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《 市連報告事項 》 

①依頼事項（出席・推薦・申請・募金等） 
1 一斉改選に伴う民生委員・児童委員及び主任児童委員候

補者の推薦について           ［資料 1］ 
（都筑区福祉保健課）佐山（さやま）運営企画係長 

 

民生委員児童委員の一斉改選にむけて、各地区推薦準備会及び連合地区推薦

準備会を開催し、候補者を推薦していただきますよう、各自治会町内会長の皆様

のご協力をお願いいたします。【提出書類〆切：８月 19日（金）】 

推薦手続きにあたり、自治会町内会会長向け説明会を開催しますので御出席

ください。 

【開催日程】 

・第１回 ６月１日（水）午前 10時から午前 11時 30分まで 

・第２回 ６月２日（木）午後６時 30分から午後８時まで 

・第３回 ６月５日（日）午後６時 30分から午後８時まで 

 

◆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：948⁻2341） 

＜参考 URL＞－ 

 

 

２ 地域防災活動支援に向けた研修等のご案内について
［資料 2］ 

（総務局地域防災課）水谷（みずたに）総務局地域防災課担当係長 

 

地域防災活動支援に向けた研修等のご案内をします。 

① 横浜市の防災対策や先進的な地域防災活動の事例を学ぶ「防災・減災推進

研修＜基礎編＞」のご案内 

② 地震火災や風水害の備え等、地域特性に応じた防災活動について、アドバ

イザーを派遣して支援する「防災・減災推進研修＜支援編＞」のご案内 

③ 一人ひとりの避難行動を平時から災害時まで一体的に支援する「横浜市 

避難ナビ」のご案内 

④ 「横浜市災害時における自助及び共助の推進に関する条例」一部改正の 

ご案内 

 

◆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＞総務局地域防災課（電話：671-3456） 

＜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） 

3 浸水ハザードマップ発行について      ［資料 3］ 

（総務局地域防災課）水谷（みずたに）総務局地域防災課担当係長 

 

洪水・内水（ないすい）・高潮の３つのハザードマップを１冊にまとめた浸

水ハザードマップを作成しました。 

今年度は、区内の全世帯・全事業所に委託事業者が配布します。 

浸水ハザードマップのほかに、リーフレット（案内状）と一人ひとりの避難

計画を作成していただき、避難行動につなげてもらう「マイ・タイムライン」

をあわせて配布します。 

 

配布時期：５月末～８月 

 

◆資料：席上配布のみ。 

＜問合せ先＞総務局地域防災課（電話：671-2011） 

＜参考 URL＞― 

 

４ 新型コロナワクチンの４回目接種について  ［資料 4］ 

（健康福祉局健康安全課）  

八木澤（やぎさわ）健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 

 

新型コロナワクチンの４回目接種を実施しますので、情報提供します。 

・個別通知（接種券）の発送 

・接種体制 

・予約方法及び予約代行 

 

◆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＞ 

・ワクチン接種全般について 

横浜市新型コロナワクチン接種コールセンター（電話：0120-045-070） 

・資料について 

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/kenko-iryo/yobosesshu/vaccine/vaccine-portal/
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/vaccine/vaccine-portal/
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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 家具転倒防止対策助成事業のご案内について ［資料 5］ 

（総務局地域防災課）水谷（みずたに）総務局地域防災課担当係長 

 

地震時の家具の転倒から身を守るために居住者全員が下記要件①～⑥のい

ずれかである場合は、家具転倒防止器具の取付けを無償で代行します（取付員

を派遣します。器具代は申請者のご負担となります。）。 

 

【要件】①65 歳以上、②身体障害者手帳の交付を受けている、③愛の手帳（療

育手帳）の交付を受けている、④精神障害者保健福祉手帳の交付を受け

ている、⑤介護保険法による要介護、又は要支援の認定を受けている、

⑥中学生以下 

【申込期限】令和４年７月 31日まで（市全体で先着 300件） 

【問合せ先】ＮＰＯ法人横浜市まちづくりセンター 

       電話：045-262-0667 ＦＡＸ：045-315-4099 

（横浜市（総務局地域防災課）が委託している事業者になります。） 

横浜市総務局地域防災課 

 電話：045-671-3456/FAX：045-641-1677 

 E-mail:so-chiikibousai@city.yokohama.jp 

 

◆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＞総務局地域防災課（電話：671-3456） 

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

bohan/bousai-saigai/map/sinsuiHM.html 

 

  

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bousai-saigai/map/sinsuiHM.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bousai-saigai/map/sinsuiHM.html
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６ 都筑区コミュニティ応援アドバイザー派遣事業の利用

募集について                ［資料 6］ 

（地域振興課）倉田（くらた）地域振興課長 

 

