鶴見区自治連合会 10 月定例会結果報告
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。
日
会

時

令和２年 10 月 19 日（月）
午後１時 30 分
場 鶴見区役所８号会議室

Ⅰ.横浜市町内会連合会 10 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
※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/

（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 10 月定例会結果報告
１ 年末年始のごみと資源物の収集日程について【11 月掲示板】
年末年始のごみと資源物の収集について、周知のお願いがありました。11 月の定例会終了
後に、自治会町内会あて掲示板用の資料をお送りします。
(1) 12 月 31 日（木）から１月３日（日）まで、収集はお休みになります。
(2) 燃やすごみ・資源物について、年末は 12 月 30 日（水）まで、年始は１月４日（月）から、通常
の曜日どおり収集します。
◎問合わせ先 資源循環局 業務課 TEL 671-3815
２

横浜みどりアップ計画[2019-2023] 2019 年度実績 概要版リーフレット作成のご報告に
ついて
「緑豊かなまち横浜」を次の世代に引き継いでいくために、「横浜みどり税」を財源の一部にして
「横浜みどりアップ計画」を推進しています。同計画の 2019 年度の主な事業実績をまとめたリーフレ
ットと横浜みどり税のチラシを自治会町内会に送付します。
◎問合わせ先 環境創造局 みどりアップ推進課 TEL 671-2712

３

横浜ＩＲ（統合型リゾート）について
ＩＲに関する最新情報の報告がありました。
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(1) ＩＲに関する基本方針修正案及び認定申請期間変更等の公表について
観光庁から、ＩＲ整備法における基本方針の修正案及び区域整備計画の認定申請期間の変
更等が公表されました。認定申請期間は令和３年 10 月１日から令和４年４月 28 日までです。
(2) ＩＲの実現に向けてＲＦＣの概要公表及び追加募集について
ＩＲ整備法に基づき策定する実施方針の参考とするため、横浜市とＩＲ区域の整備を実施する
意思を有する民間事業者に対してコンセプト提案募集（ＲＦＣ）を実施しましたので、提案概要の
公表がありました。なお、新型コロナウイルス感染症等への対策やＩＲ事業者のコンプライアンスの
確保等について、民間事業者から提案を受けるため、ＲＦＣを追加で実施します。
(3) 懸念事項対策シンポジウム
ギャンブル等依存症や治安などの懸念事項に関して、市民の皆様のご理解を深めるためのシ
ンポジウム（有識者による講演やパネルディスカッション等）を開催します。開催方法は、ウェブで
の配信を予定しています。
◎問合わせ先 都市整備局 ＩＲ推進課 TEL 671-4135
４

第８期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進計画（よこはま
地域包括ケア計画）素案に関する市民意見の募集について
第８期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進計画（よこはま地
域包括ケア計画）の策定にあたり、市民の方から広く御意見・御要望等を伺うため、素案を
もとに市民意見を募集します。
(1) 意見募集期間 令和２年 10 月 30 日（金）～12 月４日（金）
(2) 周知方法
ア ホームページ及び冊子の配布
計画素案をホームページで公表し、窓口（※）で冊子を配布します。
（※）市民情報センター、区役所、地域ケアプラザ、老人福祉センター、地区センター等
イ 関係団体等への説明
町内会連合会、民生委員・児童委員協議会等に対して説明を行い、意見を伺います。
ウ 広報よこはま（10 月号）への掲載
(4) 提出方法 郵便、FAX、電子メール等
(5) 今後のスケジュール
令和２年
10 月中旬
素案公表
10 月 30 日（金）～ 市民意見募集の実施
12 月４日（金）
12 月
令和２年第４回市会定例会 市民意見募集結果の中間報告
令和３年
２月～３月
令和３年第１回市会定例会 市民意見募集結果の最終報告、
計画原案の説明、介護保険条例改正
３月
計画策定
◎問合わせ先 健康福祉局 高齢健康福祉課 TEL 671-3412 FAX 550-3613

