都筑区連合町内会自治会
11 月定例会
令和４年 11 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

都筑区連合町内会自治会ホームページ
毎月の区連会レジュメ（本紙）のほか、各地区からの地域行事やお知らせ
等も随時掲載しています。ぜひ御活用ください。
ＵＲＬ：https://www.tuzuki-kurenkai.net/
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都筑区の人口データ
・ 人 口 ２１４，８９９ 人 (男 105,199 人 女 109,700 人）
(前月比：
＋１６２ 人 (男
+109 人 女
+53 人))
・ 世帯数
８７，２２７ 世帯
(前月比：
１１９ 世帯)
・ 面 積 ２７．８７ ｋ㎡
※令和４年 11 月１日現在。増減数は前月比です。

《 市関係報告・依頼事項 》

配布等依頼（班回覧・ポスター掲示等）
１ 新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行に備えた広報
について
［資料１］
（健康福祉局健康安全課）

三室（みむろ）健康福祉局ワクチン接種調整等担当課長

新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行に備え新型コロナの検査キットや解熱
鎮痛薬等の常備や感染予防対策の周知を図るため、広報用のチラシ及びワクチンの接種間
隔短縮について掲載した「ワクチンニュース No18」を作成しましたので各自治会町内会の
掲示板への掲出（表面のみ）をお願いします。
◆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＞
・検査キット、感染予防対策等
健康福祉局健康安全課（電話：６７１－２４４５）
・ワクチン接種
健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当（電話：６７１－４８４１）
＜参考 URL＞
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenkoiryo/yobosesshu/kansensho/coronavirus/covid19_shimin.html#E73A1
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenkoiryo/yobosesshu/vaccine/vaccine-portal/sessyuken.html

連絡・報告事項
２

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について ［資料２］
（健康福祉局総務課）

佐藤（さとう）総務課長

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住
民税非課税世帯等に給付金を支給します。
◆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＞横浜市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金コールセンター
（電話：０１２０－０４５－３２０）
＜参考 URL＞
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/fukushikaigo/hikazeimukekyufu/kakakukotokyufu/kakakukoto.html
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３ 民生委員・児童委員及び主任児童委員の一斉改選に伴う推薦
結果について
［資料３］
（健康福祉局地域支援課）

室山（むろやま）福祉保健課長

民生委員・児童委員及び主任児童委員の一斉改選にあたりましては、候補者推薦に御協
力いただき、誠にありがとうございました。
市の推薦会及び審査会を経て、御推薦いただいた全ての候補者について、適任であると
認められましたので、横浜市長より厚生労働大臣へ推薦し、12 月１日付にて委嘱されるこ
ととなっています。
御協力いただきました各連合町内会自治会長様、各自治会町内会長様等にあてて、推薦
結果の御報告と御礼状を送らせていただきます。
◆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＞都筑区福祉保健課（電話：９４８－２３４１）
＜参考 URL＞－

出席・推薦・申請・募金等依頼
４

「自治会町内会に対する依頼の見直しに向けたアンケート」の
実施について
［資料４］
（市民局地域活動推進課）

倉田（くらた）地域振興課長

自治会町内会がコロナ禍等を契機に、活動スタイルの見直しをされている中で、横浜市
としましても、それに対応した方向性を検討するためには、自治会町内会の状況把握や地
域のニーズに寄り添うことが重要と考えています。
そこで、令和２年度に実施しました「自治会町内会・地区連合町内会アンケート調査」
で、
「行政からの依頼事項」に対し、61.1％の方が「負担だと感じるものがある」と回答し
たことをうけ、特に割合の多かった「委嘱委員の推薦」及び「行政からの情報周知」につ
いて、自治会町内会長の皆様のお声をお聞かせください。
(1) 回答方法：横浜市電子申請・届出システム 又は 返信用封筒による調査票の郵送
(2) 回答期限：令和５年１月４日（水）
◆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＞
・行政からの情報周知・委嘱委員の推薦 市民局地域活動推進課（電話：６７１－２３１７）
・民生委員・児童委員
健康福祉局地域支援課（電話：６７１－４０４６）
＜参考 URL＞－
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５

第 34 期横浜市スポーツ推進委員候補者の推薦について ［資料５］
（市民局スポーツ振興課）

倉田（くらた）地域振興課長

各地域で御活躍いただいております第 33 期スポーツ推進委員の任期が、令和５年３月末
日をもって満了となります。つきましては、第 34 期横浜市スポーツ推進委員候補者の御推
薦をお願いいたします。
(1) 任

