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鶴見区自治連合会９月定例会結果報告 

    

日 時 平成 30年９月 19日（水）    

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（一部議題のみ） 
 

 

 

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９月定例会結果報告 

 １ 防災計画修正に伴う市民意見募集について 

横浜市では、横浜市防災計画「風水害等対策編」について、必要な修正を進めています。 

そこで、計画の修正にあたり、幅広く市民の意見を集めるため、市民意見募集の実施について

お知らせがありました。（詳細は、送付資料参照） 

(1) 意見募集期間 

平成 30 年 10 月 1 日（月）～１１月 2 日（金） 

(2) 資料の配布・閲覧場所 

パンフレットは区役所、市民情報センター等で配布し、本市ホームページでも公開します。 

広報よこはま 10 月号でお知らせするほか、記者発表も行う予定です。 

(3) 意見提出方法 

パンフレットに印刷したはがきの郵送、Ｅメール又は FAX 

◎問合わせ先 総務局 危機管理室 危機対処計画課 TEL 671-4359 

 

２ 「横浜市立小・中学校の通学区域制度及び学校規模に関する基本方針 改定素案」の公表

及び市民意見募集について 

平成 22 年に策定した「横浜市立小・中学校の通学区域制度及び学校規模に関する基本方

針」の見直しについて、「横浜市学校規模適正化等検討委員会」において検討を行い、改訂素

案を策定した旨の報告がありました。そこで、改訂にあたり、幅広く市民の意見を集めるため、市

民意見募集の実施についてお知らせがありました。（詳細は、送付資料参照） 

(1)意見募集期間  

平成 30 年９月 28 日（金）～10 月 29 日（月） 

(2)資料の配布・閲覧場所 

 市役所市民情報センター、区役所（広報相談係）、横浜市教育委員会事務局ホームページ  

※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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(3)意見提出方法  

郵送、FAX、電子メール（ky-keikaku@city.yokohama.jp）、インターネット 

◎問合わせ先 教育委員会事務局 学校計画課 TEL 671-3252 

 

３ ブロック塀等改善事業に関する周知について【班回覧】 

平成 30 年６月の大阪府北部における地震でのブロック塀倒壊による痛ましい事故を受け、市内

全域で個人が所有するコンクリートブロック塀等の改善工事を対象とした補助制度を創設する旨の

報告がありました。（詳細は、送付資料参照） 

◎問合わせ先 建築局 建築防災課 TEL 671-2930 

 

４ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック横浜市・都市ボランティアの募集について【掲示板】  

安全で円滑な大会運営を支援し、横浜を訪れる国内外の方をおもてなしの心でお迎えするた

め、横浜市・都市ボランティアを募集する旨の報告がありました。また、募集を広く周知するため掲

示板へのチラシ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 市民局 オリンピック・パラリンピック推進課 TEL 671-4588 

 

５ 「キヤノンブレディスローカップ 2018」（ラグビー）の開催について【掲示板】 

ラグビーワールドカップ 2019の機運醸成に向け、平成 30年 10月 27日に日産スタジアムで開催

されるニュージーランド対オーストラリア代表戦の周知について協力依頼がありました。（詳細は、送

付資料参照） 

(1) 日時：平成 30 年 10 月 27 日（土） 15：00 キックオフ 

(2) 会場：日産スタジアム 

(3) 料金：送付資料参照 

◎問合わせ先 市民局 ラグビーワールドカップ 2019 推進課 TEL 671-4566 

 

