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鶴見区自治連合会 11 月定例会結果報告 

    

日 時 令和元年 11 月 19 日（火）    

 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 11 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 11 月定例会結果報告 

 １ 民生委員・児童委員及び主任児童委員の一斉改選に伴う推薦結果について 

各自治会・町内会へ、推薦準備会を開催し候補者を推薦いただいたことについての御礼があり

ました。推薦いただいた候補者全て 12 月１日付で委嘱される予定です。 

◎問合わせ先 鶴見区役所 福祉保健課 運営企画係 TEL 510-1793 

 

２ 令和元年台風第 19 号に係る災害援護資金貸付制度及び台風第 15 号・19 号に係る災害弔

慰金、災害障害見舞金、被災者生活再建支援制度について 

台風 15 号及び 19 号の被害について適用できる各種制度の説明がありました。（詳細は、送付資

料参照） 

(1) 台風 19 号により災害援護資金貸付制度が適用になった。 

(2) 台風 15 号及び台風 19 号により災害弔慰金・災害障害見舞金支給制度が適用になった。 

(3) 台風 15 号に続き、台風 19 号でも被災者生活再建支援制度の対象となった。 

◎問合わせ先 鶴見区役所 福祉保健課 運営企画係 TEL 510-1791 

 

３ 天皇陛下御即位奉祝記帳所へのご協力の御礼とご報告 

天皇陛下即位にあって、区役所に記帳所を設置しましたが、自治会・町内会への周知の御礼と

結果報告がありました。 

(1) 開設期間 令和元年５月１日（水）～５月３日（金）及び 10 月 22 日（火） 

(2) 開設時間 10：00～16：00（各日） 

(3) ご記帳筆数 

 

※芳名帳は、５月 20 日(月)及び 11 月１日(金)に宮内庁にお届けしました。 

5/1(水) 5/2(木) 5/3(金) ５月計 10/22(火) 合 計 

2,872 2,944 3,438 9,254 2,494 11,748 

※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。 
また、鶴見区自治連合会のホームページにも掲載しています（ワード、ＰＤＦ）。 

 ＵＲＬ：https://www.tsurumi-kurenkai.net/ 
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◎問合わせ先 市民局 区連絡調整課 TEL 671-2067 

 

４ ＩＲ（統合型リゾート）市民説明会について 

ＩＲ（統合型リゾート）の市民説明会の今後の実施予定について説明がありました。12 月の６区（鶴

見区含む。）での開催に続き、１月以降、月ごとに４区ずつ（１月は南、港南、保土ケ谷、旭。２月は

港北、緑、都筑、戸塚。３月は青葉、栄、泉、瀬谷）開催します。詳細な日程は、決定次第広報よこ

はま・市ホームページ等で順次お知らせします。 

◎問合わせ先 都市整備局 ＩＲ推進課 TEL 671-4429 

 

５ 横浜市青少年指導員委嘱替えに係る推薦依頼について 

任期満了に伴う推薦の依頼がありました。（詳細は、送付資料参照） 

(1) 委嘱期間：令和２年４月１日～令和４年３月 31 日（２年間） 

(2) 推薦人数：各自治会・町内会から原則１名 

(3) 提出期限：令和２年１月 31 日（金）  

(4) 提出先：鶴見区地域振興課区民活動支援係 

◎問合わせ先 鶴見区地域振興課 区民活動支援係 TEL 510-1695 

 

Ⅱ 鶴見区自治連合会関係議題 

１ 首都高横浜北線 馬場出入口に関するお知らせ【班回覧】 

  首都高横浜北線の馬場出入口（岸谷生麦出入口と新横浜出入口の間に設置）の今後の予定に

ついて班回覧依頼がありました。今年度開通を目指して工事を進めており、また、「馬場入口」は

ETC 専用入口として運用予定（手続き・協議中）です。（詳細は、送付資料参照） 

◎問合わせ先 首都高速道路（株）神奈川建設局 建設管理課 TEL439-0773 

 

２ 令和２年 鶴見区消防出初式について【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２年１月５日(日) 10：00～12：00 

(2) 場所：大本山總持寺大駐車場（荒天時：鶴見公会堂で一部内容を変更して開催） 

(3) 内容：式典、木遣り・纏振込み、潮田中学校マーチングバンド、車両分列行進、一斉放水等 

◎問合わせ先 鶴見消防署 総務・予防課 TEL 503-0119 

 

