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《 市連報告事項 》 

①依頼事項（出席・推薦・申請・募金等） 
 (-)第 28 期青少年指導員候補者の推薦について        ［資料３］ 

（都筑区地域振興課）                           篠﨑（しのざき）都筑区地域振興課長 

 

第 27期青少年指導員の任期が、令和４年３月 31日をもって満了となります。 

つきましては、次期委員（第 28期）の推薦をお願いします。 

 

１ 任期   ２年（令和４年４月１日～令和６年３月 31日） 

２ 推薦期限 令和４年２月４日（金） 

３ 提出書類 第 28期（令和４･５年度）青少年指導員候補者推薦書（様式１） 

  ※推薦書の地域振興課への提出にあたり、連合町内会自治会長が取りまとめる必要はあ

りません。単位自治会町内会から御提出をお願いいたします。 

４ 提出方法 

  推薦書を各単位町内会長から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＞地域振興課（電話：948-2236） 

＜参考 URL＞－ 
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②連絡・報告事項（取組協力依頼事項も含む） 

１ 令和３年度自治会町内会長永年在職者表彰について ［資料１］ 
（市民局地域活動推進課）           篠﨑（しのざき）都筑区地域振興課長 

 

永きにわたり自治会町内会長としてご尽力されている方々を、自治会町内会長永年在職者

として、市長からの表彰状を贈呈いたします。 

 

＜在職 10年・15年、地区連 10年表彰の皆様＞ 

各区の自治会町内会感謝会にて、区長より表彰状をお渡しします。 

＜在職 20年以上、地区連 20年・30年表彰の皆様＞ 

市庁舎レセプションルームにて、市長より表彰状をお渡しします。 

開催日：令和４年２月 24日（木） 

会 場：市庁舎 31階 レセプションルーム 

 

なお、記念品については、各区の感謝会にてお渡しします。 

 

◆資料：席次配布（連長）のみ。 

＜問合せ先＞地域振興課（電話：948-2231） 

＜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） 
２ 委嘱委員等の推薦について            ［資料２］ 

（地域振興課）                  篠﨑（しのざき）地域振興課長 

  

 今年度末で委嘱期間が満了する下記の委員につき、貴連合町内会・自治会町内会からの御

推薦の御協力をお願いいたします。 

【全地区共通】 第 28期青少年指導員（資料３） 

【一部地区のみ】 こんにちは赤ちゃん訪問事業 訪問員（資料４） 

 
◆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＞各資料記載のとおり 

＜参考 URL＞https://tuzuki-kurenkai.net/download/index.html#ishoku 

 

https://tuzuki-kurenkai.net/download/index.html#ishoku
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３ 第 28 期青少年指導員候補者の推薦について        ［資料３］ 

（都筑区地域振興課）                           篠﨑（しのざき）都筑区地域振興課長 

 

第 27期青少年指導員の任期が、令和４年３月 31日をもって満了となります。 

つきましては、次期委員（第 28期）の推薦をお願いします。 

１ 任期   ２年（令和４年４月１日～令和６年３月 31日） 

２ 推薦期限 令和４年２月４日（金） 

３ 提出書類 第 28期（令和４･５年度）青少年指導員候補者推薦書（様式１） 

  ※推薦書の地域振興課への提出にあたり、連合町内会自治会長が取りまとめる必要はあ

りません。単位自治会町内会から御提出をお願いいたします。 

４ 提出方法 

  推薦書を各単位町内会長から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＞地域振興課（電話：948-2236） 

＜参考 URL＞－ 

 

４ 令和４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４］ 
（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４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

ては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、山田、中川、勝田茅ケ崎、都田、池辺、 

川和、渋沢、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１～６名 

（３）任期：１年(令和４年４月～翌年３月） 

（４）提出先：都筑区福祉保健センターこども家庭支援課 

（５）推薦期限：令和４年２月４日（金） 

 

