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都筑区の人口データ 

 ・ 人 口 ２１４，３８５ 人 （男 105,095人 女 109,290人） 

    (前月比：     +４４２ 人  (男    +193人 女  +249人) 

 ・ 世帯数  ８５，５４１ 世帯 

    (前月比：       +２９９ 世帯)  

・ 面 積 ２７．８７ ｋ㎡ 

 

※令和３年５月１日現在。増減数は前月比です。 
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  《 市連報告事項 》 

①配布等依頼事項（班回覧・ポスター掲示等） 
1 新型コロナウイルスワクチン接種に関する自治会町内会への広報協力依頼

について                     [資料１] 
（健康福祉局健康安全課）             中村（なかむら）都筑区総務課長 

新型コロナウイルスのワクチン接種について、５月 17 日以降に各区の公会堂などで集団

接種が、５月下旬から医療機関での個別接種が順次始まりますので、現在の状況について報

告させていただきます。また、自治会町内会の皆様に、医療機関名簿（区版）の掲出に御協

力を御願いいたします。 

なお、医療機関名簿（全市版）は区役所・ケアプラザで配布するとともに、タウンニュー

スには区版が掲載されております。 

 

◆資料：①市連会５月定例会説明資料（席上配布のみ） 

②横浜市記者発表資料（席上配布のみ） 

③市連会でいただいた御意見と御回答について（席上配布のみ） 

④タウンニュース新型コロンウイルス接種特別号（席上配布のみ） 

⑤ワクチン接種協力医療機関（各区版）（ポスター掲示をお願いします） 

⑥ワクチンニュース第３号（各自治会町内会長宛に資料を送付します。） 

⑦横浜市接種協力医療機関名簿（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】 

横浜市新型コロナワクチン接種コールセンター 電話：0120-045-070 

【本資料、ポスター掲示について】 

健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当 電話：045-671-4842 

＜参考URL＞https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/vaccine/vaccine-01.html 

 

②連絡・報告事項（取組協力依頼事項も含む） 

２ 警戒レベル（避難情報）の変更について      [資料２] 
（総務局緊急対策課）           根本（ねもと）総務局緊急対策課担当課長 

 

令和元年６月から全国的に警戒レベルを用いた避難情報が発令（配信）されていますが、

内閣府の風水害対策の検討により、令和３年５月から、警戒レベルの「避難情報の名称」が

変更されます。 

市民の皆様へは、広報よこはま６月号や横浜市ホームページでお知らせするとともに、国

からも国民に対し６月の出水期までにメディア等で広く周知される予定です。 

 

◆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＞総務局緊急対策課（電話：045-671-2064） 

＜参考 URL＞ https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bousai-

saigai/wagaya/fusuigai/taifu/keikai_level.html 

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/vaccine/vaccine-01.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bousai-saigai/wagaya/fusuigai/taifu/keikai_level.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bousai-saigai/wagaya/fusuigai/taifu/keikai_level.html
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３ 横浜市防災スピーカーの運用及び設置工事について ［資料３] 
（総務局緊急対策課）           根本（ねもと）総務局緊急対策課担当課長 

１ 防災スピーカーからの放送について 

２ 防災スピーカーの設置工事について 

 

◆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＞総務局緊急対策課（電話：045-671-3458） 

＜参考 URL＞ https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bousai-

saigai/bosai/bousaispeaker.html （２ 防災スピーカー設置工事について） 

 

４ 地域防災活動支援に向けた研修等の御案内     [資料４] 
（総務局地域防災課）          古家（ふるや）総務局地域防災課担当係長 

 

地域防災活動支援に向けた研修等の御案内をします。 

【案内する研修等の項目】 

①横浜市の防災対策や先進的な地域防災活動の事例を学ぶ「防災・減災推進研修＜基礎編

＞」の御案内 

②地震火災や風水害の備えなど地域特性に応じた防災活動について、アドバイザーを派遣

して支援する「防災・減災推進研修＜支援編＞」の御案内 

③コロナ禍でも自宅等で防災について学べる「防災学習コンテンツ」（無料ウェブサイト）

の御紹介 

 

