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《 市連報告事項 》 

都筑区の人口データ     

 ・ 人 口 ２１４，４３６ 人 （男 104,972人 女 109,464人） 

    (前月比：    －３５５ 人  (男    -247人 女  -108人) 

 ・ 世帯数  ８６，５８９ 世帯 

    (前月比：        ２３８ 世帯)  

・ 面 積 ２７．８７ ｋ㎡  ※令和４年４月１日現在。増減数は前月比です。 



1 
 

①依頼事項（出席・推薦・申請・募金等） 
 

１ 参議院議員通常選挙における投票管理者及び投票立会人の 
推薦依頼等について                ［資料１］ 
（都筑区選挙管理委員会（総務課））      佐藤（さとう）書記次長（総務課長） 

 

令和４年７月 10 日（日）に執行想定の参議院議員通常選挙に関する次の事項について、

御協力をお願いいたします。 

【選挙の概要】 

１ 選挙の日程 

（１）公示日 令和４年６月 22日（水） 

（２）投票日 令和４年７月 10日（日） 午前７時～午後８時 

（３）開票日 令和４年７月 10日（日） 午後９時１５分開始（予定） 

（４）期日前投票 

ア 区役所１階区民ホール 

  令和４年６月 23日（木）～７月９日（土） 午前８時 30分～午後８時 

  イ ＪＡ横浜 都筑中川支店 

    令和４年７月 ２日（土）～７月９日（土） 午前９時 30分～午後８時 

２ 投・開票所 

（１）投票所 区内 31か所 

（２）開票所 都筑スポーツセンター 

【依頼事項】 

１ 当日投票所の投票管理者・投票立会人の推薦 

  当日投票所ごとに、投票管理者及び投票立会人の御推薦をお願いいたします。 

（１）依頼人数 

  ア 投票管理者 投票所ごとに１名（計 31名） 

  イ 投票立会人 投票所ごとに２名（計 62名） 

（２）推薦書提出期限 

   令和４年５月 20日（金） 席上資料により、郵送にて御提出下さい。 

   ※投票所の民間従事者については、各投票管理者から御報告いただくこととなります。

（提出期限令和４年６月３日（金）） 

２ 選挙啓発ポスターの送付について 

  各自治会町内会で、掲示板への選挙 PR ポスターの掲出をお願いいたします。なお、ポ

スターは各自治会町内会配布担当者様宛に送付させていただきます。 

◆資料：席上（連長）配布のみ。 

＜問合せ先＞都筑区選挙管理委員会（総務課）（電話：948-2215・2216） 
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２ 自治会町内会館整備について           ［資料２］ 

（市民局地域活動推進課）            倉田（くらた）都筑区地域振興課長 

 

令和５年度に自治会町内会館の新築・購入・増築・耐震補強工事・修繕（補助対象工事費

100万円以上）を予定している自治会町内会については、各区役所へ書類の提出をお願いし

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＞都筑区地域振興課（電話：948-2231） 

＜参考 URL＞ 

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

 

③連絡・報告事項（取組協力依頼事項も含む） 
３ 令和３年度 家庭ごみ収集量の実績（速報値）について［資料３］ 

（資源循環局政策調整課）          高津（たかつ）資源循環局都筑事務所長 

 

令和３年度家庭ごみ収集量の実績（速報値）について情報提供します。 

 

◆資料：席上（連長）配布のみ。 

＜問合せ先＞資源循環局政策調整課（電話：671-2503） 

＜参考 URL＞－ 

 

４ 敬老特別乗車証のＩＣ化について        ［資料４］ 

（健康福祉局 高齢健康福祉課）     西橋（にしはし）都筑区高齢・障害支援課長 

 

令和４年 10 月から、敬老特別乗車証（敬老パス）を、プラスチック製の「ＩＣカード」

に変更します。４月下旬から対象の方へ御案内をお送りします。 

 

◆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＞健康福祉局 高齢健康福祉課（電話：671-2406） 

＜参考 URL＞－ 

 

【都筑区】 

事前連絡期限：令和４年７月１日（金） 

必要書類提出期限：令和４年７月 29日（金） 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shiminkyodo/jichikai/kaikan.html
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５ 地域ケアプラザの夜間利用方法の変更について   ［資料５］ 

（健康福祉局地域支援課）            室山（むろやま）都筑区福祉保健課長 

 

