
1 

鶴見区自治連合会９月定例会結果報告 

    

 

 

 

 

 

日時 令和４年９月 16 日（金）午後３時      

                      会場 鶴見区役所８号会議室    

 

Ⅰ.横浜市町内会連合会９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９月定例会結果報告 

１ 新型コロナワクチン接種事業について 

   オミクロン株対応ワクチンの接種についての情報提供です。詳細は、広報よこはまや市ウ

ェブサイト等でお知らせします。 

   〇接種対象 １・２回目接種を完了した 12 歳以上の全ての方 

   〇接種時期 詳細は資料のとおりです 

◎問合せ先 横浜市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター TEL 0120-045-070 

            ※区連会資料については、健康福祉局健康安全課  TEL 671-4841 

 

２ 横浜市中期計画 2022～2025（素案）の公表とパブリックコメントの実施について 

新たな中期計画の素案が８月 30 日（火）に公表され、現在、素案に対するパブリックコ 

メントを実施中です。周知のご協力やご意見をお寄せいただきますようお願いします。 

○実施期間 令和４年９月 15 日（木）から 10 月 14 日（金）まで 

※広報よこはま特別号を９月 18 日（日）の新聞折込にて配布 

◎問合せ先 政策局政策課 TEL 671-2010 

 

３ 第４期 横浜市教育振興基本計画（素案）及びパブリックコメントの実施について 

第４期 横浜市教育振興基本計画の素案について、パブリックコメントを実施します。周

知のご協力やご意見をお寄せいただきますようお願いします。 

※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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〇実施期間 令和４年９月 30 日（金）から 10 月 31 日（月）まで 

      ※広報よこはま９月号に掲載 

◎問合せ先 教育委員会事務局教育政策推進課 TEL 671-3243 

 

Ⅱ 鶴見区自治連合会関係議題 

１ ほうじん劇場の参加申込について 

「第 26 回ほうじん劇場」について、掲示板へのポスター掲示をお願いします。 

〇開催日  令和４年 11 月 15 日（火） 

〇会場   サルビアホール 

◎問合せ先 公益社団法人鶴見法人会 TEL 521-2531 

 

２ 「鶴見・まちづくりゼミナール 2022」の開催について 

地域活動の担い手の発掘や育成を図る講座「鶴見・まちづくりゼミナール」を 10～12 月

に開催します（全６回）。お心当たりの方にぜひ受講をお勧めください。 

◎問合せ先 鶴見区役所 区政推進課 地域力推進担当 TEL 510-1678 

 

３ 「令和４年度 首都圏放置自転車・バイククリーンキャンペーン」について 

標記について次のとおり実施します。 

〇実施期間  令和４年 10 月１日(土)から 10 月 31 日（月）までの１か月間 

〇スローガン 「自転車の 代わりに置こう 思いやり」 

◎問合せ先  鶴見区役所 地域振興課 TEL 510-1688 

 

４ 資料提供 

鶴見区内災害救急発生状況他       ………………  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 地区連合町内会や自治会町内会の定例会等においての消費生活推進員の参加について 

消費生活推進員（自治会町内会から推薦いただき市長が委嘱）を、地区連合町内会や自

治会町内会の定例会等に参加させていただきますようお願いします。 

◎問合せ先  鶴見区役所 地域振興課 区民活動支援係 TEL 510-1692 

 

２ 今後の地区連合会長ブロック別意見交換会の方向性について 

今後の地区連合会長ブロック別意見交換会の方向性について説明がありました。 

◎問合せ先 鶴見区役所 区政推進課 地域力推進担当 TEL 510-1678 

 

３ 令和４年度在宅要介護者訪問歯科検診事業の実施について 

  通院が困難な在宅高齢者を対象に、訪問歯科診療を行う事業です。より多くの方々に健診

を受診していただくため、掲示板へのポスター掲示をお願いします。 

〇実施期間 令和４年９月 1日から令和５年１月 31 日 

◎問合せ先 つるみ区歯科医療連携相談室 TEL 070-4039-2626 

 

４ 横浜地区無料調停手続相談会開催に伴う周知について 

訴訟（裁判）とは異なる紛争解決の手段の一つである「調停制度」について普及を図る

ため、「無料調停手続相談会」を開催します。掲示板へのポスター掲示をお願いします。 

〇開催日  令和４年 11 月 12 日（土） 
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〇場所   かながわ労働プラザ 

◎問合せ先 横浜地方裁判所 総務課庶務第二係 TEL 664-8778 

横浜家庭裁判所 総務課庶務係     TEL 345-3505 

 

