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都筑区の人口データ
・ 人 口 ２１４，７４８ 人 （男 105,220 人 女 109,528 人）
(前月比：
+８３ 人 (男
+3 人 女
+80 人)
・ 世帯数
８５，７８７ 世帯
(前月比：
+８５ 世帯)
・ 面 積 ２７．８７ ｋ㎡
※令和３年７月１日現在。増減数は前月比です。

《 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

「共同募金都筑区だより」の配布について

（共同募金会都筑区支会）

［資料１］
半田（はんだ）事務局長

今年度も 10 月から全国一斉に共同募金運動が始まります。運動に先立ち、地域の皆様に
募金の使途等をお伝えすることを目的に「共同募金都筑区だより」の全戸配布を行いたく、
お手数おかけいたしますが、自治会町内会の皆様の御協力を賜りますようお願いいたします。
本年度も新型コロナウイルスの感染リスクを考慮し、できる範囲での御協力を賜りますよう
お願いいたします 。
１

依頼事項
自治会町内会を通じた「共同募金都筑区だより」の各世帯の配布
２ 送付時期
令和３年８月下旬（「広報よこはま」９月号と同時期）
３ 送付方法
配送業者から各自治会町内会の広報担当者様宛に直接送付いたします。
４ 配布手数料
１部につき２円の手数料を各自治会町内会にお支払いいたします。
５ 「共同募金都筑区だより」概要
（１）体裁 Ａ４（両面）１枚
（２）内容 令和２年度共同募金実績及び配分実績
令和３年共同募金運動への協力依頼
◆資料：席次配付のみ。
＜問合せ先＞都筑区社会福祉協議会（電話：045-943-4058）
＜参考 URL＞なし
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②連絡・報告事項（取組協力依頼事項も含む）
２

令和３年度横浜市総合防災訓練の実施について

（総務局緊急対策課）

［資料２］

吉川（よしかわ）総務局緊急対策課担当課長

令和３年度の横浜市総合防災訓練を 11 月７日（日）西区みなとみらいの耐震バースを中
心に実施します。
今年度は、内閣府（政府調査団）による視察を含む大規模な訓練を予定しています。コロ
ナ感染対策として、実動訓練会場の一般見学席はインターネットによる事前募集を行い、抽
選により見学者を決定します。
◆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＞総務局緊急対策課（電話：045-671-2064）
＜ 参 考 URL ＞ https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bousaisaigai/shitaisaku/kunren/sougoukunren.html

３

新型コロナワクチンの接種にかかる在宅高齢者等への支援について
［資料３］

（健康安全課ワクチン接種調整等担当）

中村（なかむら）都筑区総務課長

日頃の見守り活動の中でワクチン接種を御希望される方のうち、支援が特に必要と考えら
れる方がいらっしゃった際には、区高齢・障害支援課や地域ケアプラザ等、その方が日常的
に御相談されている先へおつなぎいただくなどの御協力をお願いいたします。
◆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＞健康安全課ワクチン接種調整等担当（電話：045-671-4036）
＜参考 URL＞
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/vaccine/vaccine-portal/

４

横浜市空家等に係る適切な管理、措置に関する条例の施行について
［資料４］

（建築局建築指導課）

村上（むらかみ）建築局建築指導課建築安全担当課長

空家等の適切な管理を促進し､管理不全な空家等の防止･解消につなげることを目的とし
た横浜市空家等に係る適切な管理、措置に関する条例を８月に施行します。
リーフレットは市役所、各区役所等で配布するほか、市ホームページにも掲載します。
◆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＞建築局建築指導課（電話：045-671-4539）
＜参考 URL＞
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/shiryo/keikaku/housdata.html#2akiya
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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］

守谷（もりや）都市整備局 IR 推進課担当課長

１

横浜ＩＲを考える有識者対談
横浜ＩＲの実現にあたり、ギャンブル等依存症や治安など、ＩＲを構成する施設の一つで
あるカジノに起因する懸念事項への取組について、市民の皆さまに理解を深めていただくた
め、有識者による対談を行い、収録した映像を横浜市公式 YouTube チャンネルで配信しま
す。
◆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.youtube.com/user/CityOfYokohama