期：２年間（令和５年４月１日～令和７年３月 31 日）

(2) 推薦期限：令和５年２月 24 日（金）
(3) 推薦方法：推薦書を都筑区地域振興課区民活動係あてに御提出ください。
◆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＞都筑区地域振興課（電話：９４８－２２３５／ＦＡＸ：９４８－２２３９）
＜参考 URL＞－

６

令和５・６年度横浜市保健活動推進員の推薦について
（健康福祉局保健事業課）

［資料６］

室山（むろやま）福祉保健課長

現在委嘱している保健活動推進員の任期が、令和５年３月末日をもって満了となります。
つきましては、次期保健活動推進員の御推薦をお願いいたします。
(1) 委嘱期間：２年間（令和５年４月 1 日～令和７年３月 31 日）
(2) 推薦期限：令和５年２月 24 日（金）
(3) 推薦方法：推薦名簿を都筑区福祉保健課健康づくり係（２階 23 番窓口）に御持参
又は返信用封筒にて御郵送ください。
◆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＞都筑区福祉保健課（電話：９４８－２３５０）
＜参考 URL＞
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenkoiryo/kenkozukuri/kakushu/hokatsu.html
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７

令和５・６年度横浜市環境事業推進委員の推薦について ［資料７］
（資源循環局街の美化推進課）

高津（たかつ）資源循環局都筑事務所長

現在委嘱している環境事業推進委員の任期が、令和５年３月末日をもって満了となりま
す。つきましては、次期環境事業推進委員の御推薦をお願いいたします。
(1) 委嘱期間：２年間（令和５年４月 1 日～令和７年３月 31 日）
(2) 推薦期限：令和５年２月 24 日（金）
(3) 推薦方法：推薦書を返信用封筒にて資源循環局都筑事務所まで御郵送ください。
◆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＞資源循環局都筑事務所（電話：９４１－７９１４）
＜参考 URL＞－

《 区関係報告・依頼事項 》
出席・推薦・申請・募金等依頼

８

令和５・６年度横浜市消費生活推進員の推薦について
（経済局消費経済課）

［資料８］

倉田（くらた）地域振興課長

横浜市消費生活推進員は地域における「安全で快適な消費生活の推進」のため活動して
いただいていますが、現在委嘱している方々の任期が令和５年３月末日をもって満了とな
ります。つきましては、令和５・６年度消費生活推進員の御推薦をお願いいたします。
なお、自治会町内会からの消費生活推進員の御推薦は必須ではありません。無理のない
範囲で消費生活推進員活動に興味があり、地域で活動していただける方を御推薦ください。
(1) 任

期：２年間（令和５年４月１日～令和７年３月 31 日）

(2) 推薦期限：令和５年２月 24 日（金）
(3) 推薦方法：候補者推薦書を都筑区地域振興課に御提出ください。
◆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：９４８－２２３４／ＦＡＸ：９４８－２２３９）
＜参考 URL＞－
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９

令和５・６年度 都筑区明るい選挙推進協議会委員及び推進員の
推薦依頼について
［資料９］
（都筑区明るい選挙推進協議会（総務課））

佐藤（さとう）総務課長

現在の都筑区明るい選挙推進協議会の委員及び推進員の任期が、令和５年３月末日をも
って満了となります。つきましては、次期（令和５・６年度）の委員及び推進員の御推薦
をお願いいたします。
１

委員の推薦について（各地区連合自治会・町内会への御依頼）

（１）推薦人数：各地区連合自治会・町内会から１名
（２）推薦期限：令和５年２月 24 日（金）
（３）推薦方法：
「令和５・６年度都筑区明るい選挙推進協議会委員推薦名簿」に御記
入のうえ、返信用封筒にて明るい選挙推進協議会事務局まで御郵送く
ださい。
２

