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都筑区の人口データ
・ 人 口 ２１４，８５８ 人 （男 105,228 人
(前月比：
－１３ 人 (男
-39 人
・ 世帯数
８５，９７５ 世帯
(前月比：
+２８ 世帯)
・ 面 積 ２７．８７ ｋ㎡
※令和３年 10 月１日現在。増減数は前月比です。

女 109,630 人）
女
+26 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

年末年始のごみと資源物の収集日程

（資源循環局業務課）

［資料１］

高津（たかつ）資源循環局都筑事務所長

年末年始のごみと資源物の収集は、12 月 31 日（金）から１月３日（月）まで、お休みさ
せていただきます。また、今年度は、燃やすごみの収集が「月・金曜日」の地域について臨
時収集日を設けます。
今年度も昨年度同様チラシの班回覧については中止し、各自治会・町内会掲示板へのチラ
シ掲載依頼とします。また、11 月下旬に、各自治会・町内会へチラシを配送させていただ
きますので、御協力よろしくお願いいたします。
そのほか、各集積場所への収集日程表の貼付や、広報よこはま 12 月号（市版）への掲載
により、市民の皆様にお知らせしてまいります。
◆資料：ポスター掲示をお願いします。（11 月区連会終了後、必要部数を送付します。）
＜問合せ先＞資源循環局業務課（電話：045-671-3815）
＜参考 URL＞－
市連会では上記の依頼をしておりますが、都筑区では例年どおり、班回覧も依頼して
おります。詳細は、３頁（議題６）を参照ください。

②連絡・報告事項（取組協力依頼事項も含む）
２

横浜みどりアップ計画[2019-2023] 2020 年度実績
概要版リーフレット作成のご報告について

（環境創造局みどりアップ推進課）

［資料２］

関根（せきね）環境創造局北部農政事務所長
岩本（いわもと）都筑区総務部税務課長

「緑豊かなまち横浜」を次の世代に引き継いでいくために、「横浜みどり税」を財源の一
部にして「横浜みどりアップ計画」を推進しています。2020 年度を振り返り、取組の成果を
事業報告書にまとめましたので御報告いたします。概要版のリーフレットと、横浜みどり税
のチラシについては、市連会及び区連会での説明後に、単位自治会町内会長あてに送付させ
ていただきます。
なお、リーフレットについては、例年、各自治会・町内会へ班回覧を依頼しておりました
が、今年度は、新型コロナウィルスの影響により回覧を見合わせています。
◆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＞環境創造局みどりアップ推進課（電話：045-671-2712）
＜ 参 考 URL ＞ https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/midorikoen/midori_up/jigyou_houkoku.html（10 月下旬公開予定）
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３

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３］

（健康福祉局健康安全課）

中村（なかむら）都筑区総務課長

・現在、全 18 会場ある集団接種会場のうち、13 会場は２回目接種の終了日にあわせ、順次、
会場を閉じていきます。
・11 月から２回接種ができる集団接種会場は５か所となります。
・今後、集団接種会場の接種予約は、限られた会場での受付となりますので、接種をご希望
する方は、是非この機会にご予約ください。
・10 月 11 日(月)に記者発表した内容を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/

《 区関係報告・依頼事項 》
①依頼事項（出席・推薦・申請・募金等）
４

令和３年度「地域のつどい」の開催について

（区政推進課）

［資料４］

川島（かわしま）区政推進課長

都筑区では、市民の意見、要望、提案、苦情等の情報を受け止め、本市の施策・事業に生
かすことにより、市民満足度の向上及び共感と信頼の区政の推進に役立てることを目的とし
て様々な手段で広聴事業を実施しています。
広聴事業の一環として「地域のつどい」を希望する地域を対象に開催いたします。
◆資料：席次配布（連長）のみ。
＜問合せ先＞区政推進課（電話：045-948-2221）
＜参考 URL＞－
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５

防犯のための研修会・青色回転灯自主防犯パトロール講習会・
青パト出陣式について
［資料５］

（地域振興課）

篠﨑（しのざき）地域振興課長

都筑区役所と都筑警察署の共催により、防犯活動のための研修会、青色回転灯防犯パトロ
ール講習会及び青パト出陣式を開催いたします。参加者を御選出いただきますようお願いい
たします。
申し込み方法 FAX または E メール
申し込み期限 令和３年 12 月３日（金）
◆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：045-948-2234）
＜参考 URL＞－