６

東京 2020 大会横浜版ウェルカムガイドブックの発行について（周知）
［資料６］

（市民局オリンピック・パラリンピック推進課）

篠﨑（しのざき）都筑区地域振興課長

東京 2020 オリンピックが７月 23 日（金・祝）に開会します。
横浜市では、横浜ゆかりの日本代表選手や市内の開催競技、事前キャンプ・ホストタウン
情報などを掲載したオリジナルのガイドブックを発行します。７月下旬から各区役所の窓口
での配布、特設ウェブサイトへの掲載を行いますので、御自宅での観戦等にぜひ御活用くだ
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＞市民局オリンピック・パラリンピック推進課（電話：045-671-3690）
＜参考 URL＞https://tokyo2020.city.yokohama.lg.jp/

７ 「地域づくり大学校」の修了生の活動事例をホームページで発信します！
［資料７］
（市民局地域活動推進課）

篠﨑（しのざき）都筑区地域力推進担当課長

６月 30 日に記者発表した地域づくり大学校修了生の活動事例についての情報提供です。
横浜市では、地域活動の担い手を育成する取組として、
「地域づくり大学校」
（地域大）を NPO
法人等と協働で実施しており、その修了生から地域課題の解決や魅力づくりにつながる様々
な取組が生まれています。そこで、地域大修了生の活動事例を 18 区から１例ずつまとめて、
ホームページで発信しました。
◆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：045-671-3624）
＜参考 URL＞
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shiminkyodo/kyodo/jirei/chiikidai.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）
８

都筑区体育協会総会報告及び会費納入依頼

（都筑区体育協会）

［資料８］
小林（こばやし）事務局長

都筑区体育協会令和３年度総会は、104 名（内、委任状 63 名）の参加を得て承認可決され
ましたので、令和２年度の事業及び会計決算並びに令和３年度の事業計画及び予算について
総会議案書を送付し、報告とします。
また、令和３年度体育協会会費についての納入を御願いします。同封の振込用紙をもとに、
農協に振込を御願いします。
◆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＞都筑区体育協会（電話：941－1654（090－8878－0459））
＜参考 URL＞なし

９

令和３年度共同募金運動用必要資材の調査及び共同募金運動の御説明
［資料９］

（共同募金会都筑区支会）

半田（はんだ）事務局長

各自治会町内会への募金の依頼に際し、御利用いただく各種資材の必要数につきまして、
別紙調査票により、８月 20 日（金）までに御回答いただきますようお願いいたします。
なお、寄付者にお渡しいただく「赤い羽根」について、昨年度同様に「ありがとうステッ
カー」も御案内いたしますので、いずれかの御回答をお願いいたします。
その他、御希望がありましたら、自治会町内会の定例会等において募金運動についての御
説明をさせていただきます。希望日の２週間前までに御連絡ください。
◆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＞都筑区社会福祉協議会（電話：045-943-4058）
＜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）
10

第 13 回都筑区認知症フォーラムの開催について

（認知症サポート連絡会
都筑区高齢・障害支援課）

［資料 10］

西橋（にしはし）都筑区高齢・障害支援課長

都筑区では、認知症への理解を深めていただくことを目的に、都筑区認知症フォーラムを
開催します。
つきましては、本事業を区民の皆様に周知したくチラシを作成しましたので班回覧への御
協力をお願い申し上げます。
日時：令和３年９月 12 日（日）14：00～15：10
会場：都筑区役所 6 階大会議室
都筑区内地域ケアプラザ（Zoom 配信）
内容：認知症当事者のお話など
定員：区役所 50 名程度
区内地域ケアプラザ（Zoom 配信）各 20 名程度
申込：８月 11 日（水）～９月３日（金）
電話、FAX、インターネット
関連イベント「認知症パネル展」＊予約不要
日時：令和３年９月３日（金）～９月８日（水）
会場：区役所１階区民ホール
◆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＞都筑区高齢・障害支援課（電話：045-948-2306）
＜参考 URL＞
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/fukushi_kaigo/koreisha_kaigo/ninc
hi/tudukininchi.html
※８月上旬までに更新予定
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11