６ 平成 30年度自治会町内会長永年在職者表彰式について 

本年度の自治会町内会長永年在職者表彰について、前年度同様、長期在職者の方を対象とし

た市長主催による表彰式が開催されます。また別途後日、各区で区長主催による区長感謝会が開

催されます。なお、詳細については決定次第、順次、報告があります。 

  ○市長主催の自治会町内会長永年在職者表彰式について 

（１） 表彰対象の皆様 

在職 10 年以上(5 年ごと)の皆様をお招きし、市長から表彰をさせて頂きます。また、 

来賓として各区連会長の皆様にもご参加いただきたく、よろしくお願いいたします。 

（２） 会場 

       市長公舎（西区老松町）を予定。 

（３） 実施時期 

       ２月中旬の２日間を予定。 

      ※１日あたり９区の受賞者をお招きし、表彰を行います。 

○区長主催の感謝会について 

   各区長主催の感謝会を、上記「市長主催の自治会町内会長永年在職者表彰式」の後日に、

開催いたします。区長から、市長表彰者の皆様をご紹介するとともに、５年在職の皆様を表彰さ

せて頂きます。 

自治会・町内会長の皆様にも例年どおり御招待があります。 

 

◎問合わせ先 市民局 地域活動推進課 TEL 671-2318 
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鶴見区役所 地域振興課 TEL 510-1687 

 

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実施結果について 

開催の結果報告及び、各自治会町内会等の協力に対する御礼がありました。 

(1)開催日：平成 30 年８月 18 日(土) 

(2)内 容：「模擬店」、「ダンス＆コンサート」、「鶴見川花火大会」等 

(3)来場者数：延べ 60，000 人程度 

◎問合わせ先 鶴見区役所 地域振興課 TEL 510-1687 

 

 ２ つるみ臨海フェスティバルの開催について【掲示板】 

各地区連合町内会長への開会式の出席依頼と各自治会町内会へポスターの掲示依頼がありま

した。（詳細は、送付資料参照） 

(1)開催日時：平成 30 年 10 月 20 日（土）９時 30 分～15 時 30 分 

開会式：９時 30 分～９時 45 分【小雨決行】 （集合：９時 20 分 場所：本部） 

（荒天等による中止の場合、10 月 21 日（日）に順延） 

※各地区連合町内会長は９月 26 日（水）までに開会式の出欠の御回答をお願いします。 

(2)場所：入船公園（鶴見弁天町３－１） 

   (3)催しの内容（予定） 

     ○地元自治連合会をはじめとした模擬店ゾーンへの飲食ブース等出店 

     ○スポーツ・遊び体験コーナー 

     ○地域の小中学生・団体によるステージイベント ほか 

◎問合わせ先 つるみ臨海フェスティバル実行委員会（鶴見区地域振興課内） TEL 510-1692 

 

３ 訪問歯科検診の実施について【班回覧】 

横浜市の平成 30 年度在宅要介護者訪問歯科健診事業による訪問歯科健診を実施する旨の説

明がありました。また、周知のため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 つるみ区歯科医療連携相談室（鶴見歯科医師会） TEL 070-4039-2626 

 

４ 第 14 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、秋の「クリーンキャン 

ペーン」の開催について協力の依頼がありました。 

(1) 日 時：平成 30 年 10 月 10 日（水）10：00～（１時間～１時間半） 

         ※小雨決行。荒天時は翌 11 日順延。 

            開催可否は、当日午前８：００以降にコールセンター（664-2525）にお問い合

わせください。 

(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： 草木の集草と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 
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◎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 

 

５ 紫雲祭（鶴見大学大学祭）の開催について【掲示板】 

  標記の開催について、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 10 月 20 日（土）、21 日（日） 

(2)場所：鶴見大学 

(3)内容：模擬店、女優トークショー、フリーマーケット等 

◎問合わせ先 鶴見大学紫雲祭実行委員会 TEL 580-8208 

 

６ 「第７回つるみ夢ひろば in 總持寺」について【掲示板】 

標記の開催について、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 11 月３日（祝）10 時～15 時（雨天決行、荒天中止） 

(2)場所：大本山總持寺 

(3)内容：東日本復興支援物産展、門前バザール、文化ゾーン、ステージパフォーマンスなど 

(4)主催：つるみ夢ひろば in 總持寺実行委員会 

◎問合わせ先 鶴見区文化協会 TEL 582-0881 

大本山總持寺   TEL 581-6295 

 

