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都筑区の人口データ
・ 人 口 ２１３，９４３ 人 （男 104,902 人
(前月比：
+４６６ 人 (男
+183 人
・ 世帯数
８５，２４２ 世帯
(前月比：
+５４３ 世帯)
・ 面 積 ２７．８７ ｋ㎡

女 109,041 人）
女
+283 人)

※令和３年４月１日現在。増減数は前月（令和３年３月）比です。

《 市連報告事項 》
①依頼事項（出席・推薦・申請・募金等）
1 横浜市長選挙における投票管理者及び投票立会人の推薦依頼等について
［資料 1］
（都筑区選挙管理委員会（総務課））

中村（なかむら）都筑区総務課長

令和３年８月 22 日（日）に執行される横浜市長選挙に関する次の事項について、御協力
をお願いいたします。
【選挙の概要】
１ 選挙の日程
（１）告示日 令和３年８月８日（日）
（２）投票日 令和３年８月 22 日（日） 午前７時から午後８時まで
（３）開票日 令和３年８月 22 日（日） 午後９時 15 分開始
（４）期日前投票（予定）
ア 都筑区役所
令和３年８月９日（月）から８月 21 日（土）まで
午前８時 30 分から午後８時まで
イ JA 横浜都筑中川支店 令和３年８月９日（月）から８月 21 日（土）まで
午前９時 30 分から午後８時まで
２ 投・開票所
（１）投票所 区内 31 か所
（２）開票所 都筑スポーツセンター
【依頼事項】
１ 当日投票所の投票管理者・投票立会人の推薦
当日投票所ごとに、投票管理者及び投票立会人の御推薦をお願いいたします。
（１）依頼人数
ア 投票管理者 投票所ごとに１名（計 31 名）
イ 投票立会人 投票所ごとに２名（計 62 名）
（２）推薦書提出期限
令和３年５月 28 日（金）
席上資料により、郵送にて御提出下さい。
※投票所の民間従事者については、各投票管理者から御報告いただくこととなります。
（提出期限 令和３年６月 11 日（金））
２ 選挙啓発ポスターの送付について
各自治会町内会で、掲示板への選挙 PR ポスターの掲出をお願いいたします。なお、ポ
スターは各自治会町内会配布担当者様宛に別途送付させていただきます。
◆資料：席次配布のみ。
＜問合せ先＞都筑区選挙管理委員会（総務課）（電話：948-2215・2216）
＜参考 URL＞－
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２

自治会町内会館整備について

［資料２］

（市民局地域活動推進課）

篠﨑（しのざき）都筑区地域振興課長

令和４年度に自治会町内会館の新築・購入・増築・改修・修繕（補助対象経費 100 万円以
上）を予定している自治会町内会がございましたら都筑区役所地域振興課まで御連絡くださ
い。補助金申請に必要な書類をお渡しいたします。
区役所への事前連絡期限：令和３年７月２日（金）
必要書類提出期限：令和３年７月 30 日（金）
※必要書類につきましては①会館整備についての意思決定を証する書面（総会資料議事録）、
②用地が確保されていることがわかる書類、③資金計画調査票なども含まれます。
令和３年度の整備予定については、令和２年度に事前申出いただいているところですが、
風水害等の自然災害により緊急で修繕が必要になった場合には、事前申出の有無に関わらず、
地域振興課へ御相談ください。（り災の証明等、別途要件があります。）
◆資料：区連会終了後、各自治会町内会長宛に資料を送付します。
＜問合せ先＞都筑区地域振興課（電話：045-948-2231）
＜参考 URL＞
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shiminkyodo/jichikai/kaikan.html

③連絡・報告事項（取組協力依頼事項も含む）
３

新型コロナウイルスワクチンの接種の状況について ［資料３］
（健康福祉局健康安全課）

松崎（まつざき）健康福祉局健康安全課
ワクチン接種調整等担当課長

新型コロナウイルスのワクチン接種について、４月に予定されている高齢者の接種開始に
向け、現在の進捗状況について御説明いたします。
◆資料：区連会終了後、各自治会町内会長宛に資料を送付します。
＜問合せ先＞【ワクチン接種全般について】横浜市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
（電話：0120-045-070）
【資料について】健康福祉局健康安全課（電話：045-671-4841）
＜参考 URL＞
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/vaccine/vaccine-01.html
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４

横浜ＩＲ（統合型リゾート）について
（都市整備局ＩＲ推進課）

［資料４］

田川（たがわ）都市整備局 IR 推進課担当課長

１

横浜イノベーションＩＲ広報冊子について
横浜イノベーションＩＲの広報冊子を３月 31 日に発行しました。本冊子は 2020 年３月
27 日発行の日経マガジンスタイル「統合型リゾート（ＩＲ）特集号」を一部転載し、発行
したものです。
横浜イノベーションＩＲに関する平原副市長と経済評論家の岸博幸氏の特別対談や横
浜国立大学大学院都市科学部長（当時）川添裕氏、横浜青年会議所第 70 代理事長 三村
悠三氏の取材記事を掲載しています。
そのほか、「横浜イノベーションＩＲが目指すこと」など、ＩＲや横浜イノベーション
ＩＲに関する情報等もわかりやすく掲載しています。

