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鶴見区自治連合会５月定例会結果報告 

    

日 時 平成 30年５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５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５月定例会結果報告 

１ 新たな中期計画「素案」の公表とパブリックコメントの実施について 

 ５月９日に「横浜市中期４か年計画 2018～2021」（素案）を公表した旨の報告がありました。また、

下記のとおり、パブリックコメントを実施する旨の説明がありました。（詳細は、送付資料参照） 

(1)意見募集期間  

平成 30 年６月 22 日（金）まで 

(2)素案の資料配布場所 

市民情報センター、区役所   ※ホームページでもご覧になれます。 

(3)意見提出方法  

郵送、FAX（663-4613）、電子メール（ss-chuki2018@city.yokohama.jp）   

◎問合わせ先 政策局 政策課 TEL 671-3206 

 

２ よこはま地域包括ケア計画（第７期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画）の策定について 

標記について説明がありました。この計画は、高齢者に関する保健福祉事業や介護保険制度の

円滑な実施に関する総合的な計画となっています。（詳細は、送付資料参照） 

◎問合わせ先 健康福祉局 高齢健康福祉課 TEL671-3412 

 

３ 平成 30年住宅・土地統計調査の実施及び調査員の募集について【班回覧】 

今年 10 月１日を調査期日として、統計法に基づく基幹統計調査である標記調査を総務省

所管により実施します。調査に伴い、従事いただく調査員を広く募集するために班回覧の依

頼がありました。（詳細は、送付資料参照） 

◎問合わせ先 鶴見区役所 総務課 統計選挙係 TEL 510-1660 

 

※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。 
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４ 第４期横浜市地域福祉保健計画（素案）の確定とパブリックコメントの実施について 

標記について素案が確定した旨の報告がありました。また、下記のとおり、パブリックコメント

を実施する旨の説明がありました。 

(1)意見募集期間  

平成 30 年５月 28 日（月）～６月 29 日（金）まで 

(2)素案の資料閲覧場所 

区役所広報相談係、健康福祉局福祉保健課、区社協、市社協、地域ケアプラザ、 

ホームページ 

(3)意見提出方法  

ハガキ、FAX（664-3622）、電子メール（kf-chifukukeikaku@city.yokohama.jp）  

◎問合わせ先 健康福祉局 福祉保健課 TEL 671-3567 

 

５ 「東京 2020大会」機運醸成等のための事業・活動の全国認証制度について 

     地域の取り組みから東京 2020 オリンピック・パラリンピックを盛り上げていくプログラムについて紹

介がありました。 

   ○東京 2020参画プログラム 

     【趣旨】地域の団体等が主体となって、地域の取組から東京 2020 大会を盛り上げていく。 

【対象】自治会・町内会の夏祭り、スポーツ大会、環境美化活動など 

     【メリット】「東京 2020 応援プログラム」という用語、応援マークの使用など 

    ○beyond2020プログラム 

     【趣旨】日本文化の魅力を発信するとともに、障害者や外国人にとってのバリアを取り除く。 

 【対象】自治会・町内会の夏祭り、文化祭、作品展などの文化芸術イベント 

     【メリット】beyond2020 ロゴマークの使用など 

◎問合わせ先 東京 2020 参画プログラムについて 

市民局 オリンピック・パラリンピック推進課 TEL 671-3690 

beyond2020 プログラムについて 

文化観光局 文化プログラム推進課 TEL 671-3404 

 

 

