都筑区連合町内会自治会
６月定例会
令和３年６月 21 日（月）
午後１時 30 分～

事務局

都 筑 区 役 所 総務部地域振興課
〒 224-0032 都筑区茅ケ崎中央 32－１
Tel：948－2231 Fax：948－2239
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都筑区の人口データ
・ 人 口 ２１４，６６５ 人 （男 105,217 人
(前月比：
+２８０ 人 (男
+122 人
・ 世帯数
８５，７０２ 世帯
(前月比：
+１６１ 世帯)
・ 面 積 ２７．８７ ｋ㎡
※令和３年６月１日現在。増減数は前月比です。

女 109,448 人）
女
+158 人)

《 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

東京 2020 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ PR ポスターについて（周知・依頼）
［資料１］

（市民局ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進課）

篠﨑（しのざき）都筑区地域振興課長

東京 2020 オリンピック・パラリンピック開催について、広く市民の皆様に周知させてい
ただきたく、貴自治会町内会掲示板へのポスターの掲出をお願い申し上げます。
◆資料：ポスター掲示をお願いします。（区連会終了後、必要部数を送付します。）
＜問合せ先＞市民局ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進課（電話：045-671-3690）
＜参考 URL＞https://tokyo2020.city.yokohama.lg.jp/

②連絡・報告事項（取組協力依頼事項も含む）
２

マンホールトイレ設置助成制度について

（環境創造局管路保全課）

［資料２］

三縄（みなわ）下水道事業マネジメント課担当課長

自主的な防災活動を積極的に行っている組織（町内会、マンション）に対し、マンホール
トイレ設置助成を行います。
【助成の対象】①上部構造物（パネル又はテント、便器）
②下部構造物（上部構造物の設置に必要な排水管及び汚水ます）
③容量 200 リットル以上の雨水タンク及び付属品
【助成金額】 マンホールトイレ設置に要する費用の 9/10（上限 30 万円）
【募集期間】 令和３年８月 16 日（月）から令和４年１月 28 日（金）
【募集件数】 予算の上限に達した時点で受付終了
【申請・問い合わせ先】 環境創造局管路保全課 下水道普及担当
※区役所では申請・問い合わせを受け付けておりません。
【その他】
詳細はホームページを御確認ください。
申請を検討される際は管路保全課まで御相談ください。
◆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＞環境創造局管路保全課（電話：045-671-2829）
＜ 参 考 URL ＞ https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kasengesuido/gesuido/bousai/manholutoirezyosei.html
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３

内水ハザードマップの改定について

（環境創造局下水道事業マネジメント課）

［資料３］

三縄（みなわ）下水道事業マネジメント課担当課長

市民の皆様の防災意識を高め、自助・共助を支援することを目的として大雨時に下水道管
や水路からの浸水が想定される区域や浸水する深さを示した内水ハザードマップを公表し
ています。気候変動の影響による大雨の増加や、本市においても観測史上最大となる降雨を
令和元年に観測したことなどを踏まえ、内水ハザードマップの改定を行いました。改定した
内水ハザードマップは６月 28 日より横浜市ウェブサイトに公表いたします。
◆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＞下水道事業マネジメント課（電話：045-671-2838）
＜ 参 考 URL ＞ https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kasengesuido/gesuido/bousai/naisuihm.html

４

新型コロナウイルスワクチン接種の状況について

（健康福祉局健康安全課）

［資料４］

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、現在の状況について情報提供させていただ
きます。

◆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】
横浜市新型コロナワクチン接種コールセンター （電話：0120-045-070）
【本資料について】
健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当 （電話：045-671-4841）
＜参考 URL＞
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/vaccine/vaccine-portal/
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５

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５］

川島（かわしま）都筑区区政推進課長

１

事業者公募の状況
１月 21 日、実施方針及び募集要項等を公表し、事業者の公募を開始しました。その後、
最初の資格審査通知日である２月 15 日に、１者が審査を通過したことを公表しました。
そして、最終の通知日である５月 31 日に、２者が通過していることを公表しました。
◆資料：席次配布のみ。
＜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/

《 区関係報告・依頼事項 》
①依頼事項（出席・推薦・申請・募金等）

６

令和３年度「つづき あい基金」助成金について

（都筑区社会福祉協議会（都筑区役所福祉保健課）
）

［資料６］

半田（はんだ）事務局長

第４期地域福祉保健計画に定める目標を実現し、地域の福祉保健に関する課題の解決に向
けた活動を行う団体に対して、
「つづき あい基金」を活用して活動経費の一部を助成するこ
とにより、計画の推進を資金面から支援します。
◆資料：席次配布のみ。
＜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/
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７

