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鶴見区自治連合会 10 月定例会結果報告 

    

 

 

 

 

 

日時 令和４年 10 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 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 

Ⅳ.鶴見区自治連合会理事会議題 
 

 

      

 

 

 

                       （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 横浜みどりアップ計画［2019-2023］ ３か年［2019（令和元）～2021（令和３）年度］の

実績概要リーフレット作成について 

   「緑豊かなまち横浜」を次の世代に引き継いでいくため、「横浜みどり税」を財源の一部

として活用しながら「横浜みどりアップ計画」を推進しています。 

３か年[2019（令和元）-2021（令和３）年度］を振り返り、取組の成果を事業報告書にま

とめましたのでご報告します。 

①概要版のリーフレット、➁横浜みどり税のチラシ、③12 月にとりまとめて公表する予定

の「これからの緑の取組」素案への市民意見募集のお知らせ について、各自治会町内会長

あてに送付します。 

◎問合せ先 環境創造局 みどりアップ推進課 TEL 671-2712 

 

２ 「(仮称)よこはま防災パーク」の創設に向けた市民意見募集の実施について 

デジタル化による社会生活の急速な変化を踏まえ、時間や場所にとらわれず、ウェブサイ 

ト上で動画等のコンテンツにより防災を学べる「（仮称）よこはま防災パーク」を創設します。 

◎問合せ先 鶴見消防署 総務・予防課 予防係 TEL 503-0119 

 

３ バッテリーの取り外せない充電式小型家電の出し方について 

今年度、コードレス掃除機やロボット掃除機などの充電式小型家電のバッテリーを原因

※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/ 

 その他、データでのメール配信を希望される場合は事務局までご連絡ください。 

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。 
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とした収集車の火災が急増しています。 

バッテリーに使用されるリチウムイオン電池は、圧力や強い衝撃を受けると発熱・発火

する恐れがあります。 

バッテリーの取り外せない小型家電については、燃やすごみとは別の袋で「燃やすごみ

の日」に出していただくようお願いするチラシを作成しましたので、掲示版への掲示をお

願いします。 

◎問合せ先 資源循環局業務課 TEL 671-3819 

 

４ 年末年始のごみと資源物の収集日程について 

      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。来月 11 月の定例

会終了後に、各自治会町内会宛てに掲示板用の資料をお送りします。 

（1）12 月 31 日（土）から１月３日（火）まで、お休みになります。 

（2）燃やすごみの収集日が「火・土曜日」の地域について、臨時収集日を設けます。 

各集積場所への収集日程表の貼付や、広報よこはま 12 月号（市版）への掲載により、市

民の皆様にお知らせしていきます。 

◎問合せ先 資源循環局業務課 TEL 671-3815 

 

５ 用途地域等の見直し都市計画市素案（案）の縦覧（閲覧）及び意見募集について 

用途地域等の見直し都市計画市素案（案）について、幅広く市民の皆様のご意見を伺う

ため、縦覧（閲覧）及び市民意見募集を実施します。 

○期間：令和４年 10 月 12 日（水）から 11 月 30 日(水） 

○方法：郵送、持参、電子申請・届出システム 

概要をまとめたリーフレットを、見直し候補地区内に戸別配布するとともに、各区役所

等でも配布するほか、市のホームページでもご覧いただけます。 

また、説明動画を 11 月 30 日（水）まで配信しています。 

◎問合せ先 建築局都市計画課 TEL 671-2658 

 

６ 自治会町内会加入促進用動画について 

自治会町内会加入促進用の動画を作成しましたのでお知らせします。 

現在横浜市公式 YouTube「横浜チャンネル」にアップしていますのでご覧いただくことが

できます。 

自治会町内会においては、団体のホームページにリンク付けすることもできます。 

また、動画データをお渡しできますので、加入促進活動にご利用ください。 

◎問合せ先 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５年鶴見区新年賀詞交換会・消防出初式の御案内 

令和５年鶴見区新年賀詞交換会・消防出初式の開催案内です。 

合同で式典形式での開催を予定しています。感染症対策のため収容人数を制限しており 

ますので、各団体１名様の御参加でお願いします。 

(1) 日時：令和５年１月７日（土) 10：00～12：00（予定） 

(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：1,000 円／人（当日現金支払いのみ） 

(5) 申込締切：令和４年 11 月 30 日(水) 

