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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２年６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） 

 鶴見区役所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 横浜市における特別定額給付金について 

   標記について、情報提供がありました。 

(1) 申請期限 

   令和２年９月 10 日（木）まで（消印有効） 

(2) 詐欺の注意喚起について 

  給付金に関連して、国、県、市・区役所が次のようなことをすることは 【絶対に】ありません。 

・「暗証番号」「口座番号」「マイナンバー」などをお聞きすること 

・「通帳」「キャッシュカード」などをお預かりすること 

・現金自動支払機（ATM）の操作をお願いすること 

・受給にあたり、手数料の振込みを求めること 

・メールを送り、URL をクリックして申請手続きを求めること 

＜「怪しいな」と思ったら下記へご連絡ください＞ 

・お近くの警察署もしくは警察相談専用電話（＃９１１０） 

・消費者ホットライン（局番なしの「１８８」） 

・新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン（０１２０－２１３－１８８） 

◎問合わせ先 横浜市特別定額給付金受付センター TEL 0570-045592 

（FAX は市民局総務課定額給付金担当（681-8379）へお送りください。） 

 

※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/ 
 

このたびの新型コロナウイルスに罹患された皆様と、感染拡大により生活に影響を受けら

れている地域の皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。 

今月は、班回覧と掲示板の依頼はありませんが、行政からの連絡事項等を送付します。 

https://www.tsurumi-kurenkai.net/
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２ 横浜ＩＲ（統合型リゾート）について 

標記に関して、「横浜市民に対する娯楽と生活習慣に関する調査」の報告がありました。 

(1) 調査の概要 

〇調査対象：横浜市内の満 18 歳以上 74 歳の男女無作為抽出 3,000 人 

〇抽出対象：市内 208 地点の住民基本台帳から無作為に抽出 

〇調査方法：面接調査 

〇調査期間：令和元年 12 月～令和２年３月 

〇回 答 数：1,263 人（回収率 42.1％） 

(2) 調査結果のポイント 

○「ギャンブル等依存症が疑われる方」の割合について 

過去１年以内のギャンブル等の経験をもとにした「ギャンブル等依存症が疑われる者」の割合

推計は成人の 0.5％でした。 

○「最もお金を使ったギャンブル等」について 

最もよくお金を使ったギャンブル等については「パチンコ・パチスロ」でした。 

○「ギャンブル等依存症が疑われる方の過去１年以内の賭け金」は、平均で１か月に 25 万円 

（※１）、中央値（※２）３万円 でした。 

※１ 証券の信用取引、または先物取引市場への投資に係る高額案件が含まれています。 

（高額案件を除いた 平均は１か月に３万円 でした。） 

※２ 中央値は、データを大きさの順に並べたとき、全体の中央に位置する値です。 

◎問合わせ先 都市整備局 ＩＲ推進課 TEL 671-4135 

 

３ ヨコハマ議会だよりの配布延期について 

各自治会町内会へ配布を依頼している「ヨコハマ議会だより」の次回分の発行時期が ８月から９

月に変更 になることについて、連絡がありました。 

◎問合わせ先 議会局 秘書広報課 TEL 671-3040 

 

 

Ⅱ 鶴見区自治連合会関係議題 

１ 地球温暖化対策・ヨコハマ３Ｒ夢の取組について 

地域温暖化対策・３Ｒ夢
ス リ ム

の取組について、令和元年度活動報告及び令和２年度事業計画の説

明がありました。令和２年度については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事業計画が

変更となる可能性があります。 

◎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 

 

２ つるみ臨海フェスティバルの中止について 

新型コロナウイルス感染症の情勢を鑑みて、第 30回つるみ臨海フェスティバルは中止と

なりました。 

◎問合わせ先 つるみ臨海フェスティバル実行委員会事務局（鶴見区地域振興課内） TEL 510-1687 

 

３ 令和２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２年７月 11 日(土)から７月 20 日（月）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 
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４ 資料提供 

鶴見区内火災救急発生状況他        ………………   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 鶴見区社協等の会費・募金等依頼スケジュールについて 

令和２年度に鶴見区社会福祉協議会や各団体から自治会町内会長あてに依頼させていただく

会費・募金の納入依頼スケジュールの提示がありました。詳細については、別途鶴見区社会福祉

協議会から各自治会町内会長へ依頼がありますが、例年より送付が２か月遅れているため、納入

期限を令和２年度内としています。 

◎問合わせ先 鶴見区社会福祉協議会 TEL 504-5619 

 

２ 国民健康保険特定健診の受診再開について 

先月の定例会の際に案内しました特定健診の中止について、緊急事態宣言の解除に伴い、令

和２年 ５月 26 日から再開 しています。 

なお、受診の際には次のとおり留意点がありますので、ご確認ください 

・医療機関の受け入れ態勢もあることから、受診の際には事前に当該医療機関に実施の有無

を確認していただきたいこと 

・特定健診は体調の良いときに受診することとし、受診の際にはマスクを着用していただきたい

 こと 

・密集・密接を防ぐため受付時間を守っていただきたいこと 

◎問合わせ先 鶴見区役所 保険年金課 保険係     TEL 510-1807 

鶴見区役所 福祉保健課 健康づくり係  TEL 510-1832 

 

３ 第４期鶴見区地域福祉保健計画（鶴見・あいねっと）の策定状況について 

標記について、計画方向性及び今後のスケジュールの変更について報告がありました。 

(1) 第４期区（全体）計画の方向性 

基本理念 たすけ あい ・支え あい ・人と人との ネット ワーク 【継続】 

推進の柱 

１ つながりのある地域づくり 

【継続】 ２ 必要なときに支援が届く地域づくり 

３ 健やかに暮らせる地域づくり 

推進の土台 

・「人材」の育成 

・「場・機会」の充実 

・「相互理解」の啓発 

【新規】 

(2) 今後の策定スケジュール（変更後） 

令和２年６月 第４期計画方向性 発表 

令和３年１月 地区別計画 策定期限 

※コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた期間分延長 

令和３年３月 第４期計画素案 発表 

【素案に対する区民意見募集（３～４月頃）】 

令和３年８月 第４期計画 公表 

◎問合わせ先 鶴見区役所 福祉保健課 事業企画担当 TEL 510-1826 
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☆次の書類を 23 日以降にお届けします。 

 

【資料等】 

(1) 横浜市における特別定額給付金について 

(2) ヨコハマ議会だよりの配布延期について 

(3) つるみ臨海フェスティバルの中止について 

(4) 令和２年度「夏の交通事故防止運動」について 

 

 

    ※ ６月は掲示板と班回覧の依頼はありません。  
 

 

 

 ★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。 

 

鶴見区役所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 

mailto:tsuru-bouhan-request@ml.city.yokohama.jp