３ 令和元年度 飲酒運転根絶強化月間及び年末の交通事故防止運動について 

各種交通安全運動について、次のとおり実施されます。（詳細は、送付資料参照） 

(1) 飲酒運転根絶強化月間 

ア 実施期間：令和元年 12 月１日(日)～12 月 31 日（火）（１か月間） 

イ スローガン：「乗る人に 飲ませるあなたも 犯罪者」 

   (2) 年末の交通事故防止運動 

ア 実施期間：令和元年 12 月 11 日(水)～12 月 20 日（金）（10 日間） 

イ スローガン：「無事故で年末 笑顔で新年」 

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

 

４ 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 11 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 
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Ⅲ 鶴見区自治連合会単独議題 

１ 「第 33 回邦楽のつどい」の開催について 

標記について、次のとおり開催のお知らせがありました。（詳細は、送付資料参照） 

(1) 日時：令和元年 12 月１日（日） 開演 12：00（開場 11:30） 

(2) 場所：サルビアホール（鶴見区鶴見中央 1-31-2 シークレイン内） 

(3) 入場料：前売り 2,000 円／当日売り 2,500 円 

◎問合わせ先 鶴見邦楽連盟（鶴見区文化協会内） TEL582-0881 

 

２ 「防災とボランティア週間」における災害ボランティア受入訓練の参加依頼について（情報提供） 

標記訓練の実施について情報提供がありました。 

(1) 実施日時：令和２年１月 16 日（木） 7:00～8：20 

(2) 場所：鶴見区役所１階区民ホール（ロビー）及び健診会場 

◎問合わせ先 鶴見区社会福祉協議会 TEL 504-5619 

 

３ 鶴見区自治連合会婦人部「新年の集い」の開催について 

標記について、地区連合町内会長へ出席依頼がありました。 

(1) 日時：令和２年 1 月 28 日(火) 開場 13：00 

第 1 部 式  典 13：30～13：50   第 2 部 コンサート 14：05～15：05 

(2) 場所：サルビアホール（鶴見区鶴見中央 1-31-2 シークレイン内） 

◎問合わせ先 鶴見区役所 地域振興課 TEL 510-1688 

 

４ つるみ臨海フェスティバル実施報告および協賛の御礼について 

  10 月 19 日（土）に開催された標記について、実施報告と協賛の御礼がありました。 

◎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 

 

５ 鶴見七福神めぐりについて【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２年１月４日(土) ～ １月 12 日（日） 9:00～16:30 

(2) 場所：横浜熊野神社、鶴見神社、大本山總持寺、東福寺、正泉寺、安養寺、松蔭寺 

◎問合わせ先 鶴見七福神愛護会  東海林 TEL 581-0372 箸 TEL 571-5035 

 

６ 令和元年度鶴見区自治会町内会長感謝会の日程について 

(1) 日時：令和２年３月２日(月)  14：30～15：45（受付 14：00～） 

(2) 会場：キリンビール㈱横浜工場総合棟ホール 

(3) 区長感謝状授与対象者：自治会町内会長在職期間５年に達した会長 

記念品授与対象者：自治会町内会長在職期間５年以上（以降５年刻み）年に達した会長 

         地区連合町内会長も同様 

【お知らせ】 

・感謝状及び記念品授与対象者には、区から案内が送付されます。 

・今年度も自治会町内会長の皆様をお招きいたしますのでご予定くださいますようお願いします。 

◎問合わせ先 鶴見区 地域振興課 地域振興係 TEL 510-168７ 
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 ☆次の書類等を 21 日以降にお届けします。 

 

 【資料等】 

(1) 令和元年台風第 19 号に係る災害援護資金貸付制度及び台風第 15 号・19 号に係る災害弔

慰金、災害障害見舞金、被災者生活再建支援制度について 

(2) 横浜市青少年指導員の推薦について 

(3) 令和元年度 飲酒運転根絶強化月間について 

(4) 令和元年度 年末の交通事故防止運動について 

(5) 「邦楽のつどい」チラシ、チケット（２部） 

 

【班回覧依頼】 

(1) 首都高横浜北線 馬場出入口に関するお知らせ 

(2) 年末年始のごみと資源物の収集日程 

※10 月の定例会で回覧依頼したものです。 

 

  【掲示依頼】 

(1) 「鶴見区消防出初式」ポスター 

(2) 「鶴見七福神めぐり」ポスター 

 

   ★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 

 
 


