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鶴見区自治連合会４月定例会結果報告 

    

日 時 平成 30年４月 19日（木）    

 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４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４月定例会結果報告 

 １  防災・減災推進研修のご案内について 

地域の共助の力を向上させるため、「町の防災組織」で活動されている方々向けの基礎的な研

修会が開催されます。（詳細は、送付資料参照） 

◎問合わせ先 総務局 危機管理室 危機管理課 TEL 671-4351 

  

２ 平成 29年度第４四半期までの燃やすごみ量実績（速報値）について 

 平成 29 年４月～平成 30 年３月までの燃やすごみ量実績(速報値)について情報提供を行いました。  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎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 

 

※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。 

表 1 ＜横浜市＞平成 29年度の燃やすごみ量実績（速報値）  
 

表２ ＜鶴見区＞燃やすごみ量実績（Ｈ29第４四半期 速報値） 
 

１日当たりの量

2,650トン

21年度差 ▲ 36,570トン (▲6.3%) ―

28年度差 ▲ 3,750トン (▲0.7%) ―

2,826トン

※　（　）内数値は、21年度あるいは28年度との比を示しています。

※　家庭系燃やすごみ量は、10トン未満四捨五入しています。

家庭系燃やすごみ量

29年度 548,500トン

21年度
（基準年度）

585,070トン

ごみ量（トン） 人口

41,999 288,765

21年度差 ▲ 1,482（▲ 3.4％） 18,204（6.7％）

28年度差  31（0.1％） １,609（0.6％）

41,968 287,156

21年度差 ▲1,513 （▲ 3.5％） 16,595（6.1％）

43,481 270,561

【鶴見区】

29年度

28年度

21年度
(基準年度）
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３ 平成 31年度の自治会町内会館整備について 

平成 31 年度に会館の新築・購入・増築・改修・修繕（補助対象経費 100 万円以上）を予定し、横

浜市の補助金の活用を予定している自治会町内会は、鶴見区役所地域振興課まで FAX でご連絡

ください。（詳細は、送付資料参照） 

○提出期限 平成 30 年 5 月 29 日（火） 厳守 

ご連絡いただいた自治会町内会については、申請に必要な書類をお送りします。 

なお、書類の提出があった自治会町内会については、審査をした上で優先度の高い案件か 

ら平成 31 年度の予算に計上し、予算確定後に補助申請を受け付けます（平成 31 年３月末頃に

決定予定）。 

◎問合わせ先 鶴見区役所 地域振興課 地域振興係 TEL 510-1687 

 

４ 自治会町内会のための講習会の開催について 

横浜市市民局地域活動推進課主催（後援：横浜市町内会連合会）で、下記のとおり、自治会町

内会の運営や加入促進に関する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（市

内３か所）と、会報紙作成講習会・展示会が開催されます。それに伴い、参加案内と展示会への会

報誌の出展依頼がありました。（詳細は、送付資料参照） 

(1)日時・会場 

○講演会・事例発表会 

第１回 平成 30 年６月 16 日（土）10:00～12:00（9:30 開場） 

緑区役所 ４階 ４ＡＢ会議室 

  ★第２回 平成 30年６月 23 日（土）10:00～12:00（9:30 開場） 

        鶴見区役所 ６階 ８号会議室 

   第３回 平成 30 年７月７日（土）10:00～12:00（9:30 開場） 

        栄区役所 ４階 【新館】４階８・９号会議室 

 

  ★第２回鶴見区開催は、豊岡地区の諏訪坂自治会が活動事例を発表します。奮ってご参

加くださいますようよろしくお願いいたします。 

 

○会報紙作成講習会（同時開催：会報紙展示会） 

平成 30 年７月 14 日（土）14:30～16：00（14:00 開場） 

  横浜情報文化センター ６階ホール 

 (2) 対 象 者： どなたでも参加できます。（特に、自治会運営でお困りの方、他の自治会町内会 

           の取り組み事例を知りたい方、会報紙にさらに磨きをかけたい方） 

(3) 申込方法： 平成 30 年５月 25 日（金）までに、申込書に記入していただき、鶴見区役所地域 

振興課へ持参または FAX でお申し込みください。また、会報紙の展示会に出展 

いただける場合についても、会報紙２部を、鶴見区地域振興課へご提出ください。 

※会報紙のデータでの提出が可能な場合は、市民局地域活動推進課へ直接 E メールで 

お送りいただいても結構です。（Ｅメール: sh-chiikikatsudo@city.yokohama.jp） 

 ◎問合わせ先 鶴見区役所 地域振興課 地域振興係 TEL 510-1687 

市民局 地域活動推進課         TEL 671-2318 

 

