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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４年 11 月 18 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 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 

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 11 月定例会結果報告 

１ 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について 

   電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民

税非課税世帯等に給付金を支給します。 

◎問合せ先 横浜市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金コールセンター 

       TEL 0120-045-320 

 

２ 新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行に備えた広報について 

新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行に備え、新型コロナの検査キットや解熱

鎮痛薬等の常備、感染予防対策の周知を図るための広報用のチラシを作成しました。また、

ワクチンの接種間隔短縮について掲載した「ワクチンニュース No18」を作成しました。 

各自治会町内会の掲示板への掲出をお願いします。 

◎問合せ先 健康福祉局健康安全課 TEL 671-2445 

 

３ 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 

民生委員・児童委員及び主任児童委員の一斉改選に御協力いただき、ありがとうござい 

ました。 

御推薦いただいた候補者につきましては、横浜市民生委員推薦会、横浜市社会福祉審議 

会民生委員審査専門分科会における審査を経た結果、全ての候補者について適任であると

※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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認められましたので、横浜市長より厚生労働大臣へ推薦し、12 月１日付にて委嘱される予

定です。 

◎問合せ先 鶴見区役所 福祉保健課 運営企画係 TEL 510-1793 

 

４ 横浜市保健活動推進員の改選について 

      現在委嘱している保健活動推進員の任期が、令和５年３月 31 日をもって満了になりま

す。次期の保健活動推進員を委嘱するため、各自治会町内会に 11 月下旬以降、保健活動推

進員の推薦を依頼します。（改めて依頼をいたします。） 

   〇推薦名簿の提出期限 令和５年２月 24 日（金） 

◎問合せ先 鶴見区役所 福祉保健課 健康づくり係 TEL 510-1832 

 

５ 令和５・６年度 横浜市環境事業推進委員の推薦について 

ヨコハマ３Ｒ夢（スリム）プランを進めていくうえで、重要な役割を担う環境事業推進

委員の任期が、令和５年３月 31 日をもって満了することに伴い、新たに委嘱する環境事業

推進委員の推薦をお願いいたします。 

〇推薦書の提出期限 令和５年２月 24 日（金） 

◎問合せ先 資源循環局街の美化推進課 TEL 671-3817 

 

６ 横浜市スポーツ推進委員の改選について 

現在委嘱しているスポーツ推進委員の任期が、令和５年３月 31 日をもって満了となるこ

とに伴い、新たにスポーツ推進委員を委嘱するため、各自治会町内会に推薦を依頼しま

す。 

〇推薦書の提出期限 令和５年２月 24 日（金） 

◎問合せ先 鶴見区役所 地域振興課 区民活動支援係 TEL 510-1695 

 

７ コロナ禍における地域活動推進費の活用事例について 

今年度も新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以前のように活動ができていな

い自治会町内会が多いと思います。 

そこで、令和２年度に御提示しました活用事例をもとに、改めてコロナ禍における地域 

活動推進費の活用事例をまとめましたので、情報提供いたします。当初計画していなかっ 

た内容でも、公益的活動を行う上で必要であれば、予算の範囲内で地域活動推進費をご活 

用いただけます。 

◎問合せ先 鶴見区役所 地域振興課 地域振興係 TEL 671-1687 

 

８ 「自治会町内会に対する依頼の見直しに向けたアンケート」の実施について 

自治会町内会がコロナ禍等を契機に、活動スタイルの見直しをされている中で、横浜市 

としましても、それに対応した方向性を検討するためには、自治会町内会の状況把握や地 

域のニーズに寄り添うことが重要と考えています。 

そこで、令和２年度に実施しました「自治会町内会・地区連合町内会アンケート調査」 

で、「行政からの依頼事項」に対し、61.1％の方が「負担だと感じるものがある」と回答し 

たことをうけ、特に割合の多かった「委嘱委員の推薦」及び「行政からの情報周知」につ 

いて、自治会町内会長の皆様のお声をお聞かせください。 

○回答方法：横浜市電子申請・届出システム、返信用封筒による調査票の郵送 

○回答期限：令和５年１月４日（水） 

◎問合せ先 市民局地域活動推進課 TEL 671-2317 
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Ⅱ 鶴見区自治連合会関係議題 

