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都筑区連合町内会自治会ホームページ 
毎月の区連会レジュメ（本紙）のほか、各地区からの地域行事やお知らせ

等も随時掲載しています。ぜひ御活用ください。 
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https://www.tuzuki-kurenkai.net/


 

目  次 
≪市関係報告・依頼事項≫ 

①連絡・報告事項（取組協力依頼事項も含む） 

１ 「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」の策定と出前説明会の

実施について  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.1 

２ 新たな中期計画の基本的方向の市民意見募集について ・・・・・P.1 

３ 横浜市住生活マスタープラン（横浜市住生活基本計画）改定に係るパブリ

ックコメントについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.2 

 

≪区関係報告・依頼事項≫ 
①依頼事項（出席・推薦・申請・募金等） 

４ 令和４年度都筑区更生保護協会賛助金の募集および「第 28 回都筑区社会

を明るくする運動」ポスター掲示について ・・・・・・・・・・・P.3 

５ マイナンバーカードの普及に係る出張申請サポートについて ・・・・P.4 

６ 令和４年度地域づくり大学校の受講者募集について ・・・・・・・・P.4 

②配布等依頼事項（班回覧・ポスター掲示等） 

７ 民生委員・児童委員及び主任児童委員一斉改選に向けたホームページと配

信動画の活用及びポスターの掲出について ・・・・・・・・・・P.5 

③連絡・報告事項（取組協力依頼事項も含む） 

８ 参議院議員通常選挙の投票日について ・・・・・・・・・・・・・P.6 

９ 第 28回都筑区民まつりについて ・・・・・・・・・・・・・・・P.7 

10 都筑区連合町内会自治会 WEBページへの区連会資料の掲載について P.7 

11 令和４年度夏の交通事故防止運動について ・・・・・・・・・・・P.8 

12 119情報について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.8 

13 治安情勢等について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.8 

 

 

 

 

 

 

都筑区の人口データ     

 ・ 人 口 ２１４，８２７ 人 (男 105,170人 女 109,657人） 

     (前月比：    ２０７ 人  (男  ＋107人 女  ＋100人)) 

 ・ 世帯数  ８６，９１８ 世帯 

     (前月比：      １７１ 世帯)  

・ 面 積 ２７．８７ ｋ㎡  ※令和４年６月１日現在。増減数は前月比です。 
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《 市関係報告・依頼事項 》 
①連絡・報告事項（取組協力依頼事項も含む） 

 

１ 「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」の策定と出前説

明会の実施について ［資料１］ 
（財政局財政課） 高瀬（たかせ）財政調査係長 

 

 現役世代はもとより、子どもたちや将来の市民に豊かな未来をつなぐため、“財政を土台”

に、持続可能な市政が進められるよう、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン（以

下、「財政ビジョン」）」を策定しました。 

 市民の皆様に「財政ビジョン」を理解していただくため、財政局職員が市民の皆さまのと

ころにお伺いし、直接ご説明する出前説明会を実施していきます。 

 

◆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＞財政局財政課（電話：６７１－２２３１） 

＜参考 URL＞－ 

 

 

２ 新たな中期計画の基本的方向の市民意見募集について［資料２］ 
（政策局政策課） 小柳（こやなぎ）政策課データ活用推進等担当課長 

 

 令和４年度に策定する新たな中期計画について、策定にあたっての考え方や骨子を示した

「新たな中期計画の基本的方向」をとりまとめました。この「新たな中期計画の基本的方向」

について、市民意見募集を行います。 

 

意見の募集期間：令和４年７月 15日（金）まで 

※お手紙、FAX、電子メールまたは電子申請システムでご意見をお寄せください。 

※本編冊子は、横浜市ホームページ、市民情報センター及び区役所広報相談係でご覧いた

だけます。 

 

◆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＞政策局政策課（電話：６７１－２０１０） 

＜参考 URL＞ 

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

info/seisaku/hoshin/4kanen/2022-2025/kihon2022.html 

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/hoshin/4kanen/2022-2025/kihon2022.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/hoshin/4kanen/2022-2025/kihon2022.html
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３ 横浜市住生活マスタープラン（横浜市住生活基本計画）改定に係

るパブリックコメントについて ［資料３］ 
（建築局住宅政策課） 石津（いしづ）住宅政策課担当課長 

 