５ 自治会町内会活動のための情報交流誌の送付について 

自治会町内会相互の交流と行政との情報共有を進めることを目的とした情報交流誌の作成に伴

い、各自治会町内会に１部ずつ配布されます。 

また、冊子巻末の「情報共有アンケート」について、各自治会町内会の取組の情報提供の協力

依頼がありました。（詳細は、送付資料参照） 

◎問合わせ先 市民局 地域活動推進課 TEL 671-2318 
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Ⅱ 鶴見区自治連合会関係議題 

１ ７００ＭＨｚ
メガヘルツ

対策工事のための訪問説明について 

  地デジ移行で空いた電波帯（700ＭＨｚ帯）を携帯電話やスマートフォンで利用することに伴い、

現在ご利用中のテレビの映像に影響が発生する可能性があるため、対象世帯にテレビアンテナの

訪問調査が入る旨の説明がありました。 

   対象世帯に訪問する対策員は、対策員証を携帯し、黄色の腕章を付けています。また、受信対

策に係る費用は全て「一般社団法人 700MHz 帯利用推進協会」が負担します。費用の請求や、物

販を行うことはないとのことです。不審に思った際は、下記のコールセンターにお問い合わせくださ

い。（詳細は、送付資料参照） 

◎問合わせ先 700MHz テレビ受信障害対策コールセンター TEL 0120-700-012 

       ※IP 電話等で上記につながらない場合は、050-3786-0700 

 

２ 「鶴見クリーンキャンペーン 2018」の実施について 

（１）第１回キャンペーン 平成 30 年５月 30 日（水）～７月 31 日（火） 

・申込期間 平成 30 年７月 31 日（火）まで 

・物品（軍手・ごみ袋等）の配布 平成 30 年５月 15 日（火）～ 

（２）第２回キャンペーン 平成 30 年 10 月１日（月）～11 月 30 日（金） 

・申込期間 平成 30 年 11 月 30 日（金）まで 

・物品（軍手・ごみ袋等）の配布 平成 30 年９月 18 日（火）～ 

（詳細は、送付資料参照） 

◎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 

 

３ 鶴見コンシェルジュ養成講座の開講について【掲示板】 

 標記について、ポスターの掲示板への掲出依頼がありました。 

鶴見区と横浜商科大学等が連携して、鶴見の魅力を知り、それを伝えることのできる地域の人材

育成を目的とした講座を平成 30年５月 10日（木）から８月２日（木）まで全 12 回開催しま

す。（詳細は、送付資料参照） 

◎問合わせ先 鶴見区役所 区政推進課 TEL 510-1676 

 

４ 「平成 30 年度九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間」について 

○実施期間 平成 30 年５月１日(火)から５月 31 日（木）までの１か月間 

○スローガン 「自転車も のれば車の なかまいり」 

○運動の重点 自転車交通ルールの遵守とマナーの向上 

          自転車保険加入と点検整備の促進 

○地域・家庭の取り組み 

 （１）子ども（13 歳未満）が自転車を運転するときや、子どもを自転車に乗せるときは必ず自転 

 車用ヘルメットを着用させるようにします。 

 （２）自転車利用時のルールとマナーの大切さについての意識を高めます。 

 （３）自転車の危険な運転を見かけたら、地域ぐるみで「ひとこえ」をかけ合います。 

（詳細は、送付資料参照） 

◎問合わせ先 鶴見区役所 地域振興課 地域振興係 TEL 510-1688 

 

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４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 
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  『「キャッシュカードを預かります」はサギ』チラシ【班回覧】 

 

 

Ⅲ 鶴見区自治連合会単独議題 

１ 平成 30 年度 鶴見区社会福祉協議会及び団体事務関係会費・募金等依頼スケジュールについて 

標記スケジュールについての説明及び、区社協世帯会費、日赤社資及び更生保護協会会費に

ついての募集の依頼がありました。会費・募金等の依頼文については、鶴見区社会福祉協議会か

ら、各自治会町内会長様あて直接送付されます。 

◎問合わせ先 鶴見区社会福祉協議会 TEL 504-5619 

 

２ 三ツ池公園フェスティバル開会式への出席依頼について 

標記について、開会式への出席と来場の依頼がありました。（詳細は、送付資料参照） 

(1) 日時 平成 30 年５月 12 日（土） ９:30～10:15 

    （フェスティバルは、16 時まで開催予定です。） 

※小雨決行、荒天その他の事由による中止の場合、翌日５月 13 日（日）に延期 

(2) 会場 県立三ツ池公園 多目的広場ステージ（北門近く） 

◎問合わせ先 鶴見区役所 地域振興課 区民活動支援係 TEL 510-1691 

 

３ 感震ブレーカー設置補助について 

横浜市で行っている木造住宅密集市街地を含む自治会・町内会を対象とした感震ブレーカー 

「簡易タイプ」の購入・設置費用の一部補助について説明がありました。対象地域を一部でも区域

に含む自治会町内会には、３月 26 日付で直接、案内チラシが郵送されています。 

   ◎問合わせ先 総務局 危機管理課 TEL 671-3456 

 

