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都筑区の人口データ 

 ・ 人 口 ２１４，８８０ 人 （男 105,282人 女 109,598人） 

    (前月比：     ‐１９ 人  (男      -2人 女   -17人) 

 ・ 世帯数  ８６，２８６ 世帯 

    (前月比：         ３０世帯)  

・ 面 積 ２７．８７ ｋ㎡ 

※令和３年 12月１日現在。増減数は前月比です。 
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《 区連報告事項 》 

①依頼事項（出席・推薦・申請・募金等） 
 

１ 令和３年度 都筑区自治会町内会向け防災・減災研修会について（依頼） 

［資料1］ 
（総務課）                       中村（なかむら）総務課長 

 

 「災害に強い人づくり・地域づくり」に向け、自助・共助の取組の推進の一環として、「エ

マージェンシーハウス」及び「震災対策技術展」を活用した研修会を開催いたします。 

つきましては、貴自治会町内会における参加者について御検討いただき、別添参加申込票の

御提出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＞総務課（電話：948－2212） 

＜参考 URL＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/bosai_bohan/saigai/event/r3bousai

gensaikensyu.html 

 

２ 広報よこはま都筑区版 2022 年５月号「イベントカレンダー」 

 の掲載情報の調査について（依頼）        ［資料２］ 
（区政推進課）                  川島（かわしま）区政推進課長  

  

 広報よこはま都筑区版 2022 年５月号のイベントカレンダーにおいて、2022 年５月 11 日

～2023年５月 10日の間に区内で行われるイベントを紹介する予定です。 

 つきましては、イベント情報を把握するため、調査票に御記入の上、同封の返信用封筒で

御返送いただきますようお願い申し上げます。 

 なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、開催中止となる場合も想定されます

が、現時点で予定しているものを御記入ください。 

 調査後はイベント情報の確認等のため、担当からお電話させていただく場合があるほか、

３月下旬ごろに掲載原稿を FAX またはＥメールでお送りし、御確認をお願いする予定です。 

 

◆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：948-2223） 

＜参考 URL＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kusei/koho/koho_tsuzuki/kohoback/R3tzkoho.html 

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/bosai_bohan/saigai/event/r3bousaigensaikensyu.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/bosai_bohan/saigai/event/r3bousaigensaikensyu.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kusei/koho/koho_tsuzuki/kohoback/R3tzkoho.html
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３ 令和３年度「つづき あいフォーラム」について（依頼）  ［資料３］ 

（福祉保健課） 

（都筑区社会福祉協議会）              室山（むろやま）福祉保健課長 

 

 都筑区では、毎年「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保健活

動に携わってこられた方々の功績を表彰するとともに、平成 17年度に策定した「つづき あ

い」（都筑区地域福祉保健計画）に関わる地域の取組を紹介しています。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、以下について御協力いただきますよ

うお願いいたします。なお、今後の新型コロナウィルス感染症の拡大状況によっては、開催

について再度検討することがあります。 

 

◆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。 

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：948-2344） 

＜参考 URL＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/fukushi_kaigo/chiikifukushi/fukus

hi-plan/4kichifuku.html 

 

②配布等依頼事項（班回覧・ポスター掲示等） 

 

４ 緑税務署から確定申告のお知らせ         ［資料４］ 

（緑税務署）            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 

 

 

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/fukushi_kaigo/chiikifukushi/fukushi-plan/4kichifuku.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/fukushi_kaigo/chiikifukushi/fukushi-plan/4kichifuku.html
https://www.keisan.nta.go.jp/
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５ 令和３年度都筑区人権啓発講演会について     ［資料５］ 

（総務課）                       中村（なかむら）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、御連

絡いたします。つきましては、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：令和４年２月 10日（木）14:00～15:30 

２ 会場：都筑公会堂 

３ 定員：会場参加 300名（先着順・事前申込） 

     オンライン視聴 定員なし（通信料自己負担）＊いずれも入場無料 

４ 講師及びテーマ 

(1) 講師：東 小雪さん（公認心理師/LGBTアクティビスト/元タカラジェンヌ） 

(2) テーマ：ＬＧＢＴを理解する～日本社会の中でマイノリティであること～ 

詳細は、ポスター、広報よこはま１月号、区役所のホームページ等で御確認ください。 

 

◆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＞総務課（電話：948-2212） 

＜参考 URL＞https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/event-bosyu/sonota/2021jinken.html 