  自治会町内会の運営上の課題解決や活動の活性化などを支援するため、自

治会町内会へアドバイザー（専門家）を派遣する事業を令和４年度も実施いた

します。専門家が、課題に応じた参考事例の紹介やアドバイス、課題や話し合

いの整理など、自治会町内会に寄り添った支援を行います。まずはお気軽にご

相談のお電話をください。 

  

◆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：９４８－２４７４） 

＜参考 URL＞－ 

 

 

7 令和４年度都筑区自治会町内会長研修について［資料 7］ 

（都筑区連合町内会自治会）倉田（くらた）地域振興課長 

 

「令和４年度都筑区自治会町内会長研修」を開催しますので、参加の可否を自

治会毎におとりまとめの上、御回答をお願いします。 

 

・回答期限：令和４年６月 17日（金） 

 

◆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：948-2231） 

＜参考 URL＞ 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/

procedures/apply/a0bf77ad-fc9a-4417-8567-718bbc85331a/start 

 

 

 

  

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/
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8 都筑区社協賛助会員募集案内の周知について ［資料 8］ 

（都筑区社会福祉協議会）工藤（くどう）事務局長 

 

都筑区社会福祉協議会では、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを実

現するため、各地区社協とともに地域のみなさまのご協力のもと、賛助会員の

募集を行います。 

令和 4年度におきましても、6月～12月にかけて、各地区社協の関係者が中

心となって、区社協・地区社協の活動を財政面で支えていただける個人・団体

の募集を行います。つきましては、この賛助会員の募集活動について自治会町

内会のみなさまへの周知をお願いいたします。 

＊チラシの送付等は、各地区社協から個別にご依頼させていただきますので、

回覧時期等をご配慮のうえ周知願います。回覧等の依頼がありましたらご協

力をお願いします。 

＊連合未加入自治会町内会には、区社協からご依頼をいたします。 

＊１ 個人 年額：１口 1,000円  ２ 法人 年額：１口 5,000円  

＊募集期間については、新型コロナウイルスの感染拡大防止を鑑み、12 月 28

日(水)まで受付をいたします。各自治会町内会のご事情に応じて柔軟な対応

をお願いいたします。 

 

◆資料：各地区社協役員から自治会町内会長あてに資料をお届けします。 

＜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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9 令和 4 年度日本赤十字社募金（会費）への協力について

［資料 9］ 

（日赤都筑区地区委員会）工藤（くどう）事務局長 

 

日赤都筑区地区委員会では、毎年 6月・7月を中心に、各自治会町内会の皆

さまにご協力いただき「赤十字募金（会費）増強運動」を実施しています。 

赤十字募金は、血液事業・医療事業・国際救援事業・災害救援救護事業・ボ

ランティア活動などに活用させていただきます。 

つきましては、6月上旬ごろに資材等を各自治会町内会から指定された先に

送付いたしますので、ご協力をお願いいたします。 

＜令和 4年度目安額＞ 

一世帯あたりの目安額：200円（昨年度と同額） 

＊連合未加入自治会町内会には、区社協からご依頼をいたします。 

＊募集期間等については新型コロナウイルスの感染拡大防止を鑑み、12 月末

日まで受付をいたします。各自治会町内会のご事情に応じて柔軟なご対応を

お願いいたします。 

 

◆資料：なし 

＜問合せ先＞都筑区社会福祉協議会（電話：943-4058） 

＜参考 URL＞－ 

 

 

10 令和４年度都筑区家庭防災員研修及び自主活動補助金

申請について              ［資料 10］ 

（都筑消防署）座間（ざま）総務・予防課長 

 

  令和４年度都筑区家庭防災員研修について、自治会町内会長を通じ受講希

望者の募集を依頼します。 

  なお、家庭防災員の自主活動を推進するため、家庭防災員自主活動補助金申

請について説明します。 

 

◆資料： 

①区連会終了後、各自治会町内会長宛に資料を送付します。 

②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＞都筑消防署総務・予防課予防係（電話：９４５－０１１９） 

＜参考 URL＞－ 
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②配布等依頼事項（班回覧・ポスター掲示等） 

11 都筑消防団広報誌「DANDAN」第 7 号の発行について 

［資料 11］ 

（都筑消防署）兼重（かねしげ）都筑消防署総務・予防課消防団係長 

 

都筑消防団では年１回広報誌を発行しています。第７号では、都筑消防団で

初の女性消防団員を中心とした訓練について紹介しています。区民の皆様に消

防団活動への理解を深めていただくとともに入団促進のため、班回覧をお願い

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＞都筑消防署（電話：９４５－０１１９） 

＜参考 URL＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-

bohan/shobo/bosai/shobodan/shokai/05-17.files/0071_20220331.pdf 

 

 

 