推進員の推薦について（各自治会・町内会への御依頼）

（１）推薦人数：各自治会・町内会から世帯数に応じた人数（１～10 名）
（149 世帯以下は１名、150 世帯以上の場合は 100 世帯増えるごとに１
名を加え最大 10 名としています。）
（２）推薦期限：令和５年２月 24 日（金）
※推薦期限の延長が必要な場合は都筑区明るい選挙推進協議会事務局
まで御連絡ください。
（３）推薦方法：「令和５・６年度都筑区明るい選挙推進協議会推進員推薦名簿」に御
記入のうえ、返信用封筒にて各自治会・町内会から明るい選挙推進協
議会事務局まで御郵送ください。
◆資料：委員の推薦資料は、席上配付（連長）のみ。
推進員の推薦資料は、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＞都筑区明るい選挙推進協議会事務局（総務課）（電話：９４８－２２１６）
＜参考 URL＞－
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10 令和５年度こんにちは赤ちゃん訪問事業の訪問員推薦依頼に
ついて
［資料 10］
（こども家庭支援課）

安藤（あんどう）こども家庭支援課長

令和５年度こんにちは赤ちゃん訪問事業で、退任等で訪問員数の不足が生じる地区にお
いて、新たな訪問員の御推薦をお願いいたします。
(1) 御推薦の必要な 10 地区：東山田、中川、勝田茅ケ崎、かちだ、都田、池辺、
佐江戸加賀原、川和、ふれあいの丘、柚木荏田南
(2) 推薦人数：各連合町内会自治会から１～２名
(3) 任
期：１年（令和５年４月１日～令和６年３月 31 日）
(4) 推薦期限：令和５年１月 31 日（火）
(5) 推薦方法：推薦票を返信用封筒にて都筑区こども家庭支援課まで御郵送ください。
◆資料：席上配付（連長）のみ。
＜問合せ先＞こども家庭支援課（電話：９４８－２３２５）
＜参考 URL＞
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodatekyoiku/oyakokenko/teate/konnnitiha.html
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令和４年度「つづき あいフォーラム」について
（福祉保健課・都筑区社会福祉協議会）

［資料 11］

室山（むろやま）福祉保健課長

都筑区では、「つづき あいフォーラム」を開催し、長年にわたり地域で福祉活動に携わ
ってこられた方々の功績を表彰するとともに、都筑区地域福祉保健計画「つづき あい」の
推進に関わる講演会を開催予定です。また、このフォーラムの開催に合わせて、地域活動
を紹介する「つづき あい」パネル展を開催します。
つきましては、お忙しいところ恐縮でございますが、依頼文を御参照いただき、御協力
いただきますようお願いいたします。
なお、周知チラシについては１月区連会時に再度御案内いたします。
◆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＞福祉保健課（電話：９４８－２３４４）
＜参考 URL＞
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/fukushi_kaigo/
chiikifukushi/fukushi-plan/4kichifuku.html
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配布等依頼（班回覧・ポスター掲示等）
12

緑税務署から確定申告のお知らせ
（緑税務署）

［資料 12］

安藤（あんどう）緑税務署個人課税部門連絡調整官

所得税等の確定申告の情報について、区民の皆様に広くお知らせするため、班回覧の御
協力をお願いします。
◆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＞緑税務署個人課税第１部門（電話：９７２－７７７１（代））
＜参考 URL＞https://www.keisan.nta.go.jp
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都筑保護司会広報紙「更生保護つづき」について ［資料 13］
（都筑保護司会（都筑区社会福祉協議会））

工藤（くどう）事務局長

都筑保護司会では、区内における更生保護活動の啓発と更生保護事業の推進を兼ねて、
保護司会広報紙「更生保護つづき」を発行しております。
このたび第 17 号を発行いたしましたので、回覧について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＞都筑区社会福祉協議会（電話：９４３－４０５８）
＜参考 URL＞－
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令和４年度都筑区人権啓発講演会について
（総務課）

［資料 14］
佐藤（さとう）総務課長

都筑区役所では、区民の皆様に広く人権について考えていただく機会を提供するため、
人権啓発講演会を開催しております。このたび、今年度の開催内容が決まりましたので、
区民の皆様に当講演会の御案内をいただきたく、ポスターの掲示をお願い申し上げます。
(1) 日時
(2) 会場
(3) 講師

令和５年１月 19 日（木）14:00～15:30
都筑公会堂（事前申込制・先着順）
渡部 陽一氏（戦場カメラマン/フォトジャーナリスト）
戦場からのメッセージをあなたに ～ファインダー越しに見た命の現場～
※ オンライン視聴
令和５年２月９日（木）～２月 22 日（水）（事前申込制）