 本市の住宅部門の基本計画である、横浜市住生活マスタープラン（横浜市住生活基本計画）

について、現行計画の策定からおおむね５年を迎え、国の住宅政策の動向、社会・経済情勢

の変化等を踏まえ改定するにあたり、このたび改定素案を公表し、パブリックコメントを実

施します。 

 

 パブリックコメント実施期間： 令和４年７月１日（金）から８月１日（月）まで 

※パンフレットを区役所広報相談係で配架するほか、改定素案の本編冊子は、広報相談係

で閲覧できます。また、パンフレットと冊子は、横浜市のホームページにも公開します。 

 

◆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＞建築局住宅政策課（電話：６７１－２９２２／６４１－２７５６） 

＜参考 URL＞ 

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

kurashi/jutaku/shiryo/boshu/public.html 

 

 

  

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/shiryo/boshu/public.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/shiryo/boshu/public.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） 

 

４ 令和４年度都筑区更生保護協会賛助金の募集および「第 28 回都

筑区社会を明るくする運動」ポスター掲示について ［資料４］ 
（都筑区更生保護協会）  工藤（くどう）事務局長 

 

法務省が主唱する「社会を明るくする運動」が、７月から８月にかけて全国的に行われま

す。「社会を明るくする運動」は、犯罪や非行を予防するとともに、罪を犯した人たちの立

ち直りを支え、社会の中で見守り、犯罪や非行のない「明るい社会」を目指す取組みですが、

都筑区においても、「第 28 回都筑区社会を明るくする運動」の啓発広報活動を実施します。 

今年度も、新型コロナウイルス感染拡大防止に十分配慮した上で、実施いたしますが、趣

旨にご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。 

つきましては、「社会を明るくする運動」をはじめとする更生保護活動の推進を目的に、

都筑区更生保護協会への賛助金の募集およびポスター掲示につきまして、ご協力をお願いい

たします。 

 

目安額：１世帯あたり２０円 

※賛助金募集につきましては、自治会町内会長様あて、ポスター掲示につきましては、

ご担当者様あてにご依頼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。 

    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＞都筑区社会福祉協議会（電話：９４３－４０５８） 

＜参考 URL＞－ 
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５ マイナンバーカードの普及に係る出張申請サポートについて

 ［資料５］ 
（戸籍課）  山口（やまぐち）戸籍課長 

 

都筑区では、より多くの区民の皆様にマイナンバーカードをお持ちいただくため、連合町

内会自治会館又は自治会町内会館等への出張申請サポートを実施します。希望される地区は、

申込書をご提出くださいますようお願いいたします。 

  

実施期間：７月下旬から９月下旬のうち、一連合あたり一日（平日及び土日祝日も可能です。） 

 

◆資料：席上配布のみ。 

＜問合せ先＞戸籍課（電話：９４８－２２５５） 

＜参考 URL＞－ 

 

 

 

６ 令和４年度地域づくり大学校の受講者募集について ［資料６］ 
（地域振興課）  倉田（くらた）地域振興課長 

 

 自治会活動の活性化をはじめとする地域活動、まちづくりのノウハウを学ぶ連続講座「地

域づくり大学校」を令和４年度も実施します。自治会町内会の役員の皆様からのご応募もお

待ちしています。 

 

◆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＞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/ch iikidukuri_recruit.html 

 

 

  

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shien/shien/ch%20iikidukuri_recruit.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shien/shien/ch%20iikidukuri_recruit.html
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②配布等依頼事項（班回覧・ポスター掲示等） 

 

７ 民生委員・児童委員及び主任児童委員一斉改選に向けたホーム

ページと配信動画の活用及びポスターの掲出について ［資料７］ 
（福祉保健課）  室山（むろやま）福祉保健課長 

 

先日御依頼しました、一斉改選に向けた説明会においては、多くの皆さまにご参加いただ

き厚く御礼申し上げます。 

説明会の中でご要望がありましたように、区民に向けた民生委員児童委員の活動紹介およ

び提出資料のデータでのダウンロードができるよう、ホームページを改訂しました。 

また、ご多用のため説明会に御出席いただけなかった方へ向けて、説明資料の動画配信と当

日いただいたご質問および回答を新ホームページにて掲出しています。ご覧いただき推薦手

続きの一助となりましたら幸いです。 

最後に、民生委員・児童委員の活動について区民の皆さまへの関心を高め、候補者の推薦

に御理解と御協力をいただくことを目的として、各自治会町内会の掲示板に添付ポスターの

掲出をお願いいたします。 

 なお、ご不明な点やご要望がありましたら、担当までお問合せいただきますようお願い申

し上げます。 

 

