
新たな訓練メニューのご紹介（住宅用火災警報器の一斉点検） 

１ 概要 

自治会・町内会では、参加者を集め、初期消火訓練（初期消火器具・消火器取扱い等）

や救護訓練などの防災訓練を実施していただいているところです。 

この度、新たな訓練メニューとして、「住宅用火災警報器の一斉点検」をご紹介させて

いただきます。 

コロナ禍で集まって訓練をすることが難しい自治会・町内会や防災訓練を初めて実施し

ようと考えている自治会・町内会でも気軽に取り組める内容です。また、これまで実施

している訓練とあわせて行うことも可能です。 

住宅用火災警報器は、火災の発生を早期に知らせてくれる機器で、いざという時に正

常に作動するように点検することが重要です。ぜひ、訓練を企画する際の参考としてい

ただくようにお願いします。 

２ 訓練内容 

(1) 実施場所：各ご自宅

(2) 実施内容：自宅に取り付けられている住宅用火災警報器をご自身で点検

(3) 実施日時：各自治会・町内会で日時を決定して一斉に実施（３０分程度）

３  実施の流れ（一例） 

(1) 点検日時を決定し、掲示板等により周知します。

(2) 点検日時が決定したら、消防署に事前連絡をお願いします。

(3) 当日、各家庭において住宅用火災警報器の点検を実施します。

(4) 班長等により実施の有無と作動状況の結果を確認し集約します。

(5) 防災担当、会長を中心に結果を集約し対応を検討します。

※高齢者世帯等への設置支援や交換・設置が必要な住宅用火災警報器の共同購入等

(6) 可能であれば、消防署へ実施結果を報告にご協力ください。

(7) 上記は一例であり、地域で工夫しながら実施してください。実施方法については、
気軽に消防署にご相談ください。

 令 和 ４ 年 ７ 月 1 9 日

　鶴見消防署総務・予防課  

 住宅用火災警報器とは、壁や天井で火災による煙や熱を感知し、音声や警報音により火災発生を知

らせるもので、火災の早期発見に大変有効です。

 住宅用火災警報器の寿命は約 10 年と言われており、2011 年６月の設置義務化から 11 年が経過した

ことから、今後、設置されている住宅用火災警報器の電池切れや故障等で、気づかぬ間に火災を感

知しなくなる恐れがあります。

 住宅用火災警報器がいざというときに適切に作動するように、定期的に点検していただくことが重

要です。 



【住宅用火災警報器の一斉点検】イメージ図 

４ 住宅用火災警報器一斉点検のメリット 

(1) コロナ禍においても「集まらない防災訓練」が実施できる。

(2) 一斉にならすため、火事と勘違いされない。

(3) 自宅で訓練に参加できるため、参加者の裾野が広がる。

(4) 一斉点検を通じて、高齢者等の防火・防災対策の促進につながる。

５  問い合わせ 

　気軽に下記の消防署にご相談ください。

鶴見消防署総務・予防課 

予防担当：向井、中元 

電話：045‐503‐0119 







 
 

 

ねんりんピックかながわ 2022（第 34 回全国健康福祉祭）の開催について 

ねんりんピックかながわ 2022（第 34回全国健康福祉祭）は、各都道府県及び政令市から選

手が集まり、神奈川県内の各会場で交流大会やイベントを行います。来訪された選手の皆様を

歓迎し、各競技で存分に力を発揮していただくため、安全な大会運営に向けた準備を進めてい

ます。横浜市内においても８つの会場で交流大会を開催しますので、各自治会・町内会長の皆

様におかれましては、御理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

１ ねんりんピック（全国健康福祉祭）について 

  ねんりんピック（全国健康福祉祭）とは、人生の年輪を重ね、豊富な知識と経験を積んだ

高齢者を中心とするスポーツ・文化・福祉などの総合的な祭典です。 

厚生省（現厚生労働省）創立 50周年を記念して昭和 63年以来毎年、厚生労働省、長寿社会

開発センター及び開催地の都道府県が主催となって開催されています。 

令和４年度は神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市が主催する「ねんりんピックかながわ２

０２２」が開催されます。 

 