７ 鶴見区民１万人防犯パトロール出発式の開催について 

振り込め詐欺撲滅に向けた防犯意識の高揚および啓発を目的とした標記の開催について参加

依頼がありました。（詳細は、送付資料参照） 

(1)日時：平成 30 年 10 月 9 日（火） 14:00～ 

(2)場所：鶴見公会堂 

(3)内容：第１部 式典 

     第２部 アトラクション（防犯講話、防犯漫才） 

◎問合わせ先 鶴見警察署 生活安全課 TEL 504-0110（代表） 

 

８ 認知症サポーターフォローアップ講演会「若年性認知症の母と生きる」の開催について【掲示板】 

標記の開催について、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 11 月 1 日（木） 14:00～15：30 

(2)場所：鶴見区民文化センターサルビアホール ４Ｆホール 

(3)内容：演題 「若年性認知症の母と生きる」  

 講師 フリーアナウンサー 岩佐 まり 氏 

(4)対象：区内在住の方 

(5)定員：先着 200 名（申込不要、直接会場にお越しください。入場無料） 

◎問合わせ先 鶴見区役所 高齢・障害支援課 TEL 510-1775 

 

９ 区民まつり等のイベントにおけるフードドライブの実施について 

まだ食べられるのに捨てられる食品（食品ロス）を減らすため、区民まつり等のイベントの際、ご 

家庭で余っている食品を集める「フードドライブ」を実施する旨の説明がありました。なお、集まった

食品については、区社協及びフードバンク団体を通じて、食べ物を必要としている方へ届けられま

す。直近の開催は以下のとおりです。 

(1)開催行事：つるみ臨海フェスティバル 

※日時等は関係議題２「つるみ臨海フェスティバルの開催について」参照 
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(2)回収場所：３Ｒ夢 E

ス リ ム

Aブーステント内 

(3)回収できるもの：缶詰のみ（未開封のものかつ賞味期限が２か月以上あるもの） 

◎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 

          鶴見区社会福祉協議会 TEL504-5619 

 

10 鶴見駅中距離電車停車等推進期成会の活動について【班回覧】 

  平成 26 年に神奈川東部方面線「相鉄・ＪＲ直通線」の鶴見駅停車早期実現を目的とする「期成

会」が設立され、その活動の周知のため、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 鶴見駅中距離電車停車等推進期成会事務局（鶴見区役所区政推進課内） TEL 510-1677 

 

11 「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」が生誕して 30 周年という節目の年を記念して、次の取組を実施します。  

(1)「ゆるキャラ®グランプリ 2018」への出場 

(2)「ワッくん」が区役所でお出迎え 

  区役所１階区民ホールにワッくんが登場します。 

  ９月 20日（木）10:00～、13:30～ 

  10月 18日（木）10:00～、13:30～ 

  11月９日（金）10:00～、15:00～ 

(3)「ワッくんサンバイザー」の配布（以下は配布予定の主なイベント） 

  10月 20日（土）つるみ臨海フェスティバル 

  11月 10日（土）、11日（日）鶴見ウチナー祭 

(4)東西自由通路を「ワッくん」がジャック！ 

９月 18日（火）から 10月 17日（水）まで、ＪＲ鶴見駅東西自由通路の展示スペース

にたくさんのワッくんが登場します。 

(5)その他 

 ・「ワッくんの日記（活動記録）」開設（鶴見区ホームページ内） 

 ・着ぐるみの新調 等 

◎問合わせ先 鶴見区役所 区政推進課 TEL 510-1680 

 

12 平成 30年度 違法駐車及び放置自転車・バイククリーンキャンペーンについて 

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 10 月１日(月)から 10 月 31 日（水）までの 1 か月間 

(2)スローガン 

「ちょっとだけ 甘えが招く 迷惑駐車」 「困ります！ 自転車置きざり 知らんぷり」 

◎問合わせ先 鶴見区役所 地域振興課 TEL 510-1688 

 