②配布等依頼事項（班回覧・ポスター掲示等）
６

年末年始のごみと資源物の収集日程

（資源循環局業務課）

［資料６］

高津（たかつ）資源循環局都筑事務所長

年末年始のごみと資源物の収集は、12 月 31 日（金）から１月３日（月）まで、お休みさ
せていただきます。また、今年度は、燃やすごみの収集が「月・金曜日」の地域について臨
時収集日を設けます。
日程をお知らせするためのチラシについては、市からのポスター掲示依頼に加えて、区で
は例年どおり、班回覧を依頼します。11 月下旬に、各自治会・町内会へ配送させていただき
ますので、周知の御協力を御願いいたします。
◆資料：回覧をお願いします。（11 月区連会終了後、必要部数を送付します。）
＜問合せ先＞資源循環局都筑事務所（電話：045-941-7914）
＜参考 URL＞－

７ 都筑区自治会町内会加入促進に関するお知らせについて［資料７］
（地域振興課）

篠﨑（しのざき）地域振興課長

自治会町内会への加入促進について、班長・組長の皆様へ加入促進支援ツール等を紹介し
たお知らせを配付させていただきます。
「案内方法が分からない」
「初めて班長や組長をやっ
ています」という方へのサポートもございますので、御活用ください。
◆資料：回覧ルートで送付します。（班長・組長宛）
＜問合せ先＞地域振興課（電話：045-948-2231）
＜参考 URL＞－
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８

区民活動センター広報紙縁ジン 28 号の班回覧依頼

（地域振興課）

［資料８］

篠﨑（しのざき）地域振興課長

区民活動センター広報紙縁ジン 28 号が 10 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

９

第 10 回都筑区自治会町内会川柳コンクール作品募集について
［資料９］

（地域振興課）

篠﨑（しのざき）地域振興課長

自治会町内会の存在や活動を身近に感じる機会として、どなたでも参加ができる「都筑区
自治会町内会 川柳コンクール」を実施します。
自治会町内会活動での出来事や、近隣住民との交流などを表現した川柳作品を募集します。
【募集期間】令和３年 11 月１日（月）～令和４年１月 11 日（火）
【応募資格】都筑区内に在住、在勤、在学または都筑区内で活動している人
【応募方法】はがき・申込フォーム・ＦＡＸ・E メールで、川柳作品・氏名・住所・連絡先
(電話番号)、を明記して、応募先へ送付。※おひとり 10 作品まで
【応募先・問合せ先】
都筑区茅ケ崎中央３２－１ 都筑区役所地域振興課
電話：９４８－２２３１
Fax：９４８－２２３９
申込フォーム：右二次元コード
Ｅメール：tz-chishin@city.yokohama.jp
◆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/jichikai
/senryuu.html
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10

令和３年度つづきウォーク＆フェスタについて

（地域振興課（都筑区青少年指導員連絡協議会））

［資料 10］

篠﨑（しのざき）地域振興課長

令和３年度つづきウォーク＆フェスタについては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため中止となりました。
代わりに、区役所１階区民ホールにてパネル展等を実施します。ポスター掲示による周知
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：045-948-2236）
＜参考 URL＞
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/kyodo_manabi/manabi/seishonen/walkandfesta.html
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全市統一行動キャンペーン活動啓発チラシ（青少年）について［資料 11］

（地域振興課（都筑区青少年指導員連絡協議会））

篠﨑（しのざき）地域振興課長

市民の青少年健全育成に対する意識を高めるため、「子供・若者育成支援強調月間」であ
る 11 月に、毎年全青少年指導員が各地域でキャンペーンを行っています。今年度について
は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため啓発チラシの配布は行わず、ポスターの掲示の
み依頼します。
◆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：045-948-2236）
＜参考 URL＞
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/ikusei/renkei/seisyounensidouin.html
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都筑区民生委員児童委員協議会
について

（福祉保健課）

広報紙「都筑の和」第 25 号
［資料 12］
室山（むろやま）福祉保健課長

民生委員・児童委員の活動を紹介する広報紙「都筑の和」第 25 号が完成いたしました。
広く区民の方に知っていただくため、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＞
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/fukushi_kaigo/chiikifukushi/minse
i-zidou/minsei.html
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13