◆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＞総務局地域防災課（電話：045-671-3456） 

＜参考 URL＞ 

【防災・減災推進研修＜基礎編＞および＜支援編＞】※５月中に更新予定 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bousai-

saigai/chikitaisaku/20180208112655.html 

 

【防災学習コンテンツ】※公開済み 

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/chiikibousai/ 

 

 

５「広報よこはま」５月号配送に係るお詫びについて   [資料５] 
（市民局広報課）               川島（かわしま）都筑区区政推進課長 

 

「広報よこはま」５月号の配送につきまして、配送予定の遅れや配送部数の誤り等が発生

し、自治会町内会の皆様に多大なる御迷惑をおかけいたしました。誠に申し訳ございません。 

委託業者と早急に調整を行い、６月号の配送から改善を行ってまいります。 

 

◆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＞市民局広報課（電話：045-671-2332） 

＜参考 URL＞－ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bousai-saigai/bosai/bousaispeaker.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bousai-saigai/bosai/bousaispeaker.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bousai-saigai/chikitaisaku/20180208112655.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bousai-saigai/chikitaisaku/20180208112655.html
https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/chiikibousai/
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６ 横浜ＩＲ（統合型リゾート）について        [資料６] 
（都市整備局 IR 推進課）           川島（かわしま）都筑区区政推進課長 

 

１ 横浜イノベーションＩＲシンポジウムの録画配信について 

３月 27日（土）にオンラインで開催した「横浜イノベーションＩＲシンポジウム」の

録画映像を横浜市 HP等で配信を開始しました。 

２ ＩＲ事業説明会実施結果の公表について 

２月から３月にかけてオンラインで開催したＩＲ事業説明会のアンケート結果を横浜

市 HPで公表しました。 

 

◆資料：席次配布のみ。 

＜問合せ先＞（電話：045-671-4135） 

＜参考 URL＞https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/torikumi/IR/ 

 

 

７ 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）の策定について［資料７] 
（健康福祉局高齢健康福祉課）        西橋（にしはし）高齢・障害支援課長 

 

よこはま地域包括ケア計画「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（計画期間：３年度～５年度）」の計画概要及び、同計画期間における介護

保険料について報告します。 

 

◆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＞健康福祉局高齢健康福祉課（電話：045-671-3412） 

＜ 参 考 URL ＞ https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/fukushi-kaigo/koreisha-

kaigo/kyogikai/chiikihoukatsu-care/8ki-keikaku.html 

 

 

８新たな劇場整備の検討内容の紹介リーフレットについて[資料８] 
（政策局劇場計画課・芸術創造課）       篠﨑（しのざき）都筑区地域振興課長 

 

新たな劇場整備については、令和元年度から「横浜市新たな劇場整備検討委員会」におい

て検討を進め、昨年 12月に提言をいただきました。 

提言の内容につきましては、本年２月開催の市連会・区連会で御報告をさせていただきま

したが、このたび、検討の内容を分かりやすくお伝えするリーフレットが完成しましたので

配布します。 

 

◆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＞政策局劇場計画課・芸術創造課（電話：045-671-4399・4198） 

＜参考 URL＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/torikumi/gekijyou/r2iinkai/r2iinkai.html 

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/torikumi/IR/
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/fukushi-kaigo/koreisha-kaigo/kyogikai/chiikihoukatsu-care/8ki-keikaku.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/fukushi-kaigo/koreisha-kaigo/kyogikai/chiikihoukatsu-care/8ki-keikaku.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/torikumi/gekijyou/r2iinkai/r2iinkai.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） 
９ 令和３年度日本赤十字社募金（会費）への協力について[資料９] 
（日赤都筑区地区委員会）                半田（はんだ）事務局長 

 

日赤都筑区地区委員会では、毎年６月・７月を中心に、各自治会町内会の皆さまに御協力

いただき「赤十字募金（会費）増強運動」を実施しています。 

赤十字募金は、血液事業・医療事業・国際救援事業・災害救援救護事業・ボランティア活

動などに活用させていただきます。 

つきましては、６月上旬ごろに資材等を各自治会町内会から指定された先に送付いたしま

すので、御協力をお願いいたします。 

＜令和３年度目安額＞ 

一世帯あたりの目安額：200円（昨年度と同額） 

＊連合未加入自治会町内会には、区社協から御依頼をいたします。 

＊募集期間等については新型コロナウイルスの感染拡大防止を鑑み、12月 28日（火）ま

で受付をいたします。各自治会町内会の御事情に応じて柔軟な御対応をお願いいたします。 

 