◆資料：区連会終了後、各自治会町内会長宛に資料を送付します。
＜問合せ先＞都市整備局 IR 推進課（電話：045-671-4135）
＜参考 URL＞https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/torikumi/IR/

５

令和２年度

家庭ごみ収集量の実績（速報値）について［資料５］

（資源循環局政策調整課）

高津（たかつ）資源循環局都筑事務所長

令和２年度家庭ごみ収集量の実績（速報値）について情報提供します。
◆資料：席次配布のみ。
＜問合せ先＞資源循環局政策調整課（電話：045-671-2503）
＜参考 URL＞－

６

自治会町内会・地区連合町内会アンケート調査報告書の送付について
［資料６］

（市民局地域活動推進課）

篠﨑（しのざき）都筑区地域振興課長

このたび、調査報告書が完成いたしましたので、自治会町内会長様へ一部ずつ配付をさせ
ていただきます。今後の自治会町内会活動に対する本市施策の資料とさせていただくととも
に、自治会町内会の皆様におかれましても今後の活動の御参考にしていただければ幸いです。
◆資料：区連会終了後、各自治会町内会長宛に資料を送付します。
＜問合せ先＞市民局地域活動推進課（電話：045-671-2317）
＜参考 URL＞
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shiminkyodo/jichikai/tyosa.html
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《 区関係報告・依頼事項 》
①依頼事項（出席・推薦・申請・募金等）
７

委託事業者による漏水調査の実施について
（水道局配水部配水課）

［資料７］

野地（のじ）配水課漏水管理係長

水道局では、株式会社 日本レップスに委託して都筑区内の地下漏水調査を行います。
調査方法は、お客様が在宅の場合は水道メーターで漏水音の調査を行い、不在の場合は宅
地内に立ち入らず道路上で調査を行います。
本調査については、既に広報よこはま４月号にてお知らせしておりますが、最近、悪質な
訪問を行う不審者情報が多数寄せられているため、自治会の皆様に調査の実施について改め
てお知らせいたします。周知に御協力をいただけますようお願いいたします。
調査期間は、令和３年５月上旬から令和３年８月下旬までの平日午前８時 45 分から午後
５時 15 分まで
◆資料：区連会終了後、各自治会町内会長宛に資料を送付します。
＜問合せ先＞配水課漏水管理係（電話：045-331-1838）
＜参考 URL＞
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/org/suido/sohiki-gyomu/haisui.html

８

都筑区さわやかスポーツ普及委員推薦依頼

［資料８］

（都筑区さわやかスポーツ普及委員会）
川那子（かわなこ）都筑区さわやかスポーツ普及委員会事務局員
当普及委員会は、平成６年度に発足し、区民の健康・体力づくりの一環として、老若男女
を問わず、誰もが気軽にできる軽スポーツ・レクリエーションの普及活動を、普及委員の方々
の協力を得ながら展開しております。令和２年度末をもちまして、各普及委員の任期満了と
なりました。新型コロナウイルスの影響で、依頼が遅れておりましたが、令和３･４年度の
普及委員を各連合町内会自治会から２名以上の御推薦をいただきたく御依頼申し上げます。
◆資料：席次配付のみ。
＜問合せ先＞都筑区さわやかスポーツ普及委員会（電話：080-3506-6046）
＜参考 URL＞https://www3.yspc.or.jp/suru/004-014.html
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９

緊急時情報伝達システムの運用に伴う連絡先登録・変更・削除の
依頼及び受伝達訓練の実施について
［資料９］

（総務課）

中村（なかむら）総務課長

都筑区では災害発生時等に、防災に関する情報を自治会町内会長等に提供するとともに、
会長等からの情報を迅速に集約することを目的に、
「緊急時情報伝達システム」を平成 28 年
度に導入しました。
現在、主に連合町内会自治会会長及び自治会町内会会長に電話番号を御登録いただいてお
りますが、新規登録や、会長の交代等による登録者の変更などございましたら、別添様式の
御提出をお願いいたします。
また、災害時等に迅速かつ的確な情報の受伝達を行うため、緊急時情報伝達システムによ
る受伝達訓練を実施します。
◆資料：区連会終了後、各自治会町内会長宛に資料を送付します。
＜問合せ先＞総務課（電話：045-948-2212）
＜参考 URL＞－

②配布等依頼事項（班回覧・ポスター掲示等）
10「災害時にも役立つ BOOK」の発行について
（福祉保健課）

［資料 10］

室山（むろやま）福祉保健課長

食の備蓄や口腔ケア、感染症予防対策など災害時にも役立つ日頃からの健康づくり情報が
一冊にまとめられた「災害時にも役立つ BOOK」を区役所（１階総合案内・２階健康づくり
係）で配布しています。
つきましては、回覧による周知に御協力いただけますようお願いいたします。
◆資料：回覧をお願いします。（区連会終了後、必要部数を送付します。）
＜問合せ先＞福祉保健課（電話：045-948-2350）
＜参考 URL＞
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/kenko_iryo/kenkozukuri/kenkoujouhou/
（５月中旬公開予定）