２ 神奈川・横浜・川崎・相模原大会概要 

(1) 日程：令和４年 11月 12日（土）～11 月 15日（火） 

(2) スポーツ等交流大会：卓球、ゲートボール、囲碁など 32種目を県内 26市町で開催 

(3) 関連イベント：ねんりんスマイリングフェスタ 

※別紙「ねんりんピックかながわ 2022イベント概要」参照 

(4) 横浜市選手出場予定種目：全種目（32種目、最大 440人）を予定 

(5) 横浜市開催交流大会種目：２種目（テニス・サッカー） 

 

３ 市内実施会場について 

(1) 総合開会式： 11月 12日（土）横浜アリーナ 

(2) 横浜市主催種目交流大会： 11月 13日（日）、14（月） 

※会場所在区には、開催前に詳細について情報提供させていただく予定です。 

 担当 健康福祉局高齢健康福祉課 

藤木、浅水、岩島、大田原 

電話：671-2406 

競技種目 会場名 参加予定人数 

テニス 三ツ沢公園【神奈川区】 648人 

 

 

サッカー 

神奈川県立保土ケ谷公園（サッカー場・ラグビー場）【保土ケ谷区】  

 

 

1,280人 

新横浜公園 しんよこフットボールパーク【港北区】 

神奈川県サッカー協会 フットボールセンター（かもめパーク）【泉区】 

横浜ＦＣ 東戸塚フットボールパーク【戸塚区】 

長浜公園 多目的運動広場【金沢区】 

玄海田公園 運動広場【緑区】 

谷本公園 球技場【青葉区】 

市連会７月定例会説明資料  
令 和 ４ 年 ７ 月 1 2 日  
健康福祉局高齢健康福祉課 



「ねんりんピックかながわ 2022 イベント概要」 







 

 

各自治会町内会長 様 

 

自治会町内会のための講習会の開催について 

 

日頃から市政・区政にご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

今年度、自治会町内会の運営や ICT の活用等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を３年ぶりに開催します。 

つきましては、皆様からの多くのご参加をお待ちしておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 

１ 講習会の概要 

（１）講演・事例発表 

   第１回 令和４年８月 27 日（土）10:00～12:00（9:30 開場） 

旭区役所 新館大会議室 

   第２回 令和４年９月 10 日（土）10:00～12:00（9:30 開場） 

戸塚区役所 ８階大会議室 

 

   ※第３回として、令和４年 12 月 10 日（土）に西区役所での開催を調整中です。 

    詳細が決まりましたら、改めてご案内します。 

 

（２）内容 

   ・講演（第１回、第２回共通） 

「負担軽減と ICT 活用～アフターコロナの自治会町内会活動～」  

講師：水津 陽子氏（合同会社フォーティＲ＆Ｃ代表） 

   ・事例発表（各回１事例） 

    自治会町内会による活動事例発表 

    （コロナ禍での自治会町内会活動など） 

 

２ 申込方法 

  【参加対象】どなたでも参加できます。 

自治会町内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 など 

【申込方法】別紙の申込書に記入していただき、各区地域振興課へ持参またはＦＡＸ 

でお申込みください。 

【申込締切】令和４年８月 12 日（金）まで 

 

 

市連会７月定例会資料 

令 和 ４ 年 ７ 月 1 2 日 

市民局地域活動推進課 

【担当】横浜市市民局地域活動推進課 

電話：671－2317 FAX：664－0734 

Ｅメール: sh-jichikai@city.yokohama.jp 

資料 No.５ 



 自治会町内会のための講習会 

 ～講演・事例発表～ 

 
１ 講演・事例発表 

 

 
第一部 講演（第１回、第２回共通） 

 

 

 

第二部 事例発表 各区で活躍している自治会町内会の事例発表です。 

 

【日時】令和４年 ８月２７日(土) 10:00～12:00 

【会場】旭区役所 新館大会議室 【発表】若葉台北自治会 

                    会長 菅尾 貞登 氏 

【定員】 

約 40 人 

【会場・アクセス】  旭区役所（旭区鶴ケ峰一丁目 4 番地 12） 
           相鉄線「鶴ケ峰」駅北口下車徒歩 7 分 

 