◆資料：３月に実施したアンケートにおいて各自治会町内会から御指定いただいた送付先に

送付します。 

＜問合せ先＞都筑区社会福祉協議会（電話：943-4058） 

＜参考 URL＞－ 

 

10 都筑区社協賛助会員募集案内の周知について    [資料 10] 
（都筑区社会福祉協議会）                半田（はんだ）事務局長 

 

都筑区社会福祉協議会では、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを実現するため、

各地区社協とともに地域のみなさまの御協力のもと、賛助会員の募集を行います。 

令和３年度におきましても、６月～12月にかけて、各地区社協の関係者が中心となって、

区社協・地区社協の活動を財政面で支えていただける個人・団体の募集を行います。つきま

しては、この賛助会員の募集活動について自治会町内会のみなさまへの周知をお願いいたし

ます。 

＊チラシの送付等は、各地区社協から個別に御依頼させていただきますので、回覧時期等を

御配慮のうえ御協力をお願いいたします。 

＊連合未加入自治会町内会には、区社協から御依頼をいたします。 

＊１ 個人 年額：１口 1,000円  ２ 法人 年額：１口 5,000円  

＊募集期間については、新型コロナウイルスの感染拡大防止を鑑み、12月 28日（火）まで

受付をいたします。各自治会町内会の御事情に応じて柔軟な対応をお願いいたします。 

 

◆資料：各地区社協役員から自治会町内会長あてに別途資料を送付します。 

＜問合せ先＞都筑区社会福祉協議会（電話：045-943-4058） 

＜参考 URL＞- 
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①配布等依頼事項（班回覧・ポスター掲示等） 
 

11令和３年度都筑区家庭防災員研修受講者の推薦について[資料 11] 
（都筑消防署）                   座間（ざま）都筑消防署副署長 

 

家庭防災員研修は「自助から始まり、地域防災の担い手にもつなげる制度」として、毎年、

多くの区民のみなさまに受講いただいています。 

このたびは、令和３年度の研修受講者の推薦及び募集案内の班回覧を依頼するものです。 

 

◆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。 

募集案内につきましては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＞都筑消防署 総務・予防課予防係（電話：045-945-0119） 

＜参考 URL＞－ 

 

12 都筑消防団広報誌「DANDAN」第６号の発行について  [資料 12] 
（都筑消防署）            兼重（かねしげ）総務・予防課消防団係長 

 

都筑消防団では年１回広報誌を発行しています。第６号では、各分団の受け持ち区域とと

もに、地域の特性や各分団の活動を御紹介しています。区民の皆様に消防団活動への理解を

深めていただくとともに入団促進のため、班回覧をお願いいたします。 

 

◆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＞都筑消防署（電話：045-945-0119） 

＜参考 URL＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/shobo/bosai/shobodan/shokai/05-

17.html 

 

 

13 つづき体協レポート 第 27 号           [資料 13] 
（都筑区体育協会）            小林（こばやし）都筑区体育協会事務局長 

 

令和２年度活動報告と令和３年度活動予定表を「つづき体協レポート」にまとめましたの

で、班回覧をお願いします。 

令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、区民大会が計画通り開催出来な

くなりましたので、各専門部の紹介等を掲載しました。 

 

◆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＞都筑区体育協会（電話：949-1654（090-8878-0459）） 

＜参考 URL＞－ 

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/shobo/bosai/shobodan/shokai/05-17.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/shobo/bosai/shobodan/shokai/05-17.html
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14 広報紙縁ジン 26 号               [資料 14] 
（地域振興課）                   篠﨑（しのざき）地域振興課長 

 

広報紙縁ジン 26号が３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 

 

 

15 広報紙「しゅんらん」56 号の回覧について     [資料 15] 
（都筑区社会福祉協議会）               半田（はんだ）事務局長 

 