１ 地域振興助成事業 助成金交付事業・講演会の募集について 

地域を元気にする活動をしている団体・グループの一助として、１団体 10 万円を上限と 

して助成金を交付しております。令和５年２月 16 日に助成金交付式と講演会を開催いたし 

ます。つきましては掲示板へ募集チラシの掲示をお願いいたします。 

◎問合せ先 公益社団法人鶴見法人会 TEL 521-2531 

 

２ 令和５・６年度消費生活推進員の推薦について 

現在委嘱している消費生活推進員の任期が、令和５年３月 31 日をもって満了になること

に伴い、新たに消費生活推進員を委嘱するため、各自治会町内会に推薦を依頼します。 

〇推薦書の提出期限 令和５年２月 24 日（金） 

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

 

３ 令和４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。 

(1) 飲酒運転根絶強化月間 

ア 実施期間：令和４年 12 月１日(木)～12 月 31 日（土）（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４年 12 月 11 日(日)～12 月 20 日（火）（10 日間） 

イ スローガン：「知らせ合う 早めのライトと 反射材、無事故で年末 笑顔で新年」 

◎問合せ先 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 「防災とボランティア週間」における災害ボランティア訓練の参加について 

鶴見区役所・鶴見区社協共同で例年実施している災害ボランティア訓練について周知・

依頼します。 

 (1) 日時：令和５年１月 13 日（金） 

(2) 場所：区役所６階 会議室 

(3) 参加依頼人数：各地域防災拠点から２名ずつ 

◎問合せ先  鶴見区社会福祉協議会  TEL 504-5619 

 

２ 第 32 回邦楽百華、第 36 回邦楽のつどい開催について 

次のとおり開催のお知らせがありました。 

 (1) 日時：令和４年 12 月４日（日） 開演 12 時 30 分（開場 12 時） 

(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 

◎問合せ先 鶴見邦楽連盟事務局 TEL 575-6419 
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３ （仮称）豊岡町複合施設（小学校、図書館、保育所他）の再編整備事業について 

  豊岡小学校の建替えの機会を捉えた複合施設の再編整備について、複合施設のコンセプ

ト（素案）を検討しましたので、ご意見・ご感想をお伺いします。 

◎問合せ先 鶴見区役所 区政推進課 まちづくり調整担当 TEL 510-1677 

 

４ 啓発ポスター「鶴見で見かけた『イイネ！』なよりそい」の掲示について 

鶴見区自立支援協議会権利擁護部会において、障害福祉の理解促進を目的とした啓発ポ

スターを作成しましたので、各自治会町内会の掲示板等への掲出をお願いします。 

◎問合せ先 鶴見区役所 高齢・障害支援課 障害者支援担当  TEL 510-1847 

 

５ 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 

フェスティバルの実施報告と協賛のお礼を行いました。 

◎問合せ先 つるみ臨海フェスティバル実行委員会事務局（地域振興課） 

TEL 510-1687 

 

 

☆次の書類等を 21 日以降にお届けします。 

【資料等】 

 (1) 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について 

(2) 横浜市保健活動推進員の改選について 

(3) 令和５・６年度 横浜市環境事業推進委員の推薦について 

(4) 横浜市スポーツ推進委員の改選について 

(5) コロナ禍における地域活動推進費の活用事例について 

(6) 「自治会町内会に対する依頼の見直しに向けたアンケート」の実施について 

(7) 令和５・６年度消費生活推進員の推薦について 

(8) 令和４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 

(9) 第 32 回邦楽百華、第 36 回邦楽のつどい開催について 

 

【掲示依頼】 

(1) 新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行に備えた広報について 

(2) 地域振興助成事業 助成金交付事業・講演会の募集について 

(3) 啓発ポスター「鶴見で見かけた『イイネ！』なよりそい」の掲示について 

(4) 年末年始のごみと資源物の収集日程チラシの掲示板への貼付について 

※10 月の定例会で掲示依頼したものです。 

 

 ※ 11 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。 