今後ますます進展する超高齢社会において、地域ケアプラザを中心とした横浜型地域包括

ケアシステムの構築と、近年相談件数が大きく増加している地域ケアプラザの日中の相談支

援の充実・強化を図るため、地域ケアプラザの夜間利用方法を変更します。 

① 【令和４年 10月～】福祉・保健に関する相談時間の変更（全施設） 

② 【令和５年 ４月～】予約がない場合の夜間閉館の試行実施（対象施設のみ※） 

           ※対象施設は令和４年８月頃決定します。 

 

◆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＞都筑区福祉保健課（電話：948-2345） 

＜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） 

６「災害時にも役立つＢＯＯＫ」配布について（依頼）  ［資料６］ 

（福祉保健課）                  室山（むろやま）福祉保健課長 

 

 食の備蓄や口腔ケア、感染症予防対策など災害時にも役立つ日頃からの健康づくり情報が

一冊にまとめられた「災害時にも役立つ BOOK」について、希望自治会町内会への配布を実施

します。つきましては、配布を希望する場合は、アンケートの回答をお願いいたします。 

アンケート提出期限：令和４年５月 31日（火） 

配布予定：令和４年７月～８月予定 

 

◆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：948-2350） 

＜参考 URL＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/kenko_iryo/kenkozukuri/kenkoujouh

ou/20210601yakudatu.html 

 

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/kenko_iryo/kenkozukuri/kenkoujouhou/20210601yakudatu.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/kenko_iryo/kenkozukuri/kenkoujouhou/20210601yakudatu.html
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７ 緊急時情報伝達システムの運用に伴う連絡先登録・変更・削除の 

依頼及び受伝達訓練の実施について                 ［資料７］ 
（総務課）                                          佐藤（さとう）総務課長 

 

都筑区では災害発生時に防災に関する情報や、その他伝達すべき情報について、自治会町

内会長等に提供するとともに、会長等からの情報を迅速に集約することを目的に、「緊急時

情報伝達システム」を平成 28年度に導入しました。 

現在、主に連合町内会自治会会長及び自治会町内会会長に電話番号を御登録いただいてお

りますが、新規登録や会長の交代等による登録者の変更などございましたら、別添様式の御

提出をお願いいたします。 

 また、災害時等に迅速かつ的確な情報の受伝達を行うため、緊急時情報伝達システムによ

る受伝達訓練を下記日程にて実施します。 

【受伝達訓練実施日時】 

令和４年６月３日（金）午前 10時 

 

◆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＞－ 

 

８ 令和４年度つづき あい基金助成金の申請について  ［資料８］ 

（都筑区社会福祉協議会）                 工藤（くどう）事務局長 

 

令和４年度の「つづき あい基金」助成金申請団体を募集します。第４期都筑区地域福祉

保健計画（以下、計画）に定める目標を実現し、地域の福祉保健に関する課題解決に向けた

活動を行う団体に対し、「つづき あい基金」を活用して活動経費の一部を助成することによ

り、計画の推進を資金面から支援します。 

連合自治会町内会、自治会町内会からの申請について御検討いただくとともに、該当団体

がございましたら御紹介くださいますようお願いいたします。 

  １ 申請書類配布・申請受付：令和４年４月 25日（月）から 

２ 申込締切：令和４年５月 27日（金） 

３ 申請書類配布・受付先 都筑区社会福祉協議会 

※申請書類は上記日時から都筑区社会福祉協議会のホームページからダウンロードできま

す。 

◆資料：席上（連長）配付のみ。 

＜問合せ先＞都筑区社会福祉協議会（電話：943-4058） 

＜参考 URL＞http://www.tuzuki-shakyo.jp/5_support/5-1/4.html 

http://www.tuzuki-shakyo.jp/5_support/5-1/4.html
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②配布等依頼事項（班回覧・ポスター掲示等） 

９ 広報紙「しゅんらん」59 号の回覧について     ［資料９］ 
（都筑区社会福祉協議会）                工藤（くどう）事務局長 

 

都筑区社会福祉協議会の活動と地域福祉活動の周知・啓発、共同募金運動の報告のため、

広報紙「しゅんらん」第 59 号を発行いたしました。班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＞http://www.tuzuki-shakyo.jp/7_reference/1.html 

 