◆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：９４８－２３４１・２３４２） 

＜参考 URL＞ 

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

chiikifukushi/minsei-zidou/minsei.html 

 

 

  

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/fukushi_kaigo/chiikifukushi/minsei-zidou/minsei.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/fukushi_kaigo/chiikifukushi/minsei-zidou/minsei.html
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③連絡・報告事項（取組協力依頼事項も含む） 
 

８ 参議院議員通常選挙の投票日について   ［資料なし］ 
（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） 

 

 参議院議員通常選挙の投票日が令和４年７月 10日（日）に決定しました。 

 選任いただいた各投票所の投票管理者・投票立会人・民間従事者をはじめ、地域の皆様に

は引き続きご協力をお願いいたします。 

 また、区内２か所に期日前投票所を設置しますので、ご利用ください。 

 

【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 

 

◆資料：なし。 

＜問合せ先＞都筑区選挙管理委員会（総務課）（電話：９４８－２２１５・２２１６） 

＜参考 URL＞－ 
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９ 第 28 回都筑区民まつりについて ［資料なし］ 
（地域振興課）  倉田（くらた）地域振興課長 

 

 「笑顔あふれる ふるさと都筑」をキャッチフレーズとして、11月３日(木・祝)に、第 28

回都筑区民まつりを開催します。 

 ３年ぶりの開催となる今回の区民まつりは、センター南駅周辺および都筑区総合庁舎周辺

を会場として、新型コロナウイルス感染症の影響等に留意し、感染症対策を講じたうえで 

開催します。 

 

◆資料：なし。 

＜問合せ先＞地域振興課（電話：９４８－２２３１） 

＜参考 URL＞－ 

 

 

 

10 都筑区連合町内会自治会ＷＥＢページへの区連会資料の掲載に

ついて   ［資料なし］ 
（地域振興課）  倉田（くらた）地域振興課長 

 

 令和３年３月に開設した都筑区連合町内会自治会のＷＥＢページに、毎月の区連会レジュ

メ（本紙）を掲載しています。令和４年６月からは、配付資料の PDFデータも掲載しますの

でご活用ください。 

 なお、冊子など一部資料につきましては掲載できない場合がありますのでご了承ください。 

 

◆資料：なし。 

＜問合せ先＞都筑区連合町内会自治会事務局（都筑区地域振興課内） 

（電話：９４８－２２３１） 

＜参考 URL＞https://tuzuki-kurenkai.net/ 

 

 

  

https://tuzuki-kurenkai.net/
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11 令和４年度夏の交通事故防止運動について ［資料８］ 
（地域振興課）  倉田（くらた）地域振興課長 

 

 「令和４年度夏の交通事故防止運動」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 

  夏のレジャーなどに起因する過労運転や、夏特有の解放感による無謀運転などにより 

交通事故が多発することが懸念されることから、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、交通事故防止の徹底を 

図ります。 

２ 実 施 期 間：令和４年 7月 11日（月）～7月 20日（水）の 10日間 

３ スローガン：「交通ルールを守って 夏を楽しく安全に」 

４ 重 点 項 目 

（１）過労運転・無謀運転の防止 

（２）高齢者と子どもの交通事故防止 

（３）自転車の交通事故防止 

（４）二輪車の交通事故防止 

 

◆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＞－ 

 

 

12 119 情報について ［資料９］ 

（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。 

 

 

13 治安情勢等について ［資料 10］ 

（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。 
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次回区連会日程  

日時 令和４年７月 21日(木) 

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４年６月 21日時点） 

 

 

 

期限 議 題 番号・ページ 所管課（提出先） 

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 

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 21日（木） マイナンバーカード出張申請サポート申込書 区-５ ６月-P.４ 戸籍課 

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 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 29日（金） 令和４年度都筑区家庭防災員研修受講者名簿 区-10 ５月-P.６ 
都筑消防署 
総務・予防課 

７月 31日（日） 家具転倒防止対策助成事業申込 区-５ 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 

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 