13 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９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 22回ほうじん劇場」の開催について【班回覧】 

標記について、チラシの班回覧の依頼がありました。（詳細は、送付資料参照） 

日 時：平成 30 年 11 月 16 日（金）  開演 17：50 

会 場：サルビアホール 
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料 金：1,000 円（全席自由席） 

◎問合わせ先 公益社団法人 鶴見法人会事務局 TEL 521-2531 

 

２ 鶴見区在宅医療連携拠点事業 公開勉強会の開催について【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 11月 17日（土）13:30 ～ 16:30 

    (2)テーマ：「まちがえちゃったけど、まあいいか」と言える社会に 

    (3)講 師：小国 士朗 氏（「注文をまちがえる料理店」発起人） 

(4)会 場：鶴見公会堂 ホール 

    (5)参加費：無料 

◎問合わせ先 鶴見区医師会 在宅部門 TEL 503-1289 

 

３ 子育てサポートシステム 提供会員の募集について【班回覧】 

鶴見区地域子育て支援拠点「わっくんひろば」で実施している「子育てサポートシステム」の子ど

もを預かる会員の募集案内がありました。また、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 横浜子育てサポートシステム鶴見区支部事務局 TEL 582-7610 

 

４ 無料調停相談会の開催について【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 10 月 12 日（金） 10：00～16：00 

(2)会  場：横浜市開港記念会館  

◎問合わせ先 日本調停協会連合会 横浜地方裁判所 庶務第二係 TEL 345-4104 

 

５ 「つるみ更生保護だより第 45号」について【班回覧】 

「つるみ更生保護だより第 45号」の発行に伴い、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 鶴見保護司会（事務局：鶴見区社会福祉協議会） TEL 504-5619 

 

６ 資源循環局鶴見工場見学会の開催について 

標記開催について説明がありました。 

   【自治会町内会長向け】 

(1)日 時：平成 30年 11月 29日（木）13：00～17：00 

   (2)見学内容：鶴見工場、南本牧第５ブロック廃棄物最終処分場 

   (3)申 込：各地区連合会（２名）にて取りまとめのうえ、11月 18日（日）までに専用は

がきで返信をお願いします。 

   【環境事業推進員向け】 

地区連合区域ごとに開催します。参加者のとりまとめは、各環境事業推進員地区代表者

の方がとりまとめを行います。 

◎問合わせ先 資源循環局 鶴見工場 TEL 521-2191 

 

７ 平成 30年度つるみ読書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)日 時：平成 30年 11月 10日（土）14：00 ～ 15:30（開場 13：30） 

   (2)会 場：鶴見大学会館メインホール 

   (3)内 容：演題「そっと耳をすませば」 
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        講師 三宮 麻由子 氏（エッセイスト） 

   ※申込み方法等は、配送資料を参照 

◎問合わせ先 鶴見区役所 地域振興課 TEL 510-1692 

 

８ 「鶴見秋の千客万来フェア」の開催について【掲示板】 

鶴見区では、区内観光資源のＰＲやイベントを通じて、誘客や地域経済の活性化につなげる

「千客万来つるみ」プロモーション事業を行っています。この事業の一環として、11 月に区内で行

われる３つのイベントをＰＲするためにポスターを作成した旨の報告がありました。イベントを広く周

知するために掲示板へのポスター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 区政推進課 TEL 510-1677 

 

９ 「第三回 鶴見ウチナー祭」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 11 月 10 日（土）・11 日（日） 10：00 ～ 18:00 （11 日は 17:00 まで） 

     (2)会場：入船公園 自由広場 

     (3)内容：三線演奏やエイサーなどのステージパフォーマンス、飲食ブース等 

◎問合わせ先 鶴見ウチナー祭実行委員会 TEL 582-8186 

       鶴見区役所 区政推進課 TEL 510-1677 

 

10 「平成 30 度 鶴見区民会議」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)開催日時：平成 30 年 11 月 16 日（金） 18：00～20：40 