10 都筑区めいすい通信について           ［資料 10］ 

（都筑区明るい選挙推進協議会事務局（総務課））      佐藤（さとう）総務課長 

 

 このたび、都筑区明るい選挙推進協議会の広報紙「都筑区めいすい通信」を作成しました。 

 区内で選挙啓発を行う明るい選挙推進委員・推進員の活動内容を、区民の皆様に広く知っ

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＞総務課（電話：948-2215） 

＜参考 URL＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kusei/shikai-senkyo/kyougikai/tsuzuki-meisuikyou.html 

 

11 広報紙縁ジン 29 号について           ［資料 11］ 

（地域振興課）                    倉田（くらた）地域振興課長 

 

広報紙縁ジン 29号が 1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：948-2238） 

＜参考 URL＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shien/shien/ka

tsudo/jyouhou/kouhou.html 

http://www.tuzuki-shakyo.jp/7_reference/1.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kusei/shikai-senkyo/kyougikai/tsuzuki-meisuikyou.html
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12 都筑区ＮＰＯ法人情報誌「tsuzuki ANCHOR」第３号の発行について 
［資料 12］ 

（地域振興課）                   倉田（くらた）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３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 

 

13 都筑区保健活動推進員だより「ゆうわ」第23号の発行について［資料13］ 
（福祉保健課）                   室山（むろやま）福祉保健課長 

 

 このたび、都筑区保健活動推進員だより「ゆうわ」第 23 号を発行しました。各地区の活

動紹介や健康情報を掲載しております。 

つきましては、回覧による周知に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：948-2350） 

＜参考 URL＞－ 

 

14 都筑区地域福祉保健計画情報誌「つづき あい通信」第 27 号の
発行について                                   ［資料 14］ 

（福祉保健課）                                     室山（むろやま）福祉保健課長 

 

第４期都筑区地域福祉保健計画情報誌「つづき あい通信」第 27 号を作成しました。つ

きましては、回覧による周知に御協力をお願いします。なお、３月末から都筑区役所・都筑

区社会福祉協議会・地域ケアプラザ等で配布しています。 

 

◆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：948-2344） 

＜参考 URL＞ 

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

hi-plan/johoshi/aitsushin.html 

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shien/shien/tsuzukianchor.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/fukushi_kaigo/chiikifukushi/fukushi-plan/johoshi/aitsushin.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/fukushi_kaigo/chiikifukushi/fukushi-plan/johoshi/aitsushin.html
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15 令和３年度「つづき あいフォーラム」第２部  

第４期都筑区地域福祉保健計画発表「地域活動者によるパネルディスカッ
ション」の動画配信の御案内について            ［資料15］ 

（福祉保健課）                   室山（むろやま）福祉保健課長 

 

令和３年度「つづき あいフォーラム」は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、当

日の開催を中止しました。第２部第４期都筑区地域福祉保健計画発表の「地域活動者による

パネルディスカッション」の動画を制作しましたのでお知らせします。 

コロナ禍でも工夫して福祉保健活動を行っていくための参考にしていただければ幸いで

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：948-2344） 

＜参考 URL＞ 

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

ushiplan/aiforamu.html 

 

16 令和４年度都筑区内で実施する主な事業について  ［資料 16］ 

（区政推進課）                   黒澤（くろさわ）区政推進課長 

 

 ２月区連会で主要事業等説明会の開催方法を希望制に変更する旨を御連絡させていただ

いたところですが、このたび、「令和４年度都筑区内で実施する主な事業」がまとまりまし

たので、この場をお借りして御説明させていただきます。なお、当該資料については広報よ

こはま都筑区版５月号に掲載します。 

 資料の内容について、個別の説明会を希望される連合自治会がございましたら、先に御依

頼したとおり、令和４年５月９日（月）までに【開催日時・場所・出席予定人数・担当者様

の氏名及び連絡先】を下記担当までお知らせください。 

 

◆資料：席上（連長）配付のみ。 

＜問合せ先＞①説明会開催に関すること 区政推進課広報相談係（電話：948-2221） 

E-mail：tz-kusei@city.yokohama.jp 

      ②事業の内容に関すること 区政推進課企画調整係（電話：948-2227） 

＜参考 URL＞－ 

 