Ⅱ 鶴見区自治連合会関係議題 

１ 鶴見川サマーフェスティバルの協賛の依頼について 

標記について以下の説明と協賛・協力の依頼がありました。 

(1)開催日  平成 30 年８月 18 日（土）〔天候不順等の場合は中止（順延なし）〕 

(2)事業概要 

ア 鶴見川花火大会              …約 1,800 発の打上花火を予定 

イ 鶴見川ボート・クルーズ       …鶴見川クルージング、Ｅボート体験等 

ウ 鶴見川ダンス＆コンサート       …吹奏楽団等による演奏 

エ 模擬店・企画ＰＲブース       …佃野公園にて飲料・食品の販売、企画展示ＰＲ 

(3)実施体制 

  主催 鶴見川サマーフェスティバル実行委員会 

  共催 鶴見区役所、鶴見川流域水協議会 

(4)ご協賛について 

  ア 各自治会・町内会から１５，０００円のご協賛をお願いいたします。 

  イ ご協賛の納付について（７月末日までにご入金をお願いいたします。） 
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    できる限り振込でのご納入にご協力ください。 

   ○別添のゆうちょ銀行「振込取扱票」でのお振込み 
    （他行口座からのお振込み場合は、ゆうちょ銀行 〇二九店 当座 0136386 名義 鶴見川サマーフェスティバル実行委員会） 

   ○銀行での振込 

    ［振込口座］横浜信用金庫 鶴見支店 普通預金 ３１５２２８ 

    ［口座名義］鶴見川サマーフェスティバル実行委員会 

◎問合わせ先  

・鶴見川サマーフェスティバル実行委員会事務局 担当：中村 

鶴見区鶴見中央３－４－２５ ｷｬｽｱﾗｲｱﾝｽﾋﾞﾙ内 TEL・FAX 521-8288 

・鶴見区役所 地域振興課 地域振興係  TEL 510-1687 

 

２ 第 13 回鶴見川クリーンキャンペーンの開催について 

  鶴見川桜・緑化実行委員会が中心となり、自治会町内会・企業・各種団体・学校等と連携を図り

ながら、区民に親しまれている鶴見川の桜並木周辺の除草・清掃活動を行う、春の「クリーンキャン

ペーン」が以下の通り開催されます。 

(1) 日 時： 平成 30 年６月９日（土）10:00～（１時間から１時間半） 

(2) 実施場所： ①鶴見橋～芦穂橋間の左岸遊歩道（栄町公園側） 

②芦穂橋～潮鶴橋間の左岸遊歩道（栄町公園側） 

③市場中学校前遊歩道 

(3) 集合場所： ①、②栄町公園 ③市場下町公園（下流側） 

(4) 実施内容： 草木の集積および周辺地域のごみ拾い 

（草は当日までに刈り取ります） 

    (5) 参 加 者： 桜・緑化実行委員会、自治会町内会、小中学校、企業、各種団体、区役所、 

資源循環局鶴見事務所 

    (6) 配布物品： 軍手、ごみ袋、飲料 

◎問合わせ先 鶴見川桜・緑化実行委員会事務局      TEL 511-5073 

             鶴見区役所 地域振興課 資源化推進担当 TEL 510-1689 

 

３ 防衛大学校及び防衛医科大学校オープンキャンパスの開催について【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。（詳細は、送付資料参照） 

ポスター掲示期間 平成 30年６月１日（金）から７月 31日（火）まで 

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

 

４ 平成 30年度 鶴見区運営方針の策定について 

標記について説明がありました。 

Ⅰ基本目標 

『笑顔と元気の輪が広がるまち「つるみ」』 

・区民の皆様の視点に立ったおもてなしの行政サービスを提供するとともに、協働による地域の 

課題解決に取り組み、区民や事業者の皆様から“共感と信頼”を頂ける区政を実現します。 

Ⅱ目標に向けた施策 

(1)「安心」のまちづくり 

地域の減災や防災力の向上に寄与する自助・共助の取組を積極的に支援することなどにより、 

「災害に強いまちづくり」を進めます。また、ごみの減量化や脱温暖化など、「快適な環境づくり」 

を進めます。 

(2)「ぬくもり」のあるまちづくり 
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身近な地域での子育て支援や健康づくりなどの取組をより充実させ、誰もが健康で暮らしやす 