12 広報紙縁ジン 30 号について       ［資料 12］ 

（地域振興課）倉田（くらた）地域振興課長 

 

広報紙縁ジンが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：948-2236） 

＜参考 URL＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shi

en/shien/katsudo/ 

 

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/shobo/bosai/shobodan/shokai/05-17.files/0071_20220331.pdf
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/shobo/bosai/shobodan/shokai/05-17.files/0071_20220331.pdf
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shien/shien/katsudo/
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shien/shien/katsudo/
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13 つづき体協レポート第 28号について    ［資料 13］ 

（都筑区体育協会）小林（こばやし）事務局長 

 

  令和３年度活動報告と令和４年度活動予定表を「つづき体協レポート」にま

とめましたので、班回覧をお願いします。 

  令和３年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、区民大会が計画通

りには開催出来ませんでした。感染防止策を強化し変則的ではありますが、実

施する事が出来た各専門部の活動を中心に掲載しました。 

 

 

◆資料：回覧扱いでお願いします。（区連会終了後、必要部数を送付します。） 

＜問合せ先＞都筑区体育協会（電話：941-1654（090-8878-0459）） 

＜参考 URL＞－ 

 

③連絡・報告事項（取組協力依頼事項も含む） 

14 救急隊の配置について          ［資料 14］ 

（都筑消防署）座間（ざま）副署長 

 

増加する救急需要に効果的・効率的に対応していくため、本年度都筑消防署 

北山田消防出張所に救急隊を１隊増隊します。 

 

◆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＞都筑消防署（電話：945-0119） 

＜参考 URL＞－ 
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15 令和 4 年度鶴見川水防訓練の実施について［資料 15］ 

（都筑区総務課）佐藤（さとう）総務課長 

 

 例年都筑区では、出水期を迎えるこの時期に、鶴見川や早淵川の氾濫を想定  

した水防訓練を実施しています。 

 今年度は、川和町内会の皆様を対象に、防災用スピーカーを活用した避難訓練

や消防車両等による広報活動、関係機関による水防工法及び水難救助訓練など

を行います。 

なお、「まん延防止等重点措置」や「緊急事態宣言発令中」の場合は、訓練内容

を一部変更する可能性があります。 

 

◆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。 

＜問合せ先＞都筑区総務課（電話：948-2212） 

＜参考 URL＞－ 
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16 令和４年度二輪車交通事故防止強化月間／暴走族追放

強化月間について            ［資料 16］ 

（地域振興課）倉田（くらた）地域振興課長 

 

「令和４年度二輪車交通事故防止強化月間／暴走族追放強化月間」をお知 

らせします。自治会町内会における周知に御協力をお願いします。 

 

１ 目的 

   多発する二輪車の交通事故を防止するため、二輪運転者の交通安全意識

を高める運動を市民総ぐるみで展開するとともに、暴走族（四輪を含む）追

放気運を醸成して暴走族への加入防止と離脱の促進を図ります。 

２ 期間 

   令和４年 6月 1日（水）～6月 30日（木）の 1か月間  

３ スローガン 

   「運転に ゆとり やさしさ 思いやり」 

   「暴走は しない させない ゆるさない！」 

４ 重点項目 

（１）二輪車の交通事故防止 

（２）暴走族の追放 

 

◆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：948-2323） 

＜参考 URL＞－ 
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17 都筑区チャリティーゴルフ大会の終了について 

［資料 17］ 

都筑区チャリティーゴルフ実行委員会 

（事務局:都筑区福祉保健課、都筑区社協）佐山（さやま）運営企画係長 

 

  ４月 27日に、都筑区チャリティーゴルフ大会実行委員会が開催され、チャ

リティーゴルフ大会の終了と、実行委員会の解散が決まりましたので、ご報告

いたします。 

これまで、地域の皆様には、大会の運営並びに協賛金品等について、多大な

ご協力をいただき、ありがとうございました。  

 

◆資料：席上配布のみ 

＜問合せ先＞福祉保健課（電話：948-2342） 

＜参考 URL＞－ 

 

 

18 119情報について                ［資料 18］ 

（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 19］ 

（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６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 

  



 

12 
 

≪ 【参考】提出期限一覧 ≫（令和４年５月 20日時点） 

 

 

 

期限 議 題 番号・ページ 
 

所管課（提出先） 

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 17日（金） 令和４年度都筑区自治会町内会長研修 区-３ ５月-P.４ 地域振興課 

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 

７月 31日（日） 家具転倒防止対策助成事業 区-１ ５月-P.３ 
NPO 法人横浜市ま
ちづくりセンター 

８月 19日（金） 
一斉改選に伴う民生委員・児童委員及び主任児
童委員候補者の推薦 

市-１ ５月-P.１ 福祉保健課 

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 
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