所横浜キャンパス・横浜市大鶴見キャンパス一般公開について 

標記について、実施概要の説明がありました。（詳細は、送付資料参照） 

(1) 日時：令和元年９月 21 日（土）10:00～16:30（入場 15：30 まで ・入場無料） 

(2) 内容：体験イベント、施設公開・ツアー、講演会、セミナー、ポスター展示・ビデオ上映など 

◎問合わせ先 理化学研究所 横浜事業所 TEL 503-9111(代表) 

 

２ 第 15 回鶴見川クリーンキャンペーン実施報告（御礼） 

６月 17 日（土）に実施された「鶴見川クリーンキャンペーン」について、参加団体へのお礼と結果

   報告がありました。 

(1) 参加者数：56 名（自治会町内会:28 名、企業等：15 名、実行委員会：２名、区役所：11 名） 

(2) 回収総量：900kg 

◎問合わせ先 鶴見川桜・緑化実行委員会事務局 TEL 511-5073 

鶴見区役所 地域振興課 資源化推進担当 TEL 510-1689 

 

３ 令和元年度鶴見消防団消防操法技術訓練会の実施について 

鶴見消防団消防操法技術訓練会を次のとおり実施いたしますので、自治会町内会長あてご連

絡いたします。（詳細は、送付資料参照） 

(1) 日時：令和元年９月８日（日）午前９時から同 12 時までの予定 

  ※荒天の場合、９月 15 日（日）同時刻に順延となります。 

(2) 会場：曹洞宗大本山總持寺 大駐車場（鶴見区鶴見２－１－１） 

(3) 訓練内容：小型ポンプ操法（計９隊） 

◎問合わせ先 鶴見消防署 消防団係 TEL503-0119 

 

４ 2019 年度 秋の全国交通安全運動について 

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９月 21 日(土)から９月 30 日（月）までの 10 日間 
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(2) スローガン 

「安全は 心と時間の ゆとりから」「高齢者 模範を示そう 交通マナー」  

◎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 7 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 土砂災害“特別”警戒区域の指定に向けた現地調査について【班回覧】 

神奈川県において、土砂災害に備えていただくため、土砂災害防止法に基づき、「土砂災害“特

別”警戒区域（通称：レッドゾーン）」の指定に向けて、がけ地の現地調査等を行いますので、周知

用チラシ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 神奈川県横浜川崎治水事務所 急傾斜地第一課 TEL 411-2520 

 

２ つるみ臨海フェスティバルへの協賛依頼について 

   協賛の依頼がありました。（詳細は、送付資料参照） 

(1) 開催日時 令和元年 10 月 19 日（土）9:30～15:30 予定 

（小雨決行、荒天の場合は中止（順延なし）） 

(2) 会場 入船公園（鶴見区弁天町３－１） 

(3) 内容 模擬店、ステージイベント、スポーツ体験コーナー、フリーマーケット ほか 

(4) 協賛金について 

単位町内会協賛金額 一口当たり 3,000 円 （複数口の協賛も可能） 

配送資料にある「協賛金申込書」を添えて、各地区連合町内会長にお渡しください。 

◎問合わせ先 つるみ臨海フェスティバル実行委員会(鶴見区地域振興課) TEL 510-1695 

 

３ 国際園芸博覧会の招致について 

横浜市では旧上瀬谷通信施設（米軍施設跡地）への国際園芸博覧会の招致について、情報提

供がありました。 

（1）テーマ    ：“幸せを創る明日の風景”〜Scenery of The Future for Happiness〜 

（2）開催場所  ：旧上瀬⾕通信施設（横浜市旭区・瀬⾕区） 

（3）開催時期  ：2026 年（最速） 

（4）会場規模  ：80〜100 ha（想定） 

（5）入場者規模 ：1,500 万人以上（想定） 

◎問合わせ先 政策局 国際園芸博覧会招致推進課 TEL671-4626 

 

４ 介護予防普及啓発講演会「“オーラルフレイル”予防で未病を改善」の開催について【掲示板】 

標記、講演会についてポスター掲示の依頼がありました。（詳細は、送付資料参照） 

(1) 日時  令和元年９月 26 日（木） 14:00～16:00（受付 13：30～） 

(2) テーマ 「“オーラルフレイル”予防で未病を改善」 

(3) 講師  花田信弘氏（鶴見大学歯学部教授） 

(4) 会場  鶴見公会堂ホール 

(5) 定員  予約不要 200 名（先着） 

(6) その他 「ひざひざワッくん体操」誕生 10 周年を記念して、手ぬぐいをプレゼント！ 

◎問合わせ先 鶴見区役所 高齢・障害支援課 TEL 510-1775 
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５ 第４期鶴見・あいねっと（鶴見区地域福祉保健計画）策定に係る区民アンケート調査の実施について  

