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【特記事項】 

まん延防止重点措置の適用に伴い、12月区連会で周知したイベントのうち参加募集中 

の２件について、開催方法の一部変更がありましたので周知いたします。 

（議題６）令和３年度つづきあいフォーラム 【令和４年２月 19日（土）】 

（議題 10）令和３年度都筑区人権啓発講演会【令和４年２月 10日（木）】 

  

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、上記２件のイベントに限らず、開催

が中止・延期となるものも想定されます。開催に関しての最新情報は、各主催者のウェ

ブサイト等で御確認ください。 

都筑区の人口データ 

 ・ 人 口 ２１４，８９１ 人 （男 105,270人 女 109,621人） 

    (前月比：      １１ 人  (男     -12人 女    23人) 

 ・ 世帯数  ８６，３２０ 世帯 

    (前月比：         ３４世帯)  

・ 面 積 ２７．８７ ｋ㎡ 

※令和４年１月１日現在。増減数は前月比です。 
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《 市連報告事項 》 
①連絡・報告事項（取組協力依頼事項も含む） 

１ はまっ子どうし The Water 事業終了について    ［資料１］ 

（水道局公民連携推進課）  

中村（なかむら）水道局事業推進部担当課長（公民連携推進課担当） 

 

 「はまっ子どうし The Water」事業は、平成 15年度の開始以来、横浜固有の水源地であ

る道志村と横浜市とのつながりや水源林保全の大切さをＰＲするとともに、水道局の社会貢

献等に活用されてきました。しかし、事業開始から約 20 年の間に、環境問題、特にプラス

チック問題への社会的関心がさらに高まったことなどにより、ペットボトルで水源林保全の

大切さをＰＲすることは時代にそぐわない状況になっています。そこで、「はまっ子どうし 

The Water」事業を終了することとしました。 

 これまでご利用いただきありがとうございました。販売終了まで、引き続きご利用いただ

きますようお願い申し上げます。 

 販売終了は、令和４年秋ごろ（具体的な終了時期はウェブサイト等でお知らせします。）

を見込んでいます。 

 

◆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＞水道局公民連携推進課（電話：671-3085） 

＜ 参 考 URL ＞ https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/suido-

gesui/suido/the_water/hamakkodoshi.html 

 

２ 新型コロナウイルスワクチンの３回目接種について ［資料２］ 
（健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当）  

中村（なかむら）健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 

森田（もりた）健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 

 

高齢者（65歳以上）の３回目接種を実施します。 

・個別通知の発送 

・接種体制 

・予約方法及び予約支援 

 

◆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＞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/kenko-iryo/yobosesshu/vaccine/vaccine-portal/ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/suido-gesui/suido/the_water/hamakkodoshi.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/suido-gesui/suido/the_water/hamakkodoshi.html
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３ 内港地区の将来像と山下ふ頭の再開発に係る意見募集への協力 
のお願いについて                ［資料３］ 

（港湾局山下ふ頭再開発調整課）   畠山（はたけやま）港湾局山下ふ頭再開発調整課長 

 

 令和３年 12月 23日から「ベイブリッジ内側の内港地区の将来像の検討及び山下ふ頭の新

たな事業計画策定」に向け、市民等の皆様からの意見募集を開始しました。  

横浜市民の皆様に加えて、市外在住者・事業者の皆様、その他の様々な方々を対象に、幅

広くご意見を募集します。  

いただいたご意見等は、港湾計画の改訂や山下ふ頭再開発の事業計画の検討に活用してい

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＞港湾局山下ふ頭再開発調整課（電話：671-7314） 

＜参考 URL＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-

info/yokohamashi/yokohamako/kkihon/torikumi/rinkaibu/naiko/iken.html 

 

４ 地方自治法改正に伴う自治会町内会認可制度の変更について ［資料４］ 

（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 

 

地方自治法の改正（令和３年 11月 26日施行）により、不動産の保有又は保有の予定に関

わらず、自治会町内会は地域的な共同活動を円滑に行うために、法人格を取得することが可

能になりました。 

 

◆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＞市民局地域活動推進課（電話：045-671-2317） 

＜参考 URL＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shiminkyodo/jichikai/houjinka.html 

 

 

 

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/yokohamako/kkihon/torikumi/rinkaibu/naiko/iken.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/yokohamako/kkihon/torikumi/rinkaibu/naiko/iken.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shiminkyodo/jichikai/houjinka.html
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《 区関係報告・依頼事項 》 

①依頼事項（出席・推薦・申請・募金等） 
 
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」の地域の取組を把握し、一層の充実を図るた

め、連合町内会自治会及び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連絡・報告事項（取組協力依頼事項も含む） 

 

６ 令和３年度「つづき あいフォーラム」の中止について  [資料６]  
（福祉保健課）                                 室山（むろやま）福祉保健課長 

 

新型コロナウイルス感染症によるまん延防止重点措置の発令を受け、令和４年２月 19 日（土）に

開催を予定していた「つづき あいフォーラム」について、当日の開催を中止させていただきます。             

 

１．「つづき あいフォーラム」の今後の対応について 

  

第１部「都筑区社会福祉大会」について 

感染状況を踏まえ、開催手法を検討します。 

第２部「第４期都筑区地域福祉保健計画発表」について 

パネルディスカッション「（テーマ）ここから つながる地域のささえあい」の部分の

み、後日オンライン配信をします。 

 