◆資料：席次配布（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/kosodate-kyoiku/oyakokenko/teate/konnnitiha.html 

 
 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/oyakokenko/teate/konnnitiha.html
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５ 都筑区災害時要援護者支援事業「つづき そなえ」に関する 
アンケート調査の実施について（依頼）       ［資料５］ 
（福祉保健課）                  室山（むろやま）福祉保健課長 

 

 災害時要援護者支援事業「つづき そなえ」の一層の充実を図るため、自治会町内会を対

象にアンケート調査を実施します。地域の実情を改めてお聞かせいただき、「つづき そな

え」推進に御協力をお願いいたします。 

１ 提出先 

  福祉保健課事業企画担当 

２ 提出方法 

  郵送（資料に返信用封筒を添付） 

 

◆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/saiga

i-shien/tuzukisonae.html 

  

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/fukushi_kaigo/chiikifukushi/saigai-shien/tuzukisonae.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/fukushi_kaigo/chiikifukushi/saigai-shien/tuzukisonae.html
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②配布等依頼事項（班回覧・ポスター掲示等） 

 
６めざそう！健康長寿オーラルフレイル予防講演会の開催について［資料６］ 
（高齢・障害支援課、福祉保健課）        西橋（にしはし）高齢・障害支援課長 

 

オーラルフレイルは、将来の要介護リスクを高めるお口のささいな衰えが積み重なった状

態です。都筑区では、今回その予防についての講演会を開催します。区民の皆様への班回覧

による周知に御協力をお願い申し上げます。 

【日時】 令和４年１月 29日(土)14：30～16：00 

【 会 場 】 区役所 20名程度、区内地域ケアプラザ（Zoom配信）各 15名程度 

※Zoom を使用して自宅から参加 70名程度  

【申込】 令和３年 12月 13日（月）～令和４年１月７日（金） 電話または電子申請 

 

※「Zoomウェビナーお試し講座」 

 自宅から聴講する方法を知りたい方向けに講座を開催します。 

【日時】〈講座〉令和４年１月 13日（木） 

①午後１時～午後２時 ②午後３時～午後４時 各定員 10名 

〈個別相談会〉令和４年１月 14日（金） 

午後１時～午後４時 おひとり 30分 定員 30名 

【会場】都筑区民活動センター 

【申込】令和３年 12月 13日（月）～令和４年１月７日（金） 電話 

 

◆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＞高齢・障害支援課（電話：948-2306） 

＜参考 URL＞（オーラルフレイル予防講演会の申込 URL） 

https://www.e-shinsei.city.yokohama.lg.jp/yokohama/uketsuke/sform.do?id=1633998101279 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.e-shinsei.city.yokohama.lg.jp/yokohama/uketsuke/sform.do?id=1633998101279
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７ 都筑保護司会広報紙「更生保護つづき」について    ［資料７］ 

（都筑保護司会）                                          半田（はんだ）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１６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＞-  

 

８ 都筑区ＮＰＯ法人情報誌「tsuzuki ANCHOR」第２号の発行について                 
［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、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２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。

是非ご覧ください。 

 

◆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：948-2474） 

＜参考 URL＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shien/shien/tsuzukianchor.html 
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９「ドイツクリスマスマーケット in 都筑 2021」のオンライン開催について             
［資料９］ 

（都筑・ドイツ交流イベント実行委員会（地域振興課））         篠﨑（しのざき）地域振興課長 

 

昨年に続き、ドイツクリスマスマーケット in 都筑をオンラインで開催いたします。ドイ

ツやクリスマスにちなんだステージやワークショップ、グルメのテイクアウトの紹介や動画

など、期間中お楽しみいただけます。つきましては、ポスター掲示をお願いいたします。 

【開催期間】 

11月 25日（木）～12月 27日（月） 

場所：ドイツクリスマスマーケット in都筑 専用ホームページ 

URL：https://xmas-tsuzuki.com/ 

【掲載方法】 

チラシ表面の掲示をお願いします。 

 