第３期鶴見・あいねっと（鶴見区地域福祉保健計画）の振り返りと第４期計画策定の検討材料とし

て活用するため、地域での福祉保健活動に対する区民アンケート調査実施について情報提供が

ありました。 

(1) 調査時期：令和元年８月（予定） 

(2) 調査対象：鶴見区内在住の満 20 歳以上の区民 2,000 人（外国籍区民を含む無作為抽出） 

(3) 調査方法：郵送調査（無記名自記式） 

(4) 調査項目：約 30 項目（近隣との関わり、地域活動への参加状況 等） 

◎問合わせ先 鶴見区役所 福祉保健課 事業企画担当 TEL 510-1826 

 

６ 第四回鶴見ウチナー祭の開催について【掲示板】 

標記について、チラシ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） 

(1) 日時：令和元年９月 21 日（土）・22 日（日） 10：00 ～ 18:00 （22 日は 17:00 まで） 

(2) 会場：入船公園 

(3) 内容：三線演奏やエイサーなどのステージパフォーマンス、飲食ブース等 

◎問合わせ先 鶴見区役所 区政推進課 企画調整係 TEL 510-1677 

 

７ 令和元年度 上半期広報配布謝金について 

令和元年度上半期（４月号～９月号配布分）の「広報よこはま」等の配布謝金を指定口座への 

振り込みが行われます（令和元年 10 月 31 日（木）まで（予定））。 

振り込みに当たり、配布部数の実績及び配付金額等を確認するため、同封される返信用ハガキ 

により８月９日（金・必着）までに報告するよう、依頼がありました。（詳細は、送付資料参照（区連会

配送ルートにて依頼文と返信用ハガキが配送されます。）。一部の町内会のみ依頼） 

◎問合わせ先 鶴見区役所 区政推進課 広報相談係 TEL 510-1680 

 

８ 秋の全国交通安全運動期間内における第８回高齢者交通安全大会への参加依頼について 

標記、交通安全大会について各地区連合町内会へ参加依頼（各地区６名程度）がありました。 

(1) 日時       令和元年９月 20 日（金） 13:30～15:30 

(2) 会場       鶴見公会堂 

(3) 実施内容    交通安全宣言、一日警察署長委嘱式、エアロビックで交通安全、 

神奈川県警察音楽隊演奏等 

(4) 一日警察署長 森田雪氏（タレント） 

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

 

９ 一般公開講座「地球の今と災害対策」の案内チラシの掲示について【掲示板】 

標記、講演会についてポスター掲示の依頼がありました。（詳細は、送付資料参照） 

(1) 日時  令和元年９月 25 日（水） 14:30～16:30（会場 14：00～） 

(2) テーマ 「地球の今と災害対策～多発する災害への備えとは～」 

(3) 講師  天達武史氏（お天気キャスター） 

(4) 会場  鶴見公会堂 

(5) 定員  500 名（参加費無料、先着順） 

(6) 申込方法 

・電話 横浜市福祉サービス協会 研修センター まで 

   【電話番号】 227-1710（平日 9：00～12：00 13：00～17：00） 
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・メール ※ 件名「一般公開講座申込み」本文で必要事項をご送信ください。 

【送信先】 kensyu@hama-wel.or.jp 

 必要事項 ①お名前 ②お電話番号 ③参加人数 をお知らせください。 

※ 複数でご参加される場合は代表者のお名前・お電話番号をお知らせください。 

◎問合わせ先 横浜市福祉サービス協会 研修センター TEL227-1710 

 

 

 

 

○鶴見区自治連合会６月定例会結果報告の誤りについて 

６月結果報告について、 内容に誤りがありました。 

お詫び申し上げるとともに、修正箇所を掲載します。 

 

【修正箇所】 

「Ⅲ.鶴見区自治連合会単独議題」「４ 災害時ペット対策講習会の開催について」の 「(2)開催日

時」が誤っていました。   

・正：８月４日（日）   

・誤：８月４日（土） 
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☆次の書類等を 23 日(火)以降にお届けします。 

【資料等】 

(1) 自治会町内会のための講習会の開催について 

(2) 理化学研究所横浜キャンパス・横浜市大鶴見キャンパス一般公開について 

(3) 令和元年度鶴見消防団消防操法技術訓練会の実施について 

(4) 2019 年度 秋の全国交通安全運動について 

(5) つるみ臨海フェスティバルへの協賛依頼について 

(6) 令和元年度 上半期広報配布謝金について（一部町内会のみ） 

 

【班回覧依頼】 

(1) 「神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」による保険義務化等に関するチラシ 

(2) 土砂災害“特別”警戒区域の指定に向けた現地調査についてのチラシ 

 

【掲示依頼】 

(1) 横浜音祭り２０１９開催周知に係るポスター 

(2) ラグビーワールドカップ 2019™開催に向けたファンゾーン告知ポスター 

(3) 介護予防普及啓発講演会「“オーラルフレイル”予防で未病を改善」開催チラシ 

(4) 第四回鶴見ウチナー祭の開催チラシ 

(5) 一般公開講座「地球の今と災害対策」案内チラシ 

  

★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 