い「福祉のまちづくり」を進めます。また、市民サービスの最前線である区役所でより丁寧な窓口 

応対を心掛け、「おもてなしの気持ちあふれる区役所づくり」を進めます。 

(3)「活力」のあるまちづくり 

多くの外国人が暮らすまちとして、誰もが安心して暮らせる「多文化共生のまちづくり」を進めま 

す。また、「千客万来つるみ」など、「鶴見の魅力を活かしたまちづくり」を進め、その魅力を内外 

に発信することにより、より一層のまちの活性化を目指します。 

◎問合わせ先 鶴見区役所 区政推進課 TEL 510-1675 

 

５ 平成 30年度 鶴見区地域活動支援アドバイザー派遣の希望団体募集について 

地域の課題解決や魅力づくりに取り組む活動が継続・発展するよう、活動するうえでの困りごとへ

の助言等を行う専門のアドバイザーの派遣について、募集がありました。 

(1) 対象団体 ※次のいずれにも該当する団体です 

○地域課題の解決や地域の魅力づくりに取り組むために、主に鶴見区民（在住・在勤）により組

織され、区民が自由に参加できる活動を行っている団体（ボランティアグループ、市民活動団体、

自治会町内会等）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

○継続して活動している団体、または新たに団体を設立し、継続して活動する見込みがある団体 

(2) 派遣内容 

○１団体あたりの派遣回数は年度内に原則３回まで 

○アドバイザーは、まちづくりや団体運営、担い手づくり、防災、広報、その他ご相談内容に応じ

地域活動に詳しい専門家を派遣します 

(3) 派遣費用 

    鶴見区が負担します。 

(4) 申込み 

「鶴見区地域活動支援アドバイザー派遣申請書」に記入の上、お申込ください。 

「申請書」は鶴見区ホームページからダウンロードできます。 

◎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 

 

６ 熱中症予防講演会の開催について 

標記について、開催の案内がありました。 

(1)日時  平成 30 年６月 28 日（木） 午後１時 30 分から午後４時まで 

(2)会場  鶴見公会堂 

(3)内容  講演  ①講師：汐田総合病院 栄養科係長 管理栄養士 日隈 一恵 氏  

演題：猛暑を乗り切る食生活 

②講師：汐田総合病院 副看護部長 看護師 三上 朋子 氏  

演題：熱中症の注意信号 

③講師：汐田総合病院 神経内科 医師 佐野 正彦 氏  

演題：熱中症予防と基礎知識（仮） 

（４）申込み方法  別添の申込書をＦＡＸまたは電話にてお申し込みください。 

            申込み〆切 平成 30 年６月 22 日（金） 

◎問合わせ先 鶴見消防署 予防課  TEL 503-0119 

  

７ 平成 30年度 二輪車交通事故防止強化月間等について 

平成 30年度「二輪車交通事故防止強化月間」及び「暴走族追放強化月間」が次のとおり実施さ 
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れます。（詳細は、送付資料参照） 

(1)実施期間 平成 30 年６月１日(金)～６月３０日（土）までの１か月間 

(2)スローガン 「運転に ゆとり やさしさ 思いやり」 

「暴走は しない させない ゆるさない！」 

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

 

８ 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５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 第 68 回「社会を明るくする運動」講演会の開催及び「社会を明るくする運動」への御協力について【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） 

○講演会について 

(1)日時  平成 30 年７月１日（日） 13：30～16：00（13 時～受付開始） 

(2)場所  鶴見公会堂 

(3)内容  講演 木村 翔 氏（ボクシング現役世界チャンピオン） 

催事 潮田中学校 マーチングバンド部 

(4)参加依頼 各自治会町内会から３名のご参加をお願いします。 

◎問合わせ先 鶴見区更生保護協会（事務局：鶴見区社会福祉協議会）TEL 504-5619 

 