５

令和３年「成人の日」を祝うつどいについて
「成人の日」を祝うつどいについては、新型コロナウイルス感染防止対策を講じたうえで、
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令和３年１月 11 日（月・祝）に横浜アリーナ及びパシフィコ横浜ノースの２会場でそれぞれ４回ずつ、
計８回の式典を開催します。また、当日の式典の様子を横浜市ホームページにてライブ配信しま
す。
開場時間
開催時間
会場
対象区
横浜アリーナ
港北・都筑
第１回
9：30
10:30～10:45
パシフィコ横浜ノース
神奈川・保土ケ谷
横浜アリーナ
青葉・緑
第２回
11：30
12:30～12:45
パシフィコ横浜ノース
旭・西
横浜アリーナ
泉・港南・栄・瀬谷
第３回
13：30
14:30～14:45
パシフィコ横浜ノース
金沢・中
横浜アリーナ
鶴見・戸塚
第４回
15：30
16:30～16:45
パシフィコ横浜ノース
磯子・南
◎問合わせ先 教育委員会事務局 生涯学習文化財課 TEL 671-3282
６

横浜市自治会町内会新しい活動スタイル応援事業の参加申込について
「横浜市自治会町内会新しい活動スタイル応援事業」を実施する協働事業者が決定しました。
「新しい生活様式」の中にあっても地域の絆をつなぎ、自治会町内会活動を継続していくため、ＩＣ
Ｔを活用した会議体験等の出張講座を行います。（詳細は、送付資料参照）
(1) 申込方法
地区連合町内会ごとに希望事業者を第３希望まで選び、申込書に記載の上、鶴見区役所地
域振興課地域振興係に提出してください。
(2) 提出方法
ＦＡＸ、電子メール、直接持参
(3) 締切
第１次：令和２年 11 月 10 日（火）
第２次：令和２年 12 月 10 日（木）
◎問合わせ先 市民局 地域活動推進課 TEL 671-2317

Ⅱ 鶴見区自治連合会関係議題
１ 令和３年鶴見区新年賀詞交換会の開催について
標記の開催について、以下のとおりお知らせがありました。今年度は新型コロナウィルス感染症
対策の観点から、開催方法を大幅に見直し、規模の縮小を予定しています。各団体１名様までの
御参加でお願いします。（詳細は、送付資料参照）
(1) 日時：令和３年１月７日(木) 11：00～12：00
(2) 会場：鶴見区民文化センターサルビアホール（鶴見区鶴見中央１－31－２）
(3) 参加対象：自治会・町内会、各種団体等
(4) 会費：2,000 円／人
(5) 申込締切：令和２年 11 月 20 日(金)
(6) 備考：着席式典形式にて開催予定 ※例年のような飲食はなし
◎問合わせ先 鶴見区新年賀詞交換会実行委員会事務局 (鶴見区役所 総務課) TEL 510-1658

２

「千客万来つるみ

地域応援！秋のプチ旅キャンペーン」の開催について
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令和２年 11 月１日（日）から 11 月 30 日（月）まで開催する標記キャンペーンについて情報提供
がありました。
◎問合わせ先 鶴見区役所 区政推進課 企画調整係 TEL 510-1677
３

鶴見ウチナー祭オンライン開催について
第５回鶴見ウチナー祭は令和２年 11 月８日（日）12 時～18 時（予定）に鶴見ウチナー祭公式
YouTube で生配信する旨、情報提供がありました。
◎問合わせ先 鶴見区役所 区政推進課 企画調整係 TEL 510-1677

４

令和２年秋の火災予防運動実施について【掲示板】
「秋の火災予防運動」（令和２年 11 月９日（月）～11 月 15 日（日））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）
◎問合わせ先 鶴見消防署 総務・予防課 予防係 TEL 503-0119

５

総持学園荒立グラウンドでのヘリコプター離着陸訓練の実施について
令和２年 11 月 25 日（水）14 時から総持学園荒立グラウンドにおいて消防局ヘリコプターを使用
した離着陸誘導訓練及び展示説明の実施についてお知らせがありました。
◎問合わせ先 鶴見消防署 警防課 TEL 503-0119

６

資料提供
鶴見区内火災救急発生状況他
………………
鶴見警察署管内犯罪・交通事故発生状況 ………………

鶴見消防署
鶴見警察署

TEL 503-0119
TEL 504-0110

Ⅲ

鶴見区自治連合会単独議題
１ 確定申告に係る広報用ポスターの掲示のお願い【掲示板】
標記について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 鶴見税務署 個人課部門 TEL 521-7141
２