◆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＞総務課（電話：９４８－２２１１）
＜参考 URL＞https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/eventbosyu/sonota/2022jinken.html
7

連絡・報告事項
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令和５年都筑区賀詞交換会の開催について
（都筑区賀詞交換会実行委員会（総務課））

［資料なし］
佐藤（さとう）総務課長

令和５年都筑区賀詞交換会の開催について、今回は感染症拡大防止の観点から、会場の
収容人数を制限（令和２年までの 700 名程度から 300 名程度）しての開催となり、自治会
町内会におかれましては、自治会町内会長（代理出席者可）かつ事前に出席意向の御連絡
をいただいている方の御出席とさせていただきます。
１
２

３
４

５

日時
令和５年１月６日（金）午後５時開宴（受付は午後４時 30 分開始）
場所
新横浜プリンスホテル５階「シンフォニア」
港北区新横浜３－４
電話 471-1111
会費
10,000 円（※事前振込）
申込み方法
出席意向のご連絡をいただいている自治会町内会長（代理出席者を含む）の方々へは
ご案内状（払込取扱票を同封）をお送りいたしますので、11 月 30 日（水）までに「ゆ
うちょ銀行」または「郵便局貯金窓口」にて会費の払込みをお願いいたします。
その他
払込みいただいた会費につきましては、キャンセルとなった場合でも返金することが
できませんので、御了承願います。

◆資料：なし
＜問合せ先＞総務課（電話：９４８－２２１１）
＜参考 URL＞－
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16 「飲酒運転根絶強化月間」及び「年末の交通事故防止運動」
について
［資料 15］
（地域振興課）

倉田（くらた）地域振興課長

12 月１日(木)～12 月 31 日(土)の１か月間、悲惨な交通事故を引き起こす飲酒運転を根
絶するため、「飲酒運転根絶強化月間」を実施します。
また、12 月 11 日（日）～12 月 20 日（火）の 10 日間、交通ルールの遵守と交通マナー
の徹底を呼び掛ける「年末の交通事故防止運動」を実施します。
自治会町内会におかれましても、交通事故防止の周知徹底に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：９４８－２２３２）
＜参考 URL＞－
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水道メーター検針等の受託事業者の変更について ［資料 16］
（水道局菊名水道事務所）

山口（やまぐち）菊名水道事務所長

令和５年１月１日から、都筑区における水道メーター検針等の受託事業者が、株式会社
トーエルから株式会社宅配横浜に変更となります。つきましては、各自治会・町内会の皆
様への周知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＞水道局菊名水道事務所（電話：５３１－３６５９）
＜参考 URL＞※12 月更新予定
http://www.city.yokohama.lg.jp/suidou/os/ryokin/kenshin-itaku.html

18

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。

19

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。
9

次回区連会日程
日時 令和５年１月 20 日(金)
午後１時 30 分から
会場 都筑区役所 ６階大会議室
【12 月の区連会定例会は休会です】

≪ 【参考】提出期限一覧 ≫（令和４年 11 月 21 日時点）
期限

議 題

11 月 30 日
（水）

令和４年度都筑区交通安全功労者表彰候補者の
推薦

区-11

９月-P.７

地域振興課

１月４日（水）

自治会町内会に対する依頼の見直しに向けたア
ンケート

市-４

11 月-P.２

市民局
地域活動推進課

１月 31 日
（火）

こんにちは赤ちゃん訪問事業の訪問員選定・推
薦票（10 地区連合のみ）

区-10

11 月-P.６

こども家庭支援課

２月３日（金） 「つづき あい」パネル展活動紹介パネル

区-11

11 月-P.６

福祉保健課

２月 24 日
（金） 横浜市スポーツ推進委員の候補者推薦書

市-５

11 月-P.３

地域振興課

２月 24 日
（金） 横浜市保健活動推進員の推薦名簿

市-６

11 月-P.３

福祉保健課

２月 24 日
（金） 横浜市環境事業推進委員の推薦書

市-７

11 月-P.４

資源循環局
都筑事務所

２月 24 日
（金） 横浜市消費生活推進員の候補者推薦書

区-８

11 月-P.４

地域振興課

区-９

11 月-P.５

総務課

２月 24 日
（金）

番号・ページ

都筑区明るい選挙推進協議会委員及び推進員の
推薦名簿
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所管課（提出先）