２ 国民健康保険特定健診の受診率向上の取り組みについて 

標記について説明がありました。５月下旬に横浜市国保加入者に対して、特定健診受診券が発

送されます。鶴見区は受診率が低く、健康づくりの上で大きな課題となっています。平成 30 年度か

らは、横浜市国保全加入者の特定健康診査が無料で受診できるようになりました。（詳細は、送付

資料参照） 

 ◎問合わせ先 鶴見区役所 保険年金課 保険係     TEL 510-1807 

鶴見区役所 福祉保健課 健康づくり係  TEL 510-1832 

 

３ 介護予防普及啓発講演会の開催について【掲示板】 

標記についてチラシ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） 

(1)演題 「なぜ老いる？ならば上手に老いるには」 

(2)日時 平成 30 年６月 25 日（月） 13：30～15：30 

(2)場所 鶴見公会堂 ホール 

(3)定員 先着 200 名 申し込み不要・入場無料 

 ◎問合わせ先 鶴見区役所 高齢・障害支援課 TEL 510-1775 

 

４ 食生活等改善推進員養成講座について 

７月から始まる、標記ボランティア養成講座について説明がありました。 

なお、紹介依頼が６月上旬ごろに自治会町内会長に郵送されますので、ご協力お願いします。 

（詳細は、６月上旬送付資料参照） 

     ◎問合わせ先 鶴見区役所 福祉保健課 健康づくり係 TEL 510-1827 

 



6 

５ 平成 29年度 鶴見区明るい選挙 啓発標語コンクール受賞作品について【掲示板】 

選挙に対する意識向上のため、「平成 29 年度鶴見区明るい選挙啓発標語コンクール」の受賞

作品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） 

◎問合わせ先 鶴見区役所 総務課 統計選挙係 TEL 510-1660 

 

６ 横浜市民防災センター体験バスツアーのご案内について【班回覧】 

横浜市民の自助・共助力の向上を目的とした標記イベントの説明がありました。また、イベントを

広く周知するためにチラシの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 鶴見区役所 総務課 防災担当 TEL 510-1656 

 

７ 鶴見区防犯活動への支援について 

   鶴見区では、地域防犯力向上のため以下の防犯活動支援が行われています。日頃の防犯パト

ロール等にご活用ください。（詳細は、送付資料参照） 

(1)防犯リーダー研修会の開催 

  平成 30 年６月 28 日（木） 17：45～19：00（予定） 

(2)防犯パトロール活動用物品の申込 

(3)鶴見区犯罪発生情報メールの配信 

(1)、(2)について、申込期限は６月 18 日（月）です。申込方法はお送りする申込書（資料１、２）に

記入し、ＦＡＸでお申し込み下さい。 

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

 

 

☆次の書類等を５月 22 日以降にお届けします。 

ご不在の場合は「ご不在連絡票」でのご対応をお願いいたします。 

  

【資料等】 

(1) よこはま地域包括ケア計画の策定について 

(2) 鶴見川サマーフェスティバルの協賛の依頼について 

(3) 熱中症予防講演会の御案内 

(4) 平成 30 年度 二輪車交通事故防止強化月間等について 

(5) 国民健康保険特定健診の受診率向上の取り組みについて 

(6) 鶴見区明るい選挙 啓発標語コンクール受賞作品について 

(7) 平成 30年度 鶴見区防犯活動への支援について 

 

【班回覧依頼】 

(1) 住宅・土地統計調査の実施及び調査員の募集について 

(2) 第 68 回「社会を明るくする運動」チラシほか 

(3) 横浜市民防災センター体験バスツアーのご案内について 

 

【掲示依頼】 

(1)「防衛大学校及び防衛医科大学校オープンキャンパス」開催ポスター 

(2)介護予防普及啓発講演会「なぜ老いる？ならば上手に老いるには」チラシ 

(3)鶴見区明るい選挙 啓発標語コンクール受賞作品ポスター 
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★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 

 

mailto:tsuru-bouhan-request@ml.city.yokohama.jp