令和２年度在宅要介護者訪問歯科健診事業の実施について【掲示板】
標記について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 つるみ区歯科医療連携相談室 TEL 070-4039-2626

３

鶴見区明るい選挙推進協議会推進員及び地区代表の推薦について
投票率の向上と不正のないきれいな選挙の実現のため、啓発活動を実施している鶴見区明るい
選挙推進協議会の現推進員が令和３年３月 31 日に任期満了することに伴い、次期推進員の推薦
依頼がありました。期限は令和２年 12 月 17 日（木）です。お送りする回答書を同封の返信用封筒を
用いて御返送ください。（詳細は送付資料参照）
(1) 推薦人数
ア 鶴見区明るい選挙推進協議会推進員
各自治会・町内会の中から２名
イ 鶴見区明るい選挙推進協議会推進員地区代表（連絡・調整役）
各地区連合会の明るい選挙推進員の中から１名
※ ア「鶴見区明るい選挙推進協議会推進員」選出後に、令和３年１月上旬までに各地区連
合会へ推進員の一覧を送付しますので、その中から御推薦をお願いします。
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(2) 任期：令和３年４月１日から令和５年３月 31 日まで
◎問合わせ先 鶴見区役所 総務課 統計選挙係 TEL 510-1660
４

令和２年度全市統一行動キャンペーン活動について
内閣府が定める 11 月の「子供・若者育成支援強調月間」に際して、青少年指導員の啓発ポスタ
ー（Ａ４版）を送付します。
◎問合わせ先 鶴見区青少年指導員協議会事務局 TEL 510-1695

５

第 17 回鶴見川クリーンキャンペーン実施報告（御礼）
10 月 15 日（木）に実施された「鶴見川クリーンキャンペーン」について、参加団体へのお礼と
結果報告がありました。
(1) 参加者数：92 名（自治会町内会:65 名、企業等：20 名、実行委員会：４名、区役所：３名）
(2) 回収総量：160kg
◎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

６

令和２年度 鶴見区交通安全功労者（個人・団体）の推薦について
日頃から交通事故防止に力を尽くされている方に対し、「交通安全功労者（個人・団体）」
として感謝状を進呈します。各地区連合会で功労者（個人・団体）候補者の推薦をお願いし
ます。
(1) 提出期限
令和２年 12 月 11 日（金）
(2) 表彰式
「鶴見区交通安全対策協議会総会」（令和３年３月５日（金）開催予定）の場で表彰式を行い
ます。
◎問合わせ先 鶴見区役所 地域振興課 TEL 510-1687

７

「初めてのスマートフォン体験講座」の実施について
標記講座の実施についてお知らせがありました。申込期間は令和２年 11 月 16 日（月）から
11 月 27 日（金）までです。同封の参加申込書に記載の上、つるみ区民活動センター（鶴見区役所
２階）にお申込みください。（詳細は、送付資料参照）
(1) 日時：令和２年 12 月９日（水）
ア 午前の部（午前 10 時～正午）：アンドロイド使用
イ 午後の部（午後２時から午後４時）：アイフォン使用
(2) 場所：つるみ区民活動センター
(3) 対象：スマートフォンを持っていない方、買ったばかりの方
(4) 定員：各回 20 名 ※定員超過の場合は抽選とします。
(5) 申込方法：窓口持参、電話
◎問合わせ先 つるみ区民活動センター TEL 510-1694
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☆次の書類を 21 日以降にお届けします。
【資料等】
(1) 横浜みどりアップ計画[2019-2023] 2019 年度実績 概要版リーフレット作成のご報告について
(2) 第８期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進計画（よこはま地
域包括ケア計画）素案に関する市民意見の募集について
(3) 令和３年「成人の日」を祝うつどいについて
(4) 令和３年鶴見区新年賀詞交換会の開催について
(5) 鶴見区明るい選挙推進協議会推進員及び地区代表の推薦について
(6) 令和２年度全市統一行動キャンペーン活動について
(7) 「初めてのスマートフォン体験講座」の実施について
(8) 令和２年度 鶴見区自治連合会会費納入について
【掲示依頼】
(1) 「令和２年 秋の火災予防運動」ポスター
(2) 確定申告に係る広報用チラシ
(3) 「訪問歯科健診」のチラシ
★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。
鶴見区役所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。
ＱＲコード
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。
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