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都筑区の人口データ
・ 人 口 ２１４，８７１ 人 （男 105,267 人
(前月比：
+１２８ 人 (男
+54 人
・ 世帯数
８５，９４７ 世帯
(前月比：
+１２０ 世帯)
・ 面 積 ２７．８７ ｋ㎡
※令和３年９月１日現在。増減数は前月比です。

女 109,604 人）
女
+74 人)

《 市連報告事項 》
②連絡・報告事項（取組協力依頼事項も含む）
１

新型コロナウイルスワクチン集団接種会場について ［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

交通アクセスの良い場所を新しく集団接種会場として開設します。あわせて、夜 17 時以
降も接種が受けられる会場を増やすことで、多様なライフスタイルに合わせたワクチン接種
ができるよう、市内 18 会場で集団接種を進めていきます。
9/6 に記者発表しましたので、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/

２

災害用備蓄食料の無償配布（有効活用）について

（総務局地域防災課）

［資料２］

中村（なかむら）都筑区総務課長

横浜市の備蓄食料を知っていただくことや家庭内での備蓄を進めていただくこと等の防
災意識の啓発や食品ロス削減の観点から、賞味期限内の備蓄食料を無償でお配りします。今
年度は配布場所を２か所に増やして配布を行います。
◆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＞総務局地域防災課（電話：045-671-2011）
＜参考 URL＞
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bousaisaigai/wagaya/jishin/bichikuhin/yukoukatuyo.html
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３

応急仮設住宅の円滑な建設に向けた予備調査について［資料３］

（建築局住宅政策課）

中村（なかむら）都筑区総務課長

応急仮設住宅は、速やかな建設を図るため、災害救助法により、災害発生から 20 日以内
の工事着工が定められています。このことから、本市では、大規模災害時における建設候補
となる用地のデータベースを作成しています。さらに、平成 31 年４月には、災害救助法に
よる「救助実施市」の指定を受けたことから、より一層の円滑な建設に向けた模擬的な検討
を行うため、データベースの中から一定の条件で、市内 37 箇所を選定し、予備調査を行い
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＞建築局住宅政策課（電話：045-671-2922）
＜参考 URL＞－

《 区関係報告・依頼事項 》
①依頼事項（出席・推薦・申請・募金等）
４

第 49 回衆議院議員総選挙における投票管理者・投票立会人の
推薦及び啓発ポスター掲出の依頼について
［資料４］

（都筑区選挙管理委員会（総務課））

中村（なかむら）書記次長（総務課長）

第 49 回衆議院議員総選挙の執行にあたり、投票管理者・立会人等の推薦及び啓発ポスタ
ーの掲出をお願いいたします。なお、執行想定日が未定ですが、投票管理者や立会人等を御
推薦いただく期間をふまえ、本日依頼させていただきます。
選挙期日が決定次第、速やかに連絡いたします。
１ 地区連合町内会自治会による当日投票所の投票管理者・投票立会人の推薦と、投票管理
者による民間従事者の推薦をお願いします。
（１）依頼人数
投票管理者 投票所ごとに１名
投票立会人 投票所ごとに２名
民間従事者 投票所ごとに８～９名 ※投票管理者による選任
（２）推薦書提出期限
令和３年 10 月 8 日（金）
２ ポスターの掲出について
公示日あたりに啓発ポスターを送付いたしますので、自治会町内会の掲示板へ掲出をお
願いいたします。
◆資料：席次配布（連長）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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５

共同募金運動への協力依頼について

［資料なし］

（神奈川県共同募金会横浜市都筑区支会）

半田（はんだ）事務局長

10 月 1 日から全国一斉に共同募金運動が実施されます。今年度も「つながりをたやさな
い社会づくり」をテーマに掲げ、地域福祉を推進してまいります。
募金運動にかかる資材をお送りしますので、御協力をお願いいたします。
なお、今年度も新型コロナウイルス感染防止のため、衛生面にご留意いただき、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 目安額
（１）赤い羽根共同募金 1 世帯あたり 255 円
（２）年末たすけあい募金 1 世帯あたり 200 円
２ 実施期間
令和３年 10 月１日（金）～令和３年 12 月 27 日（月）
３ 事務局
神奈川県共同募金会横浜市都筑区支会
（都筑区社会福祉協議会内/Tel:045-943-4058）

◆資料：なし。
＜問合せ先＞都筑区社会福祉協議会（電話：045-943-4058）
＜参考 URL＞－

６

令和３年度都筑区交通安全功労者表彰候補者の推薦について
（依頼）［資料６］

（地域振興課）

篠﨑（しのざき）地域振興課長

本年も、都筑区では交通安全と交通道徳の普及・高揚に顕著な功績のあった個人又は団体
に対して感謝の意を表し、なお一層の活動の推進を期する目的で、交通安全功労者表彰を実
施しております。
つきましては、各連合町内会自治会から候補者を御推薦いただきますよう、お願い申しあ
げます。

◆資料：席次配布（連長）のみ。
＜問合せ先＞地域振興課（電話：045-948-2232）
＜参考 URL＞－
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７ 令和３年度「都筑スポーツ・文化賞」表彰候補者の調査票の提出
依頼について
［資料７］
（地域振興課）

篠﨑（しのざき）地域振興課長

都筑区では、スポーツ・文化の分野においてめざましい活躍、顕著な功績のあった個人ま
たは団体に対して「都筑スポーツ・文化賞」を授与しています。
令和２年 11 月 1 日（日）から令和３年 10 月 31 日（日）の期間で、スポーツ・文化の分
野において、めざましい活躍、顕著な功績のあった個人または団体がいらっしゃる場合には、
表彰候補者として調査票の御提出をお願いいたします。近年、多種多様な大会が全国で開催
されており、大会の規模や受賞内容についての事前の精査が必要となるため、推薦書の御提
出に先立ちまして、調査票の提出をお願いするものです。大会の内容等を確認した後、別途
個別に推薦書の提出依頼をさせていただきます。
原則、都筑スポーツ・文化賞の推薦には本調査票の御提出が必須となりますので、御了承
ください。