５ 理化学研究所横浜キャンパス・横浜市立大学鶴見キャンパス一般公開について 

理化学研究所・横浜市立大学の一般公開についてお知らせします。 

〇開催日  令和４年 10 月 22 日（土） 

◎問合せ先 理化学研究所 横浜事業所 TEL 503-9111 

 

６ 令和４年度敬老特別乗車証（敬老パス）の送付等について 

令和４年 10 月から、敬老特別乗車証（敬老パス）がプラスチック製 IC カードに変更に

なります。これに伴い、敬老パスのお渡し方法や負担金の納付から発行までの期間、利用

方法などに変更がありますので、お知らせします。 

◎問合せ先 横浜市敬老パス問合せダイヤル TEL 394-3105 

鶴見区役所 高齢・障害支援課  TEL 510-1767 

 

７ つるみ臨海フェスティバル開会式への出席及びポスターの掲示について 

各連合町内会長におかれましては、つるみ臨海フェスティバルの開会式に、ご来賓とし

て出席いただきますようお願いします。また、掲示板へのポスター掲示をお願いします。 

〇開催日時 令和４年 10 月 15 日（土）９時 30 分～15 時 30 分 

※開会式は９時 30 分から９時 45 分まで 

◎問合せ先 鶴見区役所 地域振興課 TEL 510-1687 

 

８ 災害用備蓄食料の無償配布（有効活用）について 

防災意識の啓発や食品ロス削減の観点から、賞味期限内の備蓄食料を、申し込みいただ

いた団体に無償でお配りします。 

〇対象   横浜市内の法人・団体（自治会・町内会、NPO、社会福祉法人等） 

〇申込期間 令和４年 10 月３日（月）から 10 月 14 日（金）まで 

◎問合せ先 横浜市役所 総務局地域防災課 避難支援担当 TEL 671-2011 

 

９ 第 12 次一括法による地方自治法の一部改正について 

認可地縁団体（法人化している自治会町内会）に関する地方自治法の一部改正について

説明がありました。総会開催の省略や、解散・合併などを検討される際は、区役所地域振

興課までお早めにご相談ください。 

〇改正の概要 

ア 書面又は電磁的方法による決議の規定の創設 

イ 解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の 

見直し 

ウ 認可地縁団体同士の合併の規定の創設 

◎問合せ先 鶴見区役所 地域振興課 TEL 510-1687 

 

10 「自治会町内会のための講習会」の開催方法の変更について 

７月区連会にて説明した当該講習会について、新型コロナ感染症拡大防止のため、集合

形式から YouTube での配信に変更します。 

〇配信開始時期 令和５年２月頃（詳細は１月の区連会でご説明します） 

◎問合せ先   横浜市役所 市民局地域活動推進課 TEL 671-2317 



4 

11 防犯パトロール物品の配布と防犯リーダー研修会について 

自治会町内会の防犯パトロール活動に必要な物品について、各自治会町内会へ配布しま

す。また、地域の防犯リーダーとなる自治会町内会長や防犯部長の皆様を対象に、「鶴見

区地域防犯リーダー研修会」を開催します。 

(1) 防犯パトロール物品の配布 

別紙１でお申し込みください。 

(2) 防犯リーダー研修会 

〇日時   令和４年 11 月 10 日（木） 

〇場所   鶴見区役所６階８・９号会議室 

〇申込方法 10 月３日（月）９時から受付を開始します。別紙２でお申し込みくださ 

い。 

◎問合せ先  鶴見区役所 地域振興課 TEL 510-1688 

 

 

☆次の書類等を 21 日以降にお届けします。 

【資料等】 

(1) 新型コロナワクチン接種事業について 

(2) 横浜市中期計画 2022～2025（素案）の公表とパブリックコメントの実施について 

(3) 第４期 横浜市教育振興基本計画（素案）及びパブリックコメントの実施について 

(4) 「令和４年度 首都圏放置自転車・バイククリーンキャンペーン」について 

(5) 理化学研究所横浜キャンパス・横浜市立大学鶴見キャンパス一般公開について 

(6) 令和４年度敬老特別乗車証（敬老パス）の送付等について 

(7) 災害用備蓄食料の無償配布（有効活用）について 

(8) 第 12 次一括法による地方自治法の一部改正について 

(9) 「自治会町内会のための講習会」の開催方法の変更について 

(10) 防犯パトロール物品の配布と防犯リーダー研修会について 

【掲示依頼】 

(1) ほうじん劇場の参加申込について 

（2） 令和４年度在宅要介護者訪問歯科検診事業の実施について 

 (3) 横浜地区無料調停手続相談会開催に伴う周知について  

(4) つるみ臨海フェスティバル開会式への出席及びポスターの掲示について 

 

 ※ ９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、事務局までご連絡ください。 