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/fukushi_kaigo/chiikifukushi/fukushiplan/aiforamu.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/fukushi_kaigo/chiikifukushi/fukushiplan/aiforamu.html
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17「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」の策定について              ［資料 17］ 

（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」の「都筑区アクションプ

ラン」への改定が完了し、冊子が完成しましたので御報告いたします。 

 本アクションプランに基づき、区役所、区社会福祉協議会、地域ケアプラザ、在宅医療連

携拠点などの関係機関等が目標や取組等を共有しながら、地域包括ケアシステムの構築に向

けた取組を進めます。 

 

◆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＞高齢・障害支援課（電話：948-2306） 

＜参考 URL＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/fukushi_kaigo/koreisha_kaigo/care

-plan/actionplantuduki.html 

 

18 令和４年度九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間について［資料18］ 

（地域振興課）                   倉田（くらた）地域振興課長 

 

「令和４年度九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間」をお知らせします。自治会町内会

における、周知徹底に御協力をお願いします。 

１ 目的 

自転車の交通事故を防止する運動を市民総ぐるみで展開し、市民一人ひとりが交通安全に

ついて考え、交通ルールの遵守と交通マナーの向上に取り組むことを通じて、自転車の交通

事故防止の徹底を図ります。 

２  期間  

令和４年５月１日（日）～５月 31日（火）の 1か月間 

３ スローガン  

  「自転車も のれば車の なかまいり」 

４  重点項目  

 （１）自転車交通ルールの遵守とマナーの向上 

 （２）自転車の点検整備の促進と自転車損害賠償責任保険等加入義務の周知徹底 

 

◆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＞－ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/fukushi_kaigo/koreisha_kaigo/care-plan/actionplantuduki.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/fukushi_kaigo/koreisha_kaigo/care-plan/actionplantuduki.html
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19 119情報について                ［資料 19］ 

（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。 

 

20 治安情勢等について              ［資料 20］ 

（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５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 
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≪ 【参考】提出期限一覧 ≫（令和４年４月 21日時点） 

 

 

期限 議 題 番号・ページ 
 

所管課（提出先） 

４月 28日（木） 都筑区災害時要援護者支援事業補助金精算書 区-６ ３月-P.７ 福祉保健課 

５月２日（月） 自治会町内会現況届 区-３ ３月-P.５ 地域振興課 

５月９日（月） 都筑区主要事業等説明会申込 区-１ ２月-P.３ 区政推進課 

５月 20日（金） 
参議院議員通常選挙 

投票管理者・投票立会人推薦内申書 
市-1 ４月-P.１ 総務課 

４月 25日（月）～ 

５月 27日（金） 
「つづき あい基金」助成金申請書類 区-３ ４月-P.４ 社会福祉協議会 

５月 31日（火） 令和４年度ＬＥＤ防犯灯整備事業 申請書 市‐４ ３月-P.２ 地域振興課 

５月 31日（火） 都筑区災害時要援護者支援事業補助金申請書 区-６ ３月-P.７ 福祉保健課 

５月 31日（火） 災害時にも役立つ BOOK配布希望アンケート 区-１ ４月-P.３ 福祉保健課 

６月３日（金） 参議院議員通常選挙 民間従事者名簿 市-１ ４月-P.１ 総務課 

６月 30日（木） 令和４年度地域防犯カメラ設置補助 申請書 市-３ ３月-P.２ 地域振興課 

４月１日（金）～ 
７月 29日（金） 

初期消火器具 設置協力店舗への依頼書 市-１ ３月-P.１ 
都筑消防署 
総務・予防課 

７月１日（金） 
令和５年度自治会町内会館整備補助金 
事前相談 

市-２ ４月-P.２ 地域振興課 

７月 29日（金） 
令和５年度自治会町内会館整備補助金 
事前申請書類 

市-２ ４月-P.２ 地域振興課 

８月 31日（水） 
令
和
３
年
度
報
告 

令
和
４
年
度
申
請 

地域活動推進費補助金 区-３ ３月-P.５ 地域振興課 

８月 31日（水） 地域防犯活動助成金 区-４ ３月-P.６ 地域振興課 

８月 31日（水） 「町の防災組織」活動補助金 区-５ ３月-P.６ 総務課 

４月１日（金）～ 
９月 30日（金） 

初期消火器具等設置費用の一部補助 申請書 市-１ ３月-P.１ 
都筑消防署 
総務・予防課 


