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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４年７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 

Ⅳ.鶴見区自治連合会理事会議題 
 

 

      

 

 

 

                       （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７月定例会結果報告 

１ 「特別自治市」制度の実現に向けた取組について 

   横浜市は、政令指定都市制度に代わる新たな大都市制度「特別自治市」の早期実現に向け

て取り組んでおり、８月以降、山中市長が地区連合町内会長など地域の皆様に、特別自治市

の必要性を直接お伝えする機会を作っていく旨の案内がありました。 

◎問合せ先 政策局制度企画課 TEL 671-2952 

 

２ 「共同募金各区だより」配布の協力依頼について 

  10 月からの全国一斉の共同募金の開始に先立ち、自治会・町内会を通じた「共同募金各

区だより」の配布について、協力依頼がありました。 

○自治会・町内会への送付時期 ８月下旬（「広報よこはま」９月号と同時期） 

◎問合せ先 鶴見区社会福祉協議会 TEL 504-5619 

 

３ 新たな訓練メニューのご紹介（住宅用火災警報器の一斉点検） 

自治会・町内会での防災訓練の新たな訓練メニューとして、「住宅用火災警報器の一斉点

検」の提案がありました。コロナ禍で集まりにくい中でも実施しやすいことや、火災の発

生を早期に教えてくれる器具であり、いざという時に正常に作動するよう点検することが

※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/ 

 その他、データでのメール配信を希望される場合は事務局までご連絡ください。 

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、ポスター掲示のみ依頼しますが、無理のない範囲でご協力お願いします。 
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重要との説明がありました。（詳細は、送付資料参照）   

◎問合せ先 鶴見消防署 総務・予防課 予防係 TEL 503-0119 

 

４ ねんりんピックかながわ 2022 の開催について 

ねんりんピックかながわ 2022 として、神奈川県内の各会場で交流大会やイベントが開催 

され、横浜市内においても８つの会場で交流大会を開催する旨の案内がありました。（詳細 

は、送付資料参照） 

○開催期間 令和４年 11 月 12 日（土）から 11 月 15 日（火）まで 

◎問合せ先 健康福祉局高齢健康福祉課 TEL 671-3920 

 

５ 自治会町内会のための講習会の開催について 

自治会町内会のＩＣＴ活用等の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

習会を、市内２か所で開催する旨の周知依頼がありました。（詳細は、送付資料参照） 

〇日時・場所 第１回 ８月 27 日（土）10 時から 12 時 旭区役所 

       第２回 ９月 10 日（土）10 時から 12 時 戸塚区役所 

○申込方法 ８月 12 日（金）までに、申込書を鶴見区地域振興課へ提出 

◎問合せ先 鶴見区役所地域振興課 TEL 510-1687 

 

Ⅱ 鶴見区自治連合会関係議題 

１ 鶴見区老人クラブ連合会 「機関紙悠悠第 43 号」の配布について 

老人クラブの活動内容や各種行事を会員以外にも広く知ってもらうため、配布をお願いし

ます。 

◎問合せ先 鶴見区老人クラブ連合会事務局 TEL 505-5581 

 

２ NHK 連続テレビ小説「ちむどんどん」を活用した地域活性化の取組について 

標記について、地域イベント等と連携し、誘客促進、経済活性化、地域コミュニティの

活性化に繋がるよう、引き続き取り組んでいきます。 

◎問合せ先 鶴見区役所 区政推進課 企画調整係 TEL 510-1676 

 

３ 令和４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。 

(1) 実施期間  令和４年９月 21 日(水)から９月 30 日（金）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 

高齢者 模範を示そう 交通マナー」 

◎問合せ先 鶴見区役所 地域振興課 地域振興係 TEL 510-1688 

 

４ 消防団だよりの掲出について 

標記について掲示をお願いします。 

◎問合せ先 鶴見消防署 総務・予防課 消防団係 TEL 503-0119 

 

５ 熱中症予防ポスターの掲出について 

標記について掲出をお願いします。 

◎問合せ先 鶴見消防署 総務・予防課 予防係 TEL 503-0119 

 

６ 資料提供 
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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 つるみ臨海フェスティバルへの協賛依頼について 

「第 32 回つるみ臨海フェスティバル」を令和４年 10 月 15 日（土）に開催する運びとな

ったことの報告と、協賛についてのお願いがありました。（詳細は、送付資料参照） 

○協賛金とりまとめ方法 

 （１）自治会町内会 

協賛金申込書に記載の上、協賛金を添えて連合町内会長にお渡しください。 

 （２）連合町内会 

    ９月 16 日（金）開催の区連会９月定例会の際に、協賛金を区役所地域振興課に 

ご持参をお願いします。 

◎問合せ先  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 510-1687 

 

２ 令和４年度 上半期広報配布謝金について 

令和４年度上半期（４月号～９月号配布分）の「広報よこはま鶴見区版」「県のたよ

り」等の配布謝金を 10 月 31 日までに指定の口座に振り込ませていただくにあたり、配布

部数の実績について報告依頼がありました。 

○報告方法 依頼文と返信用ハガキを別途送付します。 

返信用ハガキを、８月５日（金）必着でご返送ください。 

◎問合せ先 鶴見区役所 区政推進課 広報相談係 TEL 510-1680 

 

３ 食生活等改善推進員養成講座について 

  食生活等改善推進員要請講座が 10 月から始まりますので、受講者に適任と思われる方が

おられましたら、ご紹介をお願いします。 

○推薦方法 お電話または FAX にて、９月 16 日（金）までにご連絡ください。 

◎問合せ先 鶴見区役所 福祉保健課 TEL 510-1827 

 

Ⅳ 鶴見区自治連合会理事会 

 １ 令和５年版 鶴見区自治連合会カレンダー写真募集について    

   標記について事務局から報告がありました。 

◎問合せ先 鶴見区自治連合会事務局 TEL 510-1687 

 

☆次の書類等を 21 日以降にお届けします。 

 

【資料等】 

(1) 新たな訓練メニューのご紹介（住宅用火災警報器の一斉点検） 

(2) ねんりんピックかながわ 2022 の開催について 

(3) 自治会町内会のための講習会の開催について 

(4) 鶴見区老人クラブ連合会 「機関紙悠悠第 43 号」 

(5) 令和４年度「秋の全国交通安全運動」について 

(6) つるみ臨海フェスティバルへの協賛依頼について 

(7) 食生活等改善推進員養成講座について 
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   【掲示依頼】 

(1) 消防団だより 

（2） 熱中症予防ポスター 

 

 ※ 7 月は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  