(6) 備考：着席式典形式にて開催予定 ※飲食はなし 

◎問合せ先 鶴見区新年賀詞交換会実行委員会事務局（鶴見区総務課） TEL 510-1653 
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２ NHK 連続テレビ小説「ちむどんどん」を活用した地域活性化の取組について 

「ちむどんどん」は９月末に放送終了を迎えましたが、舞台地として様々な主体による

連携のもと、各種取組を実施しました。今後も、地域イベント等と連携し、誘客促進、経

済活性化、地域コミュニティの活性化に繋がるよう、取り組んでいきます。 

◎問合せ先 鶴見区役所 区政推進課 企画調整係 TEL 510-1676 

 

３ 令和４年度鶴見区交通安全功労者（個人・団体）の推薦について 

鶴見区内における交通安全活動に尽力されている方々に対して、「交通安全功労者」感謝 

状を贈呈します。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。 

 ○提出期限：令和４年 12 月９日（金） 

◎提出先・問合せ先 鶴見区役所 地域振興課 TEL 510-1687 

 

４ 秋の火災予防運動について 

火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防意識の一層の普及を図るため、掲

示板へのポスター掲出をお願いいたします。 

◎問合せ先 鶴見消防署 総務・予防課 予防係 TEL 503-0119 

 

５ 資料提供 

鶴見区内災害救急発生状況他       ………………  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 鶴見区自治連合会婦人部 『新年の集い』の開催について 

連合町内会長に、令和５年鶴見区自治連合会婦人部新年の集いへの出席（来賓）を依頼

します。 

○出欠のご連絡：令和４年 11 月 28 日（月）までに、各地区婦人部長までお願いしま 

す。 

◎問合せ先  鶴見区役所 地域振興課  TEL 510-1687 

 

２ 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 

令和５年３月 31 日に、現行の推進員の任期が満了となるため、①各自治会・町内会で新

規の推進員２名、➁各地区連合の推進員の中から地区代表者を１名、御推薦をお願いいた

します。 

○回答期限：①令和４年 11 月 30 日（水）、➁令和５年１月 27 日（金） 

◎問合せ先 鶴見区役所 総務課 統計選挙係 TEL 510-1660 

 

３ 令和４年度第１回地区連合会長ブロック別意見交換会の開催について 

  令和４年度 第１回地区連合会長ブロック別意見交換会を、鶴見区自治連合会 11 月定例会

終了後に開催します。各地区連合会長におかれましては、御多忙の折恐縮に存じますが、御

出席いただきますようお願いします。 

◎問合せ先 鶴見区役所 区政推進課 地域力推進担当 TEL 510-1678 

 

４ 鶴見区エンディングノート講演会の実施について 

鶴見区作成のエンディングノート「わになるノート」の講演会を令和４年 11 月 21 日に

開催します（広報よこはま 10 月号にも掲載）。各町会での周知をお願いします。 

◎問合せ先 鶴見区役所 高齢・障害支援課 高齢者支援担当  TEL 510-1773 
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５ 令和４年生活のしづらさなどに関する調査（全国在宅障害児・者等実態調査）の実施に

ついて 

概ね５年に一度行われている「令和４年生活のしづらさなどに関する調査（全国在宅障

害児・者等実態調査）」について、情報提供します。 

◎問合せ先 鶴見区 高齢・障害支援課 TEL 510-1847 

 

 

 

☆次の書類等を 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］ ３か年［2019（令和元）～2021（令和３）  

年度］の実績概要リーフレット作成について 

(2) 「(仮称)よこはま防災パーク」の創設に向けた市民意見募集の実施について 

(3) 用途地域等の見直し都市計画市素案（案）の縦覧（閲覧）及び意見募集について 

(4) 自治会町内会加入促進用動画について 

(5) 令和５年鶴見区新年賀詞交換会・消防出初式の御案内 

(6) 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 

(7) 鶴見区エンディングノート講演会の実施について 

 

【掲示依頼】 

(1) バッテリーの取り外せない充電式小型家電の出し方について 

（2） 秋の火災予防運動について 

 

 ※ 10 月は班回覧の依頼はありません。  
★配送先、掲示板数、回覧部数（班数）に変更がありましたら、事務局までご連絡ください。 