◆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＞地域振興課（電話：948-2238） 

＜参考 URL＞https://xmas-tsuzuki.com/ 

《ドイツクリスマスマーケット in都筑 専用ホームページ》 

 

10 横浜ビー・コルセアーズ「都筑区応援 day」について［資料 10］ 

（地域振興課）                  篠﨑（しのざき）地域振興課長 

 

都筑区をホームタウンとする横浜ビー・コルセアーズの「都筑区応援 day」を 12月 26日

（日）の琉球ゴールデンキングス戦にて開催します。つきましては、ポスターを掲示してい

ただき、応援 dayの周知について、御協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

◆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＞都筑区地域振興課（電話：948-2235） 

＜参考 URL＞‐ 
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③連絡・報告事項（取組協力依頼事項も含む） 

11 第 49 回衆議院議員総選挙の結果について     ［資料 11］ 

（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） 

 

令和３年 10 月 31 日執行の第 49 回衆議院議員総選挙では、短い期間での投票管理者・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：948-2215・2216） 

＜参考 URL＞‐ 

 

12 新年を祝う集い・都筑区消防出初式のご案内について［資料 12］ 

（総務課）                      中村（なかむら）総務課長 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和４年都筑区賀詞交換会を中止といたしま

す。令和４年については都筑公会堂で「新年を祝う集い」を「都筑区消防出初式」と二部構

成で開催とさせていただきます。 

なお、御案内状については「新年を祝う集い」と「都筑区消防出初式」を併せて各町内会

自治会長宛にお送り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＞総務課（電話：948-2211） 

＜参考 URL＞‐ 
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13 令和３年度飲酒運転根絶強化月間、令和３年度年末の交通事故 

防止運動について（依頼）                        ［資料 13］ 

（地域振興課）                  篠﨑（しのざき）地域振興課長 

 

１ 令和３年度飲酒運転根絶強化月間について 

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運動を

実施します。 

（１）実施期間：12月 1日(水)～12月 31日(金) 

 （２）スローガン：「乗る人に 飲ませるあなたも 犯罪者」 

（３）重点項目：「飲酒運転根絶運動の周知徹底と広報啓発」 

「飲酒運転を助長する環境の根絶」 

「ハンドルキーパー運動の推奨」 

   

２ 令和３年度年末の交通事故防止運動について 

年末は交通量や飲酒機会が増えることにより、交通事故の多発が懸念されることから、 

年末の交通事故防止運動を実施します。 

（１）実施期間：12月 11日(土)～12月 20日(月) 

（２）スローガン：「無事故で年末 笑顔で新年」 

（３）重点項目：「飲酒運転の根絶」 

「歩行者（特に高齢者）と自転車の交通事故防止」 

「全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底」 

「二輪車の交通事故防止」 

 

自治会・町内会におかれましても、配付します「飲酒運転根絶強化月間 横浜市実施要綱」

「年末の交通事故防止運動 横浜市実施要綱」を御覧のうえ、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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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 令和３年 12月 21日(火) 

午後１時 30分から 

会場 都筑区役所 ６階大会議室 

 

≪ 【参考】提出期限一覧 ≫（令和３年 11月 19日時点） 

 

 

 

期限 議 題 番号・ページ 所管課（提出先） 

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 

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 
区-2 10月-P.3 地域振興課 

12月 15日（水） 新年を祝う集い・都筑区消防出初式申込書 区‐10 11月-P.8 
総務課 

都筑消防署 

１月 28日（金） 
災害時要援護者支援事業「つづきそなえ」に関す

るアンケート調査票 
区-3 11月-P.4 福祉保健課 

２月４日（金） 

横浜市青少年指導員候補者推薦書 市-1 11月-P.1 地域振興課 

こんにちは赤ちゃん訪問事業訪問員推薦書 区-2 11月-P.3 こども家庭支援課 