(2)場 所：鶴見公会堂 

   (3)テ ー マ：「区制 100 周年に向けて若者の声をこれからの鶴見へ～第一歩をここから～」 

    なお、参加について、各自治会町内会３名の推薦依頼があります。 

締切 平成 30 年 10 月 12 日（金） （お送りするはがきにてお申込み） 

◎問合わせ先 鶴見区民会議運営委員会事務局 TEL 510-1680 

（鶴見区役所区政推進課広報相談係内） 

 

11 防犯パトロール用物品の配付のお知らせについて 

鶴見区自治連合会５月定例会にて案内しました「防犯パトロール用物品」について、配付の準備

ができましたので、申込みいただいた自治会・町内会は、受け取りをお願いします。（詳細は、送付

資料参照） 

     (1)受取場所：地域振興課(区役所５階２番窓口) 

     (2)受取期限：平成 30 年 10 月 19 日(金)まで  

◎問合わせ先 鶴見区役所 地域振興課 TEL 510-1687 

 

Ⅳ 鶴見区自治連合会理事会 

１ 鶴見区自治会町内会長名簿の取扱いについて 

標記名簿が 30年度版に更新されたことに伴い、自治会町内会長の住所・連絡先の取り扱

いについて、行政機関、公共機関（区社会福祉協議会、防犯協会、市外郭団体等）、市会議

員等（国会、県会、市会の各議員）、公共工事業者（電気・ガス・水道等）、自治会町内会

への加入促進を目的とした不動産業者等、加入希望者に提供することについて、改めて確

認し、了承されました。（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 
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☆次の書類等を 21日以降にお届けします。 

 

【資料等】 

(1) 横浜市防災計画の修正に伴う市民意見募集の実施について 

(2)「横浜市立小・中学校の通学区域制度及び学校規模に関する基本方針 改定素案」市民意見募集について 

(3) 鶴見区民１万人防犯パトロールについて 

(4) 平成 30 年度 違法駐車及び放置自転車・バイククリーンキャンペーンについて 

(5) 平成 30 年度 鶴見区民会議の開催について（送付文、チラシ、はがき） 

(6) 「防犯パトロール用物品」の配付のお知らせについて（※申込み自治会町内会のみ） 

(7) 鶴見区自治会町内会長名簿の取扱いについて 

 

【班回覧依頼】 

(1) 「ブロック塀等改善事業」について 

(2) 「訪問歯科検診」チラシ 

(3) 「鶴見駅中距離電車停車等推進期成会」チラシ 

(4) 「第 22 回 ほうじん劇場」チラシ 

(5) 「つるみ更生保護だより第 45 号」 

 

【掲示依頼】 

(1)「東京 2020 オリンピック・パラリンピック横浜市・都市ボランティアの募集について」ポスター 

(2)「キヤノンブレディスローカップ 2018」ポスター 

(3)「つるみ臨海フェスティバル」ポスター 

(4)鶴見大学大学祭「紫雲祭」ポスター 

(5)「つるみ夢ひろば in總持寺」ポスター 

(6)「若年性認知症の母と生きる」ポスター 

(7)「鶴見区在宅医療連携拠点事業 公開勉強会」ポスター 

(8)「子育てサポートシステム 提供会員の募集」ポスター 

(9)「無料調停相談会」ポスター 

(10)「つるみ読書講演会」ポスター 

(11) 「鶴見秋の千客万来フェア」ポスター 

(12)「第三回 鶴見ウチナー祭」ポスター 

(13)「平成 30年度 鶴見区民会議」チラシ 

 

★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

	横浜市では、横浜市防災計画「風水害等対策編」について、必要な修正を進めています。
	そこで、計画の修正にあたり、幅広く市民の意見を集めるため、市民意見募集の実施についてお知らせがありました。（詳細は、送付資料参照）
	◎問合わせ先　総務局 危機管理室 危機対処計画課　TEL 671-4359

