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鶴見区自治連合会１月定例会結果報告 

    

日 時 令和２年１月 17 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１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１月定例会結果報告 

 １ 台風 15 号等に係る住宅修繕緊急支援事業の開始について 

令和元年台風第 15 号等により、半壊又は一部損壊が生じた住宅について、耐震性向上等の修

繕工事に対する補助事業開始の案内がありました。（詳細は、送付資料参照） 

◎問合わせ先 建築局 住宅政策課 TEL 671-3975 

 

２ 備蓄飲料水「横浜水缶」の特典付き販売について 

標記、飲料水備蓄促進キャンペーン「横浜水缶」の特典付き販売について説明がありました。（詳

細は、送付資料参照） 

(1) キャンペーン期間：令和２年１月９日（木）から３月 21 日（土）ご注文分まで  

(2) ２つの特典: ①期間中のご注文は配達料無料  ②10 箱購入ごとに横浜水缶１箱プレゼント 

◎問合わせ先 水道局 お客さまサービスセンター TEL 847-6262 

           

３ 令和元年台風第 19 号災害義援金の支給について 

神奈川県等で募集している台風第 19 号災害義援金について、横浜市から被災者に支給するこ

とになりましたので、その案内がありました。（詳細は、送付資料参照） 

◎問合わせ先 健康福祉局 福祉保健課 TEL 671-4044 

 

４ 新市庁舎への移転及び内覧会の実施について 

横浜市新市庁舎が１月末をもってしゅん工し、６月 29 日（月）に全面供用開始となるにあたっての

内覧会（３月 28 日（土）、29 日（日）に実施）の案内がありました。移転日程や内覧会の詳細につい

ては、広報よこはまや横浜市ホームページ等にて周知を行います。 

◎問合わせ先 総務局 管理課 新市庁舎整備担当 TEL 633-3901 

※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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Ⅱ 鶴見区自治連合会関係議題 

 １ 第８回東日本大震災復興支援「祈りの夕べ」の開催について【班回覧】 

標記について、チラシの班回覧依頼がありました。（詳細は、送付資料参照） 

(1) 日 時： 令和２年３月８日（日） 14：30～ 

(2) 場 所： 大本山總持寺大祖堂 

(3) 入場料： 無料（当日先着 1,500 名） 

◎問合わせ先   大本山總持寺  TEL 581-6021 

鶴見区文化協会 TEL 582-0881 

 

２ 予備自衛官補試験の御案内について【掲示板】 

標記について、試験についての説明と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） 

ポスター掲示希望期間 ： 令和２年２月１日（土） ～ ４月 10 日（金） 

◎問合わせ先 自衛隊神奈川地方協力本部 横浜出張所 TEL 521-6027 

 

３ 鶴見区納税貯蓄組合連合会機関誌「つるみ納連」令和２年新春号について 

鶴見区納税貯蓄組合連合会が、納税奨励等の事業活動を掲載した機関誌「つるみ納連」令和２

年新春号を発行しました。それに伴い、機関誌が配布されます。（詳細は、送付資料参照） 

◎問合わせ先 鶴見区役所 税務課 TEL 510-1743 

 

４ 鶴見クリーンキャンペーン 2019 活動報告展の開催について 

標記について次のとおり案内がありました。（詳細は、送付資料参照） 

(1) 日時 ： 令和２年２月 13 日（木） ～21 日（金） 8:45～17:00 （21 日は 15：00 まで）※土日除く 

(2) 場所 ： 鶴見区役所１階区民ホール 

◎問合わせ先 鶴見区役所 地域振興課 資源化推進担当 TEL 510-1689 

 

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１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 地域振興助成事業公開セミナーの開催について【班回覧】 

標記について、チラシの回覧依頼がありました。（詳細は、送付資料参照） 

(1) 日 時   ： 令和２年３月７日(土) 開演 13：50 （開場 13：00） 

(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) 講演内容 ： 「可能性への挑戦」（講師：舞の海 秀平氏（ＮＨＫ大相撲解説者）） 

(4) 入 場 料 ： 無料（定員５００名） ※要申込み 

◎問合わせ先 公益社団法人 鶴見法人会事務局 TEL 521-2531 

 

２ シニアの祭典のチラシ掲示について【掲示板】 

標記について、チラシの掲示依頼がありました。（詳細は、送付資料参照） 

(1) 日 時 ： 令和２年２月 27 日(木)  10：00～15：00 

(2) 場 所 ： 横浜文化体育館 
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(3) テーマ ： 「より気軽に！より身近に！より楽しく！」 

(4) 入場料 ： 無料（申込不要） 

◎問合わせ先 横浜市老人クラブ連合会 TEL 433-1256 

 

３ 令和元年度下半期広報配布謝金について 

令和元年度下半期（10 月号～３月号配布分）の「広報よこはま・広報よこはま鶴見区版」等の配

布謝金が３月 31 日（火）までに指定の口座に振り込まれます。振込みに当たり、配布部数の実績を

確認しますので、配布部数の訂正の有無に関わらず返信用はがきを２月７日（金）までに必ず返送

してください。 （依頼文と返信用ハガキが対象の自治会町内会長あてに送付されます。） 

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

 

４ 令和元年度第３回地区連合会長ブロック別意見交換会の開催について 

標記について説明がありました。来月２月定例会後に開催されます。 

◎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 

 

５ 町の防災組織活動費、地域活動推進費及び地域防犯灯維持管理費補助金申請等に関する

事務担当者説明会の開催について 

町の防災組織活動費、地域活動推進費及び地域防犯灯維持管理費補助金について、令和

元年度分の報告及び令和２年度の申請の事務担当者説明会開催のお知らせがありました。（詳

細は、送付資料参照） 

(1) 開催日時 ： ３月 14 日（土）、３月 17 日（火） いずれも 14：00～15：30 

(2) 対 象 者 ： 各種補助金の事務従事者（各回、各自治会町内会で２名を上限） 

(3) 会 場 ： 鶴見区役所６階８号会議室（いずれも） 

(4) 申込方法 ： 「回答票」をＦＡＸで送付（送付先 510-1892） 

◎問合わせ先    ・町の防災組織活動補助金について 

鶴見区役所 総務課 防災担当     TEL 510-1656  

・地域活動推進費、地域防犯灯維持管理費について 

鶴見区役所 地域振興課 地域振興係 TEL 510-1687 
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☆次の書類を 21 日以降にお届けします。 

 

【資料等】 

(1) 台風 15 号等に係る住宅修繕緊急支援事業の開始について 

(2) 備蓄飲料水「横浜水缶」の特典付き販売について 

(3) 令和元年台風第 19 号災害義援金の支給について 

(4) 鶴見区納税貯蓄組合連合会機関誌「つるみ納連」令和２年新春号（２部） 

(5) 鶴見クリーンキャンペーン 2019 活動報告展の開催について 

(6) 令和元年度 下半期広報配布謝金について 

(7) 地域活動推進費、地域防犯灯維持管理費及び町の防災組織活動費補助金に関する事務

担当者説明会の開催について 

(8) 令和２年度 鶴見区自治連合会定例会日程  

 

【班回覧依頼】 

(1) 第８回東日本大震災復興「祈りの夕べ」チラシ 

(2) 地域振興助成事業公開セミナーチラシ 

 

【掲示依頼】 

(1) 「予備自衛官補試験」ポスター 

(2) 「シニアの祭典」ポスター 

(3) 「第 16 回 鶴見・あいねっと推進フォーラム」ポスター（12 月定例会で依頼済み） 

 

  

   ★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 