横浜市「ひとり暮らし高齢者等『地域で見守り』推進事業」実施の
お知らせ
［資料 11］

（福祉保健課）

室山（むろやま）福祉保健課長

横浜市では、民生委員・児童委員、地域ケアプラザ、区役所が連携し、日常の相談支援や
地域における見守り活動につなげていくため、75 歳以上のひとり暮らしなどの皆様の御家
庭を訪問する取組を行っています。
９月から 11 月にかけて、各地域を担当する民生委員・児童委員が対象となるお宅を訪問
し、近況や日常生活の困りごとなどを伺います。
つきましては、本事業を区民の皆様に周知したく、チラシを作成いたしましたので、班回
覧への御協力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＞福祉保健課（電話：045-948-2341）
＜参考 URL＞なし
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都筑区 区民文化センターニュース 第７号

（区政推進課）

［資料 12］

川島（かわしま）区政推進課長

文化観光局及び都筑区では、都筑区センター北駅前（ 中川中央一丁目９番１、２ ）の土
地（約 1.2ha）にて、都筑区民文化センター（仮称）の整備を進めています。この度、整備
の進捗状況をニュースとして掲載した「都筑区 区民文化センターニュース第７号」を発行
しましたのでお知らせします。
◆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＞：区政推進課（電話：045-948-2227）
＜参考 URL＞：
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/machizukuri_kankyo/machizukuri/kubunkentou.html
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広報紙縁ジン 27 号

［資料 13］

（地域振興課）

篠﨑（しのざき）地域振興課長

広報紙縁ジン 27 号が７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
6

③連絡・報告事項（取組協力依頼事項も含む）
14

広報よこはま等の配布部数（令和３年度上半期分）の確認について（依頼）
［資料 14］

（区政推進課）

川島（かわしま）区政推進課長

令和３年度上半期（令和３年４月～令和３年９月）分の「広報よこはま」等の配布謝金を
お支払いするにあたり、配布部数の確認のため、各自治会町内会長様あてに郵送で確認票を
お送りいたします。
【今後の予定】
① ８月中旬に各会長様あて依頼文を郵送いたします。
②配布部数を御確認いただき、９月 10 日（金）までに 『配布部数確認票』の確認と『口座
振替依頼書』へ必要事項を御記入いただき、同封の返信用封筒で御返送ください。
③ 配布謝金は『口座振替依頼書』に記載された口座に 11 月末日までに準備ができ次第、お
振り込みさせていただきます。
なお、配布謝金の対象は「広報よこはま」「県のたより」「ヨコハマ議会だより」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＞：区政推進課（電話：045-948-2222）
＜参考 URL＞：なし
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令和３年度秋の全国交通安全運動について（依頼） ［資料 15］

（地域振興課）

篠﨑（しのざき）地域振興課長

９月 21 日(火)～９月 30 日(木)の 10 日間、秋の全国交通安全運動を実施します。すべて
の区民を交通事故から守るために、
「子どもと高齢者の安全な通行の確保」
「早朝、夕暮れ時
と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通事故防止」など６項目を重点に、交通ルール遵守と交
通マナー向上に取り組む運動を実施します。自治会・町内会におかれましても、配付します
「秋の全国交通安全運動 横浜市実施要綱」を御覧いただき、交通事故防止の徹底を会員に
周知いただくよう御協力をお願いします。
◆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＞：地域振興課（電話：045-948-2232）
＜参考 URL＞：なし
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16

119 情報について

［資料 16］

（都筑消防署）

田中（たなか）都筑消防署総務・予防課予防係長

都筑区の消防状況について報告します。

17

治安情勢等について

［資料 17］

（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９月 21 日(火)
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７月 21 日時点）
期限
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

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 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

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

市-2

６月-P.1

環境創造局
管路保全課

８月 20 日（金）

区-2

７月-P.4

都筑区
社会福祉協議会

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

８月 31 日（火）

令和２年度報告

８月 31 日（火）

題

番号・ページ

共同募金運動用必要資材調査票

令和３年度申請

８月 31 日（火）

議

所管課（提出先）
都筑区
社会福祉協議会

９月 10 日（金）

広報よこはま等配布部数確認票

区-7

７月-P.8

区政推進課

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
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