【日時】令和４年 ９月 10 日(土) 10:00～12:00 

【会場】戸塚区役所 ８階大会議室 【発表】柏尾町内会 

                     会長 齋藤 純一 氏 

【定員】 

約 50 人 

【会場・アクセス】  戸塚区役所（戸塚区戸塚町 16-17）  

JR、市営地下鉄ブルーライン「戸塚駅」下車 

 
 
２ お申し込み方法 
 
 
 
３ 講演 講師のご紹介 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合同会社 フォーティ R&C 代表 

地域活性化・まちづくりコンサルタントとして、全国の自治体や商店街等

で多数の講演実績あり。自治会町内会に関する書籍も執筆されています。 

主催：横浜市 市民局 地域活動推進課（電話：671-231７） 

※第３回として、令和４年 12 月 10 日（土）に西区役所での開催を調整中です。 

自治会運営の講演と地元の町内会による事例発表をセットにした講習会です。 

第１回 旭区「コロナ禍での自治会町内会活動～活動形態の工夫で乗り切る～」
   コロナ禍での密を避けるため、少人数のグループ活動を支援する自治会独自の補助金を創設しました。 

さらに情報発信の強化としてホームページを開設しました。当日は 2020 年からの活動をご紹介します。 

受講を希望される方は、別添の申込書により、８月 1２日（金）までに各区の地域振興課に

お申し込みください。 

第２回 戸塚区「柏尾町文化祭と誌上発表会～リアルを紙面で共有～」 
   自作の絵画や彫刻等の作品を披露する文化祭で、作品の写真を E メール等で募集し、紙面発表という 

形で文化祭を体験できるようにしました。当日は紙面にまとめた「誌上発表会」の冊子もご紹介します。 

水津 陽子 氏 

「負担軽減と ICT 活用～アフターコロナの自治会町内会活動～」
 講師：水津 陽子 氏 

◆受講時は手指消毒、マスク着用をお願いいたします。◆発熱など体調が優れない場合は、受講をお控えください。 

・新型コロナウィルス感染症対策について 

◆感染状況により、講座を中止させていただく場合があります。 



                              令和  年  月  日 

 

 自治会町内会のための講習会 参加申込書 

 

受講を希望される方は、区名、自治会町内会名、氏名、電話番号、その他

必要事項をご記入の上、この申込書を各区地域振興課までご提出ください。 
 

※応募者多数の場合は、抽選により決定させていただきます。受講が不可の場合のみ、 

８/23(火)までにお電話でその旨をご連絡いたします。 

応募が定員内で、抽選を行わない場合は特にご連絡いたしませんので、当日はそのまま

お申込みいただいた会場にお越しください。 
 

～記入欄～ 
 

●区  名     【        区 】 

 

●自治会町内会名 【                    】 
 
●講習会の参加希望について 
 
 

氏  名 電話番号 
８/27 

旭区 

９/10 

戸塚区 

    

    

    

    

 

 

※参加を希望する日に、○印をご記入ください。 
※講習会の申し込みにあたり収集する氏名・電話番号の個人情報は「横浜市個人情報の保

護に関する条例」の規定に従い、適正に管理し、主催者から連絡の必要が生じた場合に

のみ使用します。 
 

 

◆お申し込み締切：令和４年８月 1２日（金）まで 
 

◆お申し込み・お問い合わせ先 鶴見区地域振興課 佐藤・澁谷 

電話：510-1687 ＦＡＸ：510-1892 

メール：tr-chikatsu@city.yokohama.jp  

※FAX・メール・持参のいずれかでお申込みください。 

 





















令和４年７月 19日 

自治会・町内会長 各位 

つるみ臨海フェスティバル実行委員会委員長 

鶴見区自治連合会会長    石川 建治 

つるみ臨海フェスティバル協賛へのお願い 

拝啓 ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 

平素より、鶴見区の発展に格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、本年は過去２回にわたり新型コロナウィルス感染症の影響により開催を見合わせ