令和３年度在宅要介護者訪問歯科健診事業について［資料 13］

（高齢・障害支援課

・

都筑区歯科医師会）
西橋（にしはし）高齢・障害支援課長

在宅要介護者訪問歯科検診事業は、無料で歯科医師によるむし歯、歯周病のチェック、お
口の機能のチェック、歯科衛生士による歯みがきアドバイス等を行います。令和３年度の実
施につき、回覧板による周知に御協力をお願いいたします。
【対象者】
・市内在住で歯科健診に行くことができない 75 歳以上且つ、原則として要介護３以上の方
で、現在、医療保険や介護保険において歯科に関する治療・管理を受けていない方。
・先着 490 名限定
◆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＞（一社）横浜市歯科医師会 歯科医療連携室（電話：0120-814-594）
＜参考 URL＞https://www.yokoshi.net/

③連絡・報告事項（取組協力依頼事項も含む）
14「横浜型地域包括ケアシステムの構築に向けた都筑区アクション
プラン」
（素案）に対する区民意見募集について
［資料 14］
（高齢・障害支援課）

西橋（にしはし）高齢・障害支援課長

「横浜型地域包括ケアシステムの構築に向けた都筑区行動指針」を「都筑区アクションプ
ラン」へと改定するにあたり、区民の方から広くご意見を伺うため、素案をもとに区民意見
募集を実施します。
１ 実施期間
令和３年 11 月１日（月）～11 月 30 日（火）
２ 意見の提出方法
ホームページ（電子申請システム）、電子メール、ＦＡＸ
３ 素案の配布場所
・都筑区役所高齢・障害支援課（区役所２階 21 番窓口）
・都筑区社会福祉協議会、都筑区内地域ケアプラザ
・都筑区ホームページ（地域包括ケア関連ページへの掲載を予定）
◆資料：席次配布（連長）のみ。
＜問合せ先＞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/care-plan/
※11 月１日更新予定
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15

令和３年度都筑区自治会町内会長感謝会における永年在職者
表彰について
［資料 15］

（地域振興課）

篠﨑（しのざき）地域振興課長

区長主催による令和３年度都筑区自治会町内会長感謝会を開催します。長期在職者の方を
対象に表彰をさせていただきますので、対象者について御確認ください。なお、感謝会の詳
細は、決定次第御報告させていただきます。
１ 区長主催感謝会
（１）表彰対象
在職期間５年の方（あわせて市長表彰対象者の方を御紹介します）
（２）開催予定場所
都筑区役所
（３）開催時期
令和４年３月３日（木） 13 時 30 分から 15 時 00 分
２ 自治会・町内会長在職年数一覧の確認について
表彰者を確認させていただくため、別紙一覧の就任年数を御確認いただき、修正箇所等
がございましたら 11 月５日（金）までに御連絡をお願いいたします。
地域振興課地域振興係 田野井・佐野 宛
電話：045-948－2231 / FAX：045-948－2239
◆資料：席次配布（連長）のみ。
＜問合せ先＞地域振興課（電話：045-948-2231）
＜参考 URL＞－

16

都筑区自治会町内会紹介冊子「つながる tsuzuki」の発行について
［資料 16］

（地域振興課）

篠﨑（しのざき）地域振興課長

自治会町内会の魅力を発信し、より多くの方に加入していただくことを目的に、自治会町
内会紹介冊子「つながる tsuzuki 2021」を発行しました。各自治会町内会長宛に５部ずつ
お送りしておりますが、担当まで御連絡いただければ必要部数を窓口にてお渡ししますので、
是非未加入世帯への加入の呼びかけに御活用ください。
◆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＞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/jichikai
/tsunagarutsuzuki.html
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119 情報について

［資料 17］

（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。

18

治安情勢等について

［資料 18］

（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 11 月 19 日(金)
午後１時 30 分から
都筑区役所 ６階大会議室

会場

≪ 【参考】提出期限一覧 ≫（令和３年 10 月 21 日時点）
期限
11 月５日（金）

議

題

番号・ページ

自治会町内会長感謝会

所管課（提出先）

区-10

10 月-P.7

地域振興課

永年在職者表彰在職年数一覧
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 19 日（金）

「地域のつどい」の開催に係る調査票

区-1

10 月-P.2

区政推進課

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

区-2

10 月-P.3

地域振興課

12 月３日（金）

防犯活動のための研修会・青色回転灯自主
パトロール講習会・青パト出陣式参加申込書
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