４ 国が実施する全国瞬時警報システム（Jアラート）の全国一斉情報伝達訓練について 

 総務省消防庁等が地震・災害時などの災害時等に備え、本年度も下記のとおり標記訓練を実施

する旨の説明がありました。 

日 時（予定）： 平成 30 年 5 月 16 日（水） 午前 11 時頃 

                平成 30 年 8 月 29 日（水） 午前 11 時頃 

平成 30 年 11 月 21 日（水） 午前 11 時頃※ 

平成 31 年 ２ 月 20 日（水） 午前 11 時頃 

            ※11 月は当該訓練に続けて、横浜市による津波警報伝達システムの試験放  

送が実施されます。 

放送場所：市内 140 か所（鶴見区内 19 か所） 

放送内容：♪ピンポンパンポン（上り４音チャイム） 

       「これは、Ｊアラートのテストです。」（３回繰り返し） 

  ♪ピンポンパンポン（下り４音チャイム） 

◎問合わせ先 総務局 情報技術課 TEL 671-4141 

 

５ 「鶴見民児協だより」第７号について【班回覧】 

標記について班回覧依頼がありました。（詳細は、送付資料参照） 

◎問合わせ先 鶴見区民生委員児童委員協議会 

（鶴見区 福祉保健課 運営企画係） TEL 510-1791 

 

６ 「横浜型地域包括ケアシステムの構築に向けた鶴見区行動指針」の策定について 

鶴見区の特色を踏まえた、「横浜型地域包括ケアシステムの構築に向けた鶴見区行動指針」

が策定されましたので、説明がありました。（詳細は、送付資料参照） 
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◎問合わせ先 鶴見区役所 高齢・障害支援課 TEL 510-1775 

 

７ 鶴見区の地域支援体制について 

鶴見区では平成 24 年度から、地区担当責任職をトップとした「地区別支援チーム」が編

成され、地区連合町内会単位での地域支援が進められています。 
このたび、平成 30 年度の職員定期人事異動に伴い、各地区別支援チーム及び地域防災拠

点担当者に変更があり、平成 30 年度の地区別支援チーム名簿が示されました。 
◎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 

  

８ ワッくん生誕 30周年記念事業について 

「鶴見区のマスコットワッくん」の生誕 30 周年を記念し、「ワッくん生誕 30 周年ロゴマ

ーク」や「着ぐるみの新調」、「グッズの販売」等の取組の紹介がありました。（詳細は、送付

資料参照） 

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

 

 ９ 消費者被害等の注意喚起チラシ「月次相談リポート」の配布について 

時節ごとに変化する消費者被害やトラブルの事例をわかりやすくコンパクトに伝えるチ

ラシ「月次相談リポート」について、紹介がありました。平成 29 年度に引き続き、今年度

についても毎月送付されますので地域の消費者被害対策にご活用ください。 
◎問合わせ先 経済局 消費経済課 TEL 671-2568 

 

 10 自治会町内会加入促進リーフレットの更新について 

自治会町内会加入促進リーフレット「自治会町内会のハジメカタ」を作成した旨の報告が

ありました。日頃生活している中で“知らないうちに”関わりのある自治会町内会活動に注

目し、活動を知っていただく内容としています。各自治会町内会の加入促進活動の際にご活

用ください。区役所地域振興課でお渡し可能です。（詳細は、送付資料参照） 
◎問合わせ先 鶴見区役所 地域振興課 TEL 510-1687 

 

☆次の書類等を４月 21 日以降にお届けします。 

 

 【資料】 

(1) 防災・減災推進研修のご案内 

(2) 平成 31年度の自治会町内会館整備について 

(3) 自治会町内会のための講習会の開催について 

(4) 自治会町内会活動のための情報交流誌「ハマの元気印 自治会町内会」冊子 

(5) 700MHz対策工事について 

(6) 「鶴見クリーンキャンペーン 2018」趣意書・申込書 

(7) 平成 30年度 九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間について 

(8) 三ツ池公園（文化・環境）フェスティバル開会式への御出席及び御来場について 

(9) 「横浜型地域包括ケアシステムの構築に向けた鶴見区行動指針」について 

(10) ワッくん生誕 30周年記念事業について 

(11) 自治会町内会加入促進リーフレットの更新について 

(12) 区連会配送資料（班回覧、掲示板等）について 

(13) 地域活動推進費様式の再送付について 

(14) 2/27 鶴見区自治会町内会長感謝会写真（出席者のみ） 
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【班回覧依頼】 

(1) 「鶴見民児協だより」第７号 

(2) 『「キャッシュカードを預かります」はサギ』チラシ 

 

【掲示板】 

(1) 「鶴見コンシェルジュ養成講座」ポスター 

 

 ★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 

 