令和３年度 都筑区更生保護協会賛助金の募集および「第 27 回
都筑区社会を明るくする運動」ポスター掲示について ［資料７］

（都筑区更生保護協会）

半田（はんだ）事務局長

法務省が主唱する「社会を明るくする運動」が、７月から８月にかけて全国的に行われま
す。「社会を明るくする運動」は、犯罪や非行を予防するとともに、罪を犯した人たちの立
ち直りを支え、社会の中で見守り、犯罪や非行のない「明るい社会」を目指す取組みですが、
都筑区においても、「第 27 回都筑区社会を明るくする運動」の啓発広報活動を実施します。
今年度も、新型コロナウイルス感染拡大防止に十分配慮した上で、実施いたしますが、趣旨
に御理解と御協力をいただきますようお願いいたします。
つきましては、「社会を明るくする運動」をはじめとする更生保護活動の推進を目的に、
都筑区更生保護協会への賛助金の募集およびポスター掲示につきまして、御協力をお願いい
たします。
目安額：１世帯あたり２０円
◆資料：①賛助金募集依頼：区連会終了後、各自治会町内会長宛に資料を送付します。
②ポスター：ポスター掲示をお願いします（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＞なし

８ 都筑区コミュニティ応援アドバイザー派遣事業の利用募集について
［資料８］
（地域振興課）

篠﨑（しのざき）地域振興課長

都筑区では、自治会町内会の運営上の課題解決や活動の活性化などを支援するため、自治
会町内会へアドバイザー（専門家）を派遣する事業を実施いたします。専門家が、課題に応
じた参考事例の紹介やアドバイス、課題や話し合いの整理など、自治会町内会に寄り添った
支援を行いますので、是非御応募ください。
コロナ禍にあっても地域の絆をつなぐために、どのような取組をしていくことができるか
を考える機会としても御活用いただけます。

◆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＞地域振興課（電話：045-948-2474）
＜参考 URL＞なし
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②配布等依頼事項（班回覧・ポスター掲示等）
９

都筑区ＮＰＯ法人情報誌「tsuzuki ANCHOR」第１号の発行について
［資料９］

（地域振興課）

篠﨑（しのざき）地域振興課長

都筑区では、様々なＮＰＯ法人が専門分野やテーマに特化して、地域課題に取り組んでい
ます。
この度、自治会町内会をはじめとする地域の方々に、区内のＮＰＯ法人をより身近に感じ
ていただきたいという思いから、ＮＰＯ法人情報誌「tsuzuki ANCHOR（ツヅキ アンカー）」
第１号を発行しました。
自治会町内会等と協力している活動事例も含め、その魅力的な取組を御紹介しています。
是非御覧ください。

◆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：045-948-2474）
＜参考 URL＞
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shien/shien/ts
uzukianchor.html

10

第４期都筑区地域福祉保健計画「つづき あい」冊子発行について
［資料 10］

（福祉保健課）

室山（むろやま）福祉保健課長

昨年度中に地域の皆様と共に検討を進めてまいりました第４期都筑区地域福祉保健計画
「つづき あい」の本冊子、概要版、地区別計画冊子が完成しました。第４期も引き続き、
計画の周知・推進をよろしくお願いします。
◆資料：①本冊子…席次配布のみ
②概要版…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。）
③地区別計画冊子…該当地区のものを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：045-948-2344）
＜参考 URL＞
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/fukushi_kaigo/chiikifukushi/fukus
hi-plan/4kichifuku.html
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③連絡・報告事項（取組協力依頼事項も含む）
11

119 情報について

［資料 11］

（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。

12

治安情勢等について

［資料 12］

（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
会場

令和３年７月 21 日(水)
午後１時 30 分から
都筑区役所 ６階大会議室

≪ 【参考】提出期限一覧 ≫（令和３年６月 21 日時点）
期限

議

題

番号・ページ

所管課（提出先）

６月 28 日（月）～
７月 26 日（月）

令和３年度『つづき あい』 基金助成金申請書

区-1

６月-P.3

都筑区
社会福祉協議会

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必要書類提出

市-2

４月-P.2

地域振興課

市-2

６月-P.1

環境創造局
管路保全課

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

８月 16 日（月）～
令和４年１月 28 日
（金） マンホールトイレ設置助成申請

８月 31 日（火）
４月１日（木）～
９月 30 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）

初期消火器具等設置費用の一部補助 申請書
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