た、鶴見区民フェスティバルの一つである「第 32回つるみ臨海フェスティバル」を、令和

４年 10月 15日（土）に開催する運びとなりました。 

当フェスティバルは、今回で 32 回目となり、前回は 45,000 人を超える参加者がありま

した。これもひとえに協賛をいただいている皆様方の御協力・御支援のおかげと心より感

謝申し上げます。 

本年も、区民誰もが安心して暮らせる温もりのある地域づくりを目指し、地域が一丸と

なって当フェスティバルを盛り上げて参りたいと考えております。 

つきましては、趣旨に御賛同いただき、裏面を御参照に御支援を賜りますようお願い申

し上げます。 

  敬具 

連絡先・問合せ先 

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）井上、平山 

電 話：５１０－１６８７ 



１ つるみ臨海フェスティバル開催内容（予定） 

（１）開催日時：令和４年 10月 15日（土）９時 30分～15時 30分 予定  

      （小雨でも決行しますが、荒天の場合は中止し、順延はしません。） 

（２）会  場：入船公園 （鶴見区弁天町３－１） 

（３）内  容：町内会・各種団体・行政等による飲食・物販・展示の模擬店（約 50店舗）、地域

の学校や活動団体によるステージイベント（ダンス、演奏等）、スポーツ体験コ

ーナー、フリーマーケット、他 

（４）来場者数：約 45,000人（見込み） 

（５）実施体制： 

○主  催： つるみ臨海フェスティバル実行委員会 

委員長 石川 建治 （生麦第一地区連合会会長） 

○共  催： 鶴見区役所 

○協賛予定： 鶴見区自治連合会、各企業・団体ほか 

 

２ 協賛金のとりまとめ等について 

（１）協賛金額 一口 ５,０００円 

※下記連合町内会に所属されております自治会・町内会におかれましては、 

一口 １０,０００円にてご協賛いただきますようお願い致します。 

潮田中央地区連合会・潮田東部地区自治会連合会・潮田西部地区自治連合会 

潮見橋地区連合会・小野町地区自治連合会・生麦第一地区連合会 

 

（２）取りまとめ方法 

○自治会・町内会長様 

連合会ごとに取りまとめますので、別紙の「協賛金申込書」に記載の上、協賛金を添えて連

合町内会長様にお渡しください。 

   

○連合町内会長様 

９月 16 日（金）開催の区連会９月定例会の際に、連合ごとに取りまとめた協賛金を区役所

地域振興課に御持参をお願いいたします。 

 



 

 

 

 

つるみ臨海フェスティバルの趣旨に賛同し、下記のとおり協賛します。 

申込み日 令和４年   月   日 

 

■申込者 

 

 

■協賛全額 ※下線部分に口数及び金額をご記入ください。（複数口可） 

      口           計               円 

協賛金額 一口 ５,０００円 

※下記連合町内会に所属されております自治会町内会におかれましては、 

一口 １０,０００円にてご協賛いただきますようお願い致します。 

潮田中央地区連合会・潮田東部地区自治会連合会・潮田西部地区自治連合会 

潮見橋地区連合会・小野町地区自治連合会・生麦第一地区連合会 

 

※自治会・町内会長様は、この協賛金申込書に協賛金を添えて、連合町内会長様

にお渡し願います。 

 

 

■お問合せ 鶴見区役所地域振興課 

つるみ臨海フェスティバル担当 井上、平山 

TEL 045-510-168７ FAX 045-510-1892 

自治会・町内会名 

 

会長名 

★住 所 
〒    － 

鶴見区 

★連絡先 TEL ０４５－    － 

連絡担当者名（ふりがな） 連絡先 

領収書の希望 有        ・        無 

領収書の宛名 
（上記と異なる場合はご記入ください。） 

第 32 回つるみ臨海フェスティバル協賛金申込書 

 



 

 

 

 

 

次の通り、協賛します。 

 

             ○○地区連合町内会 会長 ●● ●●    

 

自治会・町内会名 金  額 

○○一丁目町内会 ●●●●円 

○○二丁目町内会 ●●●●円 

○○三丁目町内会 ●●●●円 

○○四丁目町内会 ●●●●円 

○○五丁目町内会 ●●●●円 

 
 

合 計 ●●●●円 

 

 

   協賛金申込書  別添のとおり 
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鶴 福 第 ７３９号  

令和４年７月 ７日  

鶴見区自治会町内会長 様 

鶴見福祉保健センター  

                                                        福祉保健課長  

 

 

「令和４年度 食生活等改善推進員養成講座」受講者の紹介について（依頼） 

 

 

