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鶴見区自治連合会７月定例会結果報告 

    

日 時 平成 30年７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 
 

 

 

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７月定例会結果報告 

 １ ブロック塀等の安全点検について【班回覧】 

平成 30年６月 18日に発生した大阪北部を震源とする地震による塀の倒壊被害を受け、学

校の塀に限らず、広く一般の建築物を対象に既存の塀について注意喚起するよう市を通じて

国土交通省より要請がありました。つきましては、国土交通省により作成されたチェックポ

イントを広く周知するため、資料の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 建築局 情報相談課 TEL 671-2953 

 

２ 「第３期横浜市教育振興基本計画」素案のパブリックコメントの実施について  

平成 30 年２月に策定した「横浜教育ビジョン 2030」の具現化に向けたアクションプラン

として、今後５年間で進める施策や取組を「第３期横浜市教育振興基本計画」に定めること

に伴い、以下のとおり素案に対するパブリックコメントを実施する旨の報告がありました。

（詳細は、送付資料参照） 

(1)意見募集期間  

平成 30 年９月 14 日（金）～10 月 15 日（月） 

(2)配布場所 

 区役所（広報相談係）、市役所市民情報センター、図書館など 

 ※ホームページでも掲載されます。 

(3)意見提出方法  

電子メール、郵送、FAX 

      ◎問合わせ先 教育委員会事務局 教育政策推進課 TEL 671-3243 

 

 

３ 横浜市保健活動推進員 70 周年記念誌について 

 横浜市保健活動推進員が 70 周年を迎えることを記念し、「横浜市保健活動推進員 70 周年記

※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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念誌」を作成した旨の報告がありました。各地区連合町内会長に一部ずつ配布します。 

◎問合わせ先 鶴見区役所 福祉保健課 TEL510-1832 

 

 ４ Dance Dance Dance＠YOKOHAMA 2018 の開催について【掲示板】 

３年に１度のオールジャンルのダンスフェスティバル「Dance Dance Dance＠YOKOHAMA 2018」

が８月４日から９月30日まで開催されます。それに伴い、イベントを広く周知するため、ポスターの掲

示板への掲示依頼がありました。（詳細は、送付資料参照） 

 ◎問合わせ先 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 鶴見区老人クラブ連合会 広報兼会報「悠悠」の配布について 

老人クラブでは元気な高齢者づくりに取り組んでいますが、その内容や各種行事などを会員以

外にも広く知ってもらい理解を深めてもらうため、広報兼会報「悠悠」の配布依頼がありました。（詳

細は、送付資料参照） 

◎問合わせ先 鶴見区老人クラブ連合会 事務局 TEL 505-5581 

 

２ 平成 30年度 理化学研究所横浜キャンパス、市大鶴見キャンパスの一般公開について 

標記について、説明がありました。（詳細は、送付資料参照） 

次のとおり実施されます。 

(1)日時 平成 30 年９月１日（土）10:00～16:30（入場 15：30 まで ・入場無料） 

(2)内容 体験イベント、施設公開・ツアー、講演会、セミナー、ポスター展示・ビデオ上映など 

◎問合わせ先 理化学研究所 横浜事業所 TEL 503-9111(代表) 

 

３ 平成 30年 鶴見区民生委員・児童委員及び主任児童委員の推薦について 

平成 30 年８～９月にかけ、欠員が生じている地区及び増員が必要な地区へ民生委員・児

童委員及び主任児童委員の推薦依頼をする旨の報告がありました。任期は次期一斉改選（平

成 31年 11月 30日）までとなります。 

  ○鶴見区欠員状況（平成 30年７月１日現在）・・・４町会（４人） 

◎問合わせ先 鶴見区役所 福祉保健課 運営企画係 TEL 510-1793 

 

４ 「東部方面斎場（仮称）整備通信 No.1」の発行について【班回覧（一部地域のみ）】 

東部方面斎場（仮称）の事業の進捗状況などをお知らせするため、標記について班回覧依頼が

ありました。班回覧の対象地区は生麦第一地区及び生麦第二地区となります。 

（詳細は、送付資料参照） 

◎問合わせ先 健康福祉局 環境施設課 TEL 671-2450 

 

５ 「災害時ペット対策」講習会の開催について【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)日 時 平成 30 年８月 26 日（日） 10：30～12：30 

(2)場 所 鶴見区役所６階８号会議室  ※ペットを連れての参加は不可 

(3)参加費 無料 

(4)内 容 ①鶴見区の防災について  講師：鶴見区役所 危機管理・地域防災担当職員 

②災害時のペット対策    講師：遠藤 エマ氏 

  ◎問合わせ先 鶴見区役所 生活衛生課 環境衛生係 TEL 510-1845 
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６ 平成 30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。（詳細は、送付資料参照） 

(1)実施期間   

平成 30 年 9 月 21 日(金)から９月 30 日（日）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」  

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

 

７ 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 7 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 婦人部研修会の開催について 

標記、研修会について各地区連合町内会長へ出席依頼がありました。 

（１）日時  平成 30 年 11 月８日（木） 

（２）行先  千葉県（国立歴史民俗博物館～水郷の町佐原） 

◎問合わせ先 鶴見区役所 地域振興課 TEL 510-1689 

 

２ 第 32 回鶴見川サマーフェスティバルの開催について【班回覧・掲示板】 

   標記について、チラシ・ポスターが完成しましたのでチラシの班回覧、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） 

○日時 平成 30 年８月 18 日（土） ９：45～19：45 ※荒天中止 

○場所 佃野公園周辺・鶴見川土手 

○内容 Ｅボート等体験、鶴見川クルーズ、模擬店、ＰＲブース、鶴見川ダンス＆コンサート、 

花火大会等      

◎問合わせ先 鶴見川サマーフェスティバル実行委員会 TEL･FAX 521-8288 

鶴見区役所 地域振興課 地域振興課係 TEL 510-1687 

 

３ 平成 30年度 上半期広報配布謝金について 

平成 30 年度上半期（４月号～９月号配布分）の「広報よこはま」等の配布謝金を指定口座への 

振り込みが行われます（平成 30 年 10 月 31 日（水）まで（予定））。 

振り込みに当たり、配布部数の実績及び配付金額等を確認するため、同封される返信用ハガキ 

により８月 10 日（金・必着）までに報告するよう、依頼がありました。（詳細は、送付資料参照） 

※区連会配送ルートにて依頼文と返信用ハガキが配送されます。 

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

 

 

☆次の書類等を 21日(土)以降にお届けします。 

【資料等】 

(1)  「第３期横浜市教育振興基本計画」パブリックコメントの実施について 

(2)  鶴見区老人クラブ連合会 広報兼会報「悠悠」（５部） 

(3)  理化学研究所横浜キャンパス、市大鶴見キャンパス一般公開チラシ 

(4)  平成 30 年度 上半期の広報配布謝金について 

(5)  平成 30 年度 秋の全国交通安全運動チラシ 
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【班回覧依頼】 

(1) ブロック塀等の安全点検について 

(2) 「鶴見川サマーフェスティバル」チラシ（Ａ４サイズ） 

(3) 「東部方面斎場（仮称）整備通信」【生麦第一地区、生麦第二地区のみ】 

 

【掲示依頼】 

(1) 「Dance Dance Dance@YOKOHAMA2018」ポスター 

(2) 「鶴見川サマーフェスティバル」ポスター（Ａ３サイズ） 

(3) 「災害時のペット対策」講習会ポスター 

  

★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 

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