◆資料：席次配布（連長）のみ。
＜問合せ先＞地域振興課（電話：045-948-2235）
＜参考 URL＞－

②配布等依頼事項（班回覧・ポスター掲示等）
８

第 27 回都筑区民まつりの中止のお知らせについて［資料８］

（地域振興課）

篠﨑（しのざき）地域振興課長

第 27 回都筑区民まつりは、二年連続の中止とならないよう、感染症対策に最大限配慮し
た準備を進めてまいりましたが、９月 12 日までの緊急事態宣言が９月 30 日まで再延長さ
れたことを踏まえ、残念ながら中止とさせていただくことになりました。
毎年大勢の方にお楽しみいただいている区民まつりが色あせないように、ささやかではあ
りますが企画を御用意させていただきました。つきましては、企画のチラシについて、ポス
ター掲示の御協力をお願いいたします。

◆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＞地域振興課（電話：045-948-2231）
＜参考 URL＞
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shien/shien/ts
uzukikuminnmaturi.html
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９

令和３年度

都筑野菜朝市の開催について（下半期） ［資料９］

（区政推進課）

川島（かわしま）区政推進課長

地元の農家さんに御協力いただき、都筑区総合庁舎で定期開催している都筑野菜朝市につ
いて、令和３年度下半期の開催日が決まりましたのでお知らせいたします。
なお、令和２年度まで朝市は毎月第２・４土曜日に開催していましたが、令和３年度より、
曜日が変更となり、毎月第２・４火曜日及び第４土曜日に変更となっております。また併せ
て、開催場所も、これまで総合庁舎前で開催していたものを、駐車場横 通路に変更となり
ます。
こちらの開催チラシについて、ポスター掲示の御協力をお願いいたします。
（実施日時） 毎月第２・４火曜日及び第４土曜日 午前９時 30 分～正午
※売り切れ次第終了
※出店者の情報は、都筑区ホームページで確認できます。

◆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＞区政推進課（電話：045-948-2227）
＜参考 URL＞
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/shokai/kogyo-nogyo/nougyo/page3.html

10 「シニア楽農園」１日体験参加者募集
（区政推進課）

［資料 10］
川島（かわしま）区政推進課長

「シニア楽農園事業」は、地域での友人関係づくり及び周辺農環境の保全を目的に、「シ
ニア楽農園の会」、都筑区役所及び農園主の３者による協働事業として実施しています。毎
年２月に実施している新規参加者募集に向けて、活動内容や雰囲気を感じてもらうことを目
的に「シニア楽農園１日体験」を開催します。
つきましては、各地区における周知に御協力いただきますよう、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＞区政推進課（電話：045-948-2226）
＜参考 URL＞
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/shokai/kogyo-nogyo/nougyo/page6.html
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11 令和３年度「高齢者インフルエンザ予防接種のご案内」について［資料11］
（福祉保健課）

室山（むろやま）福祉保健課長

毎年度実施されている、高齢者インフルエンザの予防接種の接種費用の助成が、今年度も
10 月 1 日から 12 月 31 日まで実施されます。事業周知のため、
「令和３年度高齢者インフル
エンザ予防接種のご案内」のポスター掲示をお願いします。
掲出方法については、パンフレット表面を掲示してください。
◆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＞福祉保健課（電話：045-948-2350）
＜参考 URL＞
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/yobosesshu/koureiinflu.html

③連絡・報告事項（取組協力依頼事項も含む）
12

横浜市長選挙の結果について

（都筑区選挙管理委員会（総務課）
）

［資料 12］
中村（なかむら）書記次長（総務課長）

令和３年８月 22 日執行の横浜市長選挙では、投票管理者・投票立会人の御推薦をはじめ、
実施にあたり多大な御協力をいただき、ありがとうございました。都筑区の選挙結果を御報
告します。
◆資料：席次配布（連長）のみ。
＜問合せ先＞総務課（電話：045-948-2215・2216）
＜参考 URL＞－

13

令和３年度首都圏放置自転車・バイククリーンキャンペーン
について（依頼）
［資料 13］

（地域振興課）

篠﨑（しのざき）地域振興課長

10 月１日(金)～10 月 31 日(日)の１か月間、
「放置自転車・バイククリーンキャンペーン」
を実施します。 安全で円滑な交通環境の確保を図るため、
「放置自転車・バイクの防止」
「交
通ルールの遵守と駐車マナーの向上」を重点に展開し、「横浜市自転車等の放置防止に関す
る条例」に基づく対策を推進します。自治会・町内会におかれましても、配付します「放置
自転車・バイククリーンキャンペーン 横浜市実施要綱」を御覧いただき、運動の趣旨を会
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＞－
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14

119 情報について

［資料 14］

（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。

15

治安情勢等について

［資料 15］

（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 10 月 21 日(木)
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９月 21 日時点）

９月 30 日（木）に延長

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

期限

議

題

番号・ページ

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

区-1

９月-P.4

選挙管理委員会
（総務課）

初期消火器具等設置費用の一部補助 申請書
第 49 回衆議院議員総選挙

10 月８日（金）

所管課（提出先）

投票管理者・投票立会人推薦内申書
民間従事者名簿

11 月８日（月）

都筑スポーツ・文化賞表彰候補者調査票

区-4

９月-P.7

地域振興課

11 月 30 日(火)

都筑区交通安全功労者表彰候補者推薦書

区-3

９月-P.3

地域振興課
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