 時下 皆様にはますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 

日頃より福祉保健センター業務に御協力いただき、厚くお礼申し上げます。 

 さて、当福祉保健センターでは地域住民の健康増進を推進する健康づくりのボランティア

である食生活等改善推進員（愛称：ヘルスメイト）を養成する「食生活等改善推進員養成講

座」を実施しております。 

 つきましては、御多忙のところ誠に恐縮ですが、標記講座の主旨を御理解いただき、受講

に適任と思われる方がおられましたら、御紹介ください。 

御紹介いただく受講者につきましては、お電話または FAX にて令和４年９月１６日（金）

までに受講者のお名前、住所、電話番号の御連絡をお願いします。 

 なお、広報つるみ区版８月号に本講座の募集記事を掲載しています。 

詳しくは、別紙募集のチラシを御参照ください。 

 ※ 受講予定の皆様へは、直接受講案内を送付する予定です。 

 

 

 

お問合せ 

鶴見福祉保健センター 福祉保健課 健康づくり係 

担当：井上 梶家 

TEL：５１０－１８２７  

FAX :５１０－１７９２ 

 

 

 

 

 



受講者紹介ＦＡＸ送信票         

  

送信先 ０４５－５１０－１７９２ 

 

鶴見福祉保健センター  

福祉保健課 健康づくり係   

井上・梶家 あて 

 

 

送信者 自治会町内会名           

 

会長名              

 

       

       

下記の方を食生活等改善推進員養成講座に紹介します。 

 

氏
ふり

 名
がな

 

 

電話番号 

 

住 所 

〒      

 

 



・ 

 

 

令和４年度 

食生活等改善推進員養成講座 
愛称：ヘルスメイト 

 

 

 

                             

 

 

 

 

  

 

食育の話 

 

 

                                バランスのよい食事の説明 

  

                           

 

 

 

【詳しいお申し込み方法は裏面です】 

     

 日 程 お も な 内 容 

1 １０月 ５日(水) 
★食育 

★生活習慣病予防 

★食生活のポイント 

★身体を動かして健康づくり 

★お口の健康 

★食事バランスガイドの活用 

★食品衛生について 

★調理実演 

★食生活等改善推進員会の 

活動紹介 

2 １０月２６日(水) 

3 １１月３０日(水) 

4 １２月 ２日（金） 

5 １２月２１日（水） 

6 
令和５年 

１月２５日(水) 

7 ２月 １日(水) 

8 ２月２２日(水)  

9 ３月 １日(水)  

“健康づくり”をキーワードに、身近な地域で元気に活動する、ボランティアの

養成講座です。 

 「食生活・栄養」や「生活習慣病」、「運動」、「暮らしの衛生」、「歯周病予防」、「地

域活動について」など、元気に暮らすコツ！を学び、あなたの得意分野で活躍しま

せんか♪ 

時間：午後１時３０分～３時３０分 【全９回】  

ヘルスメイト活動の様子 

★お申込み・お問合せ★ 

横浜市鶴見福祉保健センター 

 福祉保健課 健康づくり係 

  電話 510-1827  FAX 510-1792   



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆対象者  鶴見区在住で、８回以上出席できる人 

       地域活動に興味のある人 

 

◆定 員  ２０人（先着順） 

 

◆費 用  テキスト代（1,2１０円） 

 

◆会 場  鶴見区役所１階 予防接種室ほか 

 

◆申込み  8月1２日(金)から９月１６日 (金)までに電話または ＦＡＸ にて、

お申し込みください 

氏名、住所、電話番号(連絡先) をお知らせください 

食生活等改善推進員（愛称：ヘルスメイト）とは･･･ 

～私達の健康は 私達の手で～ 

本講座を修了した方が、“私達の健康は 私達の手で” を合言葉に、身近な地域

で食の大切さを伝えたり、健康づくり活動に取り組んでいます。 

 「食育講座」「ウォーキング」など、様々なテーマでの健康づくりを地域に提案

し、健康づくりのお手伝いをしています。 

 ボランティアとして活動する自主的な団体で、全国的に組織されています。 

 

  ※参考 財団法人 日本食生活協会ホームページ（食生活改善推進員） 

      http://www.shokuseikatsu.or.jp/ 

【お申込み方法】 

★お申込み先★ 

横浜市鶴見福祉保健センター 

 福祉保健課 健康づくり係 

  電話 510-1827  FAX 510-1792   
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