11 都筑区保健活動推進員だより「ゆうわ」第 22 号の発行について［資料11］
（福祉保健課）

室山（むろやま）福祉保健課長

都筑区保健活動推進員だより「ゆうわ」第 22 号を発行しました。
地区紹介や感染症予防に関する健康情報を掲載しております。
つきましては、回覧による周知に御協力いただけますようお願いいたします。
◆資料：回覧をお願いします。（区連会終了後、必要部数を送付します。）
＜問合せ先＞福祉保健課（電話：045-948－2350）
＜参考 URL＞5

12

都筑区地域福祉保健計画情報誌「つづき
発行について

（福祉保健課）

あい通信」第 26 号の
［資料 12］

室山（むろやま）福祉保健課長

第４期都筑区地域福祉保健計画の地区別計画「中間報告」を掲載した「つづき あい通信」
第 26 号を作成しました。つきましては、回覧による周知に御協力いただきますよう、お願
い申し上げます。なお、２月末から都筑区役所・都筑区社会福祉協議会・地域ケアプラザ等
で配布しています。
◆資料：回覧扱いでお願いします。（区連会終了後、必要部数を送付します。）
＜問合せ先＞都筑区福祉保健課（電話：045-948-2344）
＜参考 URL＞
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/fukushi_kaigo/chiikifukushi/fukus
hi-plan/johoshi/aitsushin.html

13

広報紙縁ジン 25 号の発行について

（地域振興課）

［資料 13］
篠﨑（しのざき）地域振興課長

広報紙縁ジン 25 号が 1 月に発行されたので班回覧をお願いします。
◆資料：回覧をお願いします。（区連会終了後、必要部数を送付します。）
＜問合せ先＞地域振興課（電話：045-948-2238）
＜参考 URL＞
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shien/shien/ka
tsudo/engin-magagin.html

14

都筑区青少年指導員オリジナル曲募集について

（都筑区青少年指導員連絡協議会（地域振興課）
）

［資料 14］

篠﨑（しのざき）地域振興課長

都筑区青少年指導員の活動に使用するオリジナル曲を募集します。掲示板へのチラシの掲
示をお願いいたします。
◆資料：ポスター掲示をお願いします。
＜問合せ先＞地域振興課（電話：045-948-2236）
＜参考 URL＞－
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③連絡・報告事項（取組協力依頼事項も含む）
15

119 情報について

［資料 15］

（都筑消防署）

座間（ざま）都筑消防署副署長

都筑区の消防状況について報告します。

16

治安情勢等について

［資料 16］

（都筑警察署）

須山（すやま）生活安全課長

都筑区の治安情勢等について報告します。

次回区連会日程 日時

令和３年５月 21 日(金)
午後１時 30 分から
会場 都筑区役所 ６階大会議室
※開催方法については、改めてご連絡いたします。
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≪ 【参考】提出期限一覧 ≫（令和３年４月 21 日時点）
期限

議

題

番号・ページ

所管課（提出先）

４月 30 日（金）

自治会町内会現況届

区-2

３月-P.6

地域振興課

４月 30 日（金）

都筑区災害時要援護者支援事業補助金精算書

区-5

３月-P.7

福祉保健課

区-2

４月-P.4

さわやかスポーツ
普及委員会事務局

区-8

３月-P.8

都筑消防署予防課

都筑区さわやかスポーツ推進普及委員
５月 10 日（月）

推薦委員記入用紙
令和３年度家庭防災員自主活動補助金説明会

５月 14 日（金）

参加申込書

５月 28 日（金）

投票管理者・投票立会人 推薦内申書

市-１

４月-P.1

総務課（都筑区選
挙管理委員会）

５月 31 日（月）

令和３年度ＬＥＤ防犯灯整備事業 申請書

市‐4

３月-P.2

地域振興課

５月 31 日（月）

都筑区災害時要援護者支援事業補助金申請書

区-5

３月-P.7

福祉保健課

６月 11 日（金）

投票所民間従事者推薦名簿

市-1

４月-P.1

総務課（都筑区選
挙管理委員会）

６月 30 日（水）

令和３年度地域防犯カメラ設置補助 申請書

市‐3

３月-P.1

地域振興課

初期消火器具 設置協力店舗への依頼書

市-2

３月-P.1

都筑消防署予防課

市-2

４月-P.2

地域振興課

市-2

４月-P.2

地域振興課

地域活動推進費補助金

区-2

３月-P.6

地域振興課

地域防犯活動助成金

区-3

３月-P.6

地域振興課

「町の防災組織」活動補助金

区-4

３月-P.7

総務課

市‐2

３月-P.1

都筑消防署予防課

４月１日（木）～
７月 30 日（金）

令和４年度
７月２日（金）

自治会町内会館整備に関する事前相談
令和４年度

７月 30 日（金）

８月 31 日（火）
４月１日（木）～

令和２年度報告

８月 31 日（火）

令和３年度申請

８月 31 日（火）

自治会町内会館整備に関する必要書類提出

初期消火器具等設置費用の一部補助 申請書

９月 30 日（木）
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