 

６ 都筑スポーツ推進委員通信について        ［資料６］ 

（都筑区スポーツ推進委員連絡協議会事務局（地域振興課）） 

                          篠﨑（しのざき）地域振興課長 

 

 都筑区スポーツ推進委員連絡協議会の広報誌「都筑スポーツ推進委員通信」を作成しまし

た。地域ではもちろん、市内でも広く活躍しているスポーツ推進委員の活動内容や年間スケ

ジュールのほか、今年度はラジオ体操のポイントや、区内緑道の見どころ、都筑ふれあい健

康マラソン大会について紹介しています。 

 区民の皆様に、スポーツ振興に御尽力いただいているスポーツ推進委員の活動を広く知っ

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＞地域振興課（電話：948-2235） 

＜参考 URL＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/kyodo_manabi/manabi/sports/suposui.html 

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/event-bosyu/sonota/2021jinken.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/kyodo_manabi/manabi/sports/suposui.html
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７ 第 28回都筑ふれあい健康マラソン大会の開催について［資料７］ 

（都筑ふれあい健康マラソン大会事務局（地域振興課）） 

篠﨑（しのざき）地域振興課長 

 

 例年開催させていただいております、都筑ふれあい健康マラソン大会は新型コロナウイル

ス感染症拡大防止の観点から、スマートフォン等のランニングアプリを活用したオンライン

による実施をいたします。つきましては、下記のとおり募集を行いますので、周知の御協力

をお願いいたします。 

開催日：令和４年２月１日（火）～３月６日（日） 

会 場：都筑区内及び全国各地 

種 目  ：ファミリー（1.5km）/中学生（３km）/一般の部（５ｋｍ・10ｋｍ）/ウォーキン

グの部（２km）  

申込期間：12月 22日（水）～１月 31日（月） 

申込方法：エントリーサイト「スポーツエントリー」よりお申込み 

 

◆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：948-2235） 

＜参考 URL＞https://www.sportsentry.ne.jp/  

 

８ 令和３年度高齢者インフルエンザ予防接種事業の実施期間の 

延長について                   ［資料８］ 
（福祉保健課）                   室山（むろやま）福祉保健課長 

 

 高齢者インフルエンザ予防接種事業について、令和３年９月にポスター掲示依頼をさせて

いただきましたが、このたびワクチンの供給が遅れている影響により、公費で接種できる期

間を令和４年１月末まで延長することになりました。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（改訂版）」について、改めてポスター掲示により周知の

御協力をお願いします。 

 

◆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＞福祉保健課（電話：948-2350） 

＜参考URL＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/yobosesshu/koureiinflu.html 

 

 

 

https://www.sportsentry.ne.jp/
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/yobosesshu/koureiinflu.html
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９「横浜市都田地区センター及び横浜市都田地域ケアプラザ」の 

整備状況等について               ［資料９］ 
(市民局地域施設課･健康福祉局地域支援課･建築局施設整備課) 

(福祉保健課･地域振興課）                 

柿沼（かきぬま）健康福祉局地域支援課長 

室山（むろやま）福祉保健課長 

 令和４年４月に予定していた施設の開所時期について、６月開所に見直すこととなったた

め開所までのスケジュール等について説明します。 

 

◆資料：席上配布（連長）のみ。 

＜問合せ先＞福祉保健課・地域振興課（電話：948-2345・2238） 

＜参考 URL＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kusei/shiteikanrisha/shiteikanri-tsuda-1.html#AF5F8 

 

10 119 情報について               ［資料 10］ 

（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。 

 

11 治安情勢等について              ［資料 11］ 

（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４年１月 21日（金） 

午後１時 30分から 

会場 都筑区役所 ６階大会議室 
 

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kusei/shiteikanrisha/shiteikanri-tsuda-1.html#AF5F8
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≪ 【参考】提出期限一覧 ≫（令和３年 12月 21日時点） 

 

 

 

期限 議 題 番号・ページ 所管課（提出先） 

１月 21日（金） 
都筑区自治会町内会向け防災・減災研修会 

参加申込票 
区-1 12月-P.1 総務課 

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 

１月 31日（月） 
広報よこはま都筑区版 2022 年５月号「イベント

カレンダー」掲載情報調査票 
区-2 12月-P.1 区政推進課 

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 

２月４日（金） つづきあいフォーラム活動紹介パネル 区-3 12月-P.2 福祉保健課 