都筑区社会福祉協議会の活動と地域福祉活動の周知・啓発、共同募金運動の報告のため、

広報紙「しゅんらん」第 56 号を３月に発行いたしました。班回覧について御依頼いたしま

す。御協力をお願いいたします。 

１ 発 行  都筑区社会福祉協議会 

２ 送付先  自治会町内会回覧物送付先 

 

◆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＞都筑区社会福祉協議会（電話：045-943-4058） 

＜参考 URL＞http://www.tuzuki-shakyo.jp/7_reference/1.html 

 

16 家具転倒防止対策助成事業の御案内        [資料 16] 
（総務局地域防災課）         古家（ふるや）総務局地域防災課担当係長       

 

地震時の家具の転倒から身を守るために同居者全員が下記要件①～⑥のいずれかである

場合は、家具転倒防止器具の取付けを無償で代行します（取付員を派遣します。器具代は申

請者の御負担となります。）。 

【要件】①65 歳以上、②身体障害者手帳の交付を受けている、③愛の手帳（療育手帳）の

交付を受けている、④精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている、⑤介護保険法による要

介護、又は要支援の認定を受けている、⑥中学生以下 

【申込期限】令和３年７月 30日 

【問合せ先】ＮＰＯ法人横浜市まちづくりセンター 

電話：045-262-0667 ＦＡＸ：045-315-4099 

（横浜市（総務局地域防災課）が委託している事業者になります。） 

 

◆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＞総務局地域防災課（電話：045-671-3456） 

＜参考 URL＞ https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bousai-

saigai/wagaya/jishin/sonae/kaguten.html 

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shien/shien/katsudo/engin-magagin.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shien/shien/katsudo/engin-magagin.html
http://www.tuzuki-shakyo.jp/7_reference/1.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bousai-saigai/wagaya/jishin/sonae/kaguten.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bousai-saigai/wagaya/jishin/sonae/kaguten.html
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17 令和３年度早淵川水防訓練の実施について     [資料 17] 
（総務課）                      中村（なかむら）総務課長 

 

例年都筑区では、出水期を迎えるこの時期に、鶴見川や早淵川の氾濫を想定した水防訓練

を実施しています。 

今年度は、大棚町内会の皆様を対象に、防災用スピーカーを活用した避難情報の伝達訓練

や消防車両等による広報活動、関係機関による水防工法及び水難救助訓練などを行います。 

なお、「まん延防止等重点措置」や「緊急事態宣言発令中」の場合は、訓練内容を一部変

更する可能性があります。 

 

◆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＞都筑区総務課（電話：948-2212） 

＜参考 URL＞－ 

 

 

18 119 情報について                [資料 18] 
（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。 

 

19 治安情勢等について               [資料 19] 
（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６月 21日(月) 

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５月 21日時点） 

 

 

 

 

期限 議 題 番号・ページ 
 

所管課（提出先） 

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 10日（木） 
防災・減災推進研修＜基礎編＞推薦書 

         ＜支援編＞申請書 
市-4 ５月-P.2 

総務局地域防災課 

（公益社団法人横

浜市防火防災協会） 

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 

４月１日（木）～ 

７月 30日（金） 

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 

７月 31日（土） 令和３年度都筑区家庭防災員研修受講者名簿 区-3 ５月-P.5 都筑消防署予防課 

７月２日（金） 
令和４年度 

自治会町内会館整備に関する事前相談 
市-2 ４月-P.2 地域振興課 

７月 30日（金） 
令和４年度 

自治会町内会館整備に関する必要書類提出 
市-2 ４月-P.2 地域振興課 

８月 31日（火） 
令
和
２
年
度
報
告 

令
和
３
年
度
申
請 

地域活動推進費補助金 区-2 ３月-P.6 地域振興課 

８月 31日（火） 地域防犯活動助成金 区-3 ３月-P.6 地域振興課 

８月 31日（火） 「町の防災組織」活動補助金 区-4 ３月-P.7 総務課 

４月１日（木）～ 

９月 30日（木） 

初期消火器具等設置費用の一部補助 申請書 市‐2 ３月-P.1 都筑消防署予防課 