２．「つづき あいフォーラム」ポスターの取り外しについて（依頼） 

   大変お手数をおかけしますが、掲示板等からポスターを取り外していただくよう 

お願いいたします。 

 

３．その他 

「つづき あいパネル展」については、予定通り開催いたします。 

令和３年 12 月 21 日（火）区連会にてご依頼しましたように、令和４年２月４日（金）までに福

祉保健課事業企画担当までご提出をお願いいたします。 

つづき あいパネル展：令和４年２月 17（木）日～22 日（火）区民ホール 

 

 

◆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/aiforamu.html 

 

 

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/fukushi_kaigo/chiikifukushi/fukushi-plan/aiforamu.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/fukushi_kaigo/chiikifukushi/fukushi-plan/aiforamu.html
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７ 横浜市交通局 市営貸切バスの御案内について   ［資料７］ 

（交通局自動車本部営業課）   宮本（みやもと）交通局自動車本部営業課 観光・貸切担当課長 

 

 施設見学や防災研修、地域の旅行やイベント時の移動など、様々な用途でご利用いただけ

る横浜市営貸切バスの御案内です。 

ぜひ、安全・確実・快適な市営貸切バスを、今後の移動手段としてご検討いただければ幸

いです。 

 

◆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＞交通局自動車本部営業課 貸切担当（電話：045-671-3191） 

＜参考 URL＞https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/bus/kashikiri/ 

 
 
 
８ 広報よこはま等の配布部数（令和３年度下半期分）の 

確認について（依頼）              ［資料８］ 
（区政推進課）                   川島（かわしま）区政推進課長 

 

令和３年度下半期（令和３年 10 月～４年３月）分の「広報よこはま」等の配布謝金をお

支払いするにあたり、配布部数の確認のため、各自治会町内会長様あてに郵送で確認票をお

送りいたします。 

 

【今後の予定】 

① ２月上旬に各会長様あて依頼文を郵送いたします。 

② 配布部数を御確認いただき、２月 24日（木）までに確認票を同封の返信用封筒で御返送

ください。 

③ 配布謝金は上半期時に御提出していただいている『口座振替依頼書』に記載された口座

に３月末までにお振り込みさせていただきますので、変更がございましたら、『口座振替依

頼書』の再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＞区政推進課（電話：948-2222） 

＜参考 URL＞‐ 

 

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/bus/kashikiri/


 

6 
 

９ 令和３年度都筑区防災・減災講演会              ［資料９］ 

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

 

区民の皆様に、防災・減災の意識を高め、自助・共助の取り組みを推進していただくため、

「都筑区防災・減災講演会」を実施します。 

今年度は、今後来る災害に向け、東日本大震災や熊本地震において支援に携わり、多方面

で活躍されている、かもんまゆ氏より『「あの日」の教えを明日のいのちを守る学びに』を

テーマに、過去の震災から学び、他人事ではなく自分事として日々備えていくことの大切さ

について講演いただきます。 

（１）日時：令和４年３月４日（金） 

午後２時 30分～午後４時 00分（受付：午後２時 00分から） 

（２）会場：ハウスクエア横浜（横浜市都筑区中川１－４－１） 

（３）テーマ：「あの日」の教えを明日のいのちを守る学びに 

（４）講師：かもんまゆ 氏 

   一般社団法人スマートサプライビジョン特別講師 防災ママカフェ®主宰・防災士 

（５）定員：100名（事前申込み制） 

※応募者多数の場合抽選 

※Ｚｏｏｍウェビナーによる同時配信 

詳しくは参考 URL及び広報よこはま２月号をご覧ください。 

申込方法：横浜市電子申請サービス、Ｅメール、ＦＡＸまたは郵送 

申込期限：令和４年２月 21日（月）まで 

 

◆資料：席上配付（連長）のみ 

＜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/bousaige

nsaikouenkai.html 

 

 

 

 

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/bosai_bohan/saigai/event/bousaigensaikouenkai.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/bosai_bohan/saigai/event/bousaigensaikouenkai.html
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10 令和３年度都筑区人権啓発講演会の開催方法の変更について ［資料なし］ 

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

 

12 月の区連会にてポスターの掲示を御依頼しておりますが、新型コロナウイルス感染症

によるまん延防止等重点措置の発令を受け、令和４年２月 10 日に開催を予定していた「令

和３年度都筑区人権啓発講演会」は会場参加での講演会は中止とし、オンライン視聴のみで

の開催に変更いたします。 

また、区 HP にて周知をするほか、お申し込みいただいた方には事務局より個別に御連絡

いたします。 

 

◆資料：資料なし 

＜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 

 

11 119情報について                ［資料 11］ 

（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。 

 

12 治安情勢等について               ［資料 12］ 

（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２月 21日(月) 

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/event-bosyu/sonota/2021jinken.html
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≪ 【参考】提出期限一覧 ≫（令和４年１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 

２月 21日（月） 都筑区防災・減災講演会 区-５ 1月-P.５ 総務課 

２月 24日（木） 広報よこはま等の配付部数確認票 区-4 1月- P.4 区政推進課 

２月 28日（月） 
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‐1 １月-P.3 福祉保健課 


