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都筑区の人口データ     

 ・ 人 口 ２１４，７５６ 人 (男 105,114人 女 109,642人） 

     (前月比：    －７１ 人  (男   -56人 女   -15人)) 

 ・ 世帯数  ８７，００１ 世帯 

     (前月比：       ８３ 世帯)  

・ 面 積 ２７．８７ ｋ㎡  ※令和４年７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配布等依頼事項（班回覧・ポスター掲示等） 

 

１ 「共同募金都筑区だより」の配布について      ［資料１］ 
（共同募金都筑区支会） 工藤（くどう）都筑区社会福祉協議会事務局長 

 

 今年度も 10 月から全国一斉に共同募金運動が始まります。運動に先立ち、地域の皆様に

募金の使途等をお伝えすることを目的に「共同募金各区だより」の全戸配布を行いたく、お

手数おかけいたしますが、自治会 ・ 町内会の皆様のご協力を賜りますようお願い申しあげ

ます。 今年度も新型コロナウイルスの感染のリスクを考慮し、できる範囲でのご協力を賜

りますようお願い申しあげます 。 

 

１ 依頼事項  

  自治会町内会を通じた「共同募金都筑区だより」の各世帯の配布 

２ 送付時期  

    令和４年８月下旬（「広報よこはま」９月号と同時期） 

３ 送付方法  

配送業者から各自治会町内会の広報担当者様宛に直接送付いたします。 

４ 配布手数料  

   １部に付２円の手数料を各自治会町内会にお支払いいたします。 

５ 「共同募金都筑区だより」概要 

（１）体裁 Ａ４（両面）１枚 

（２）内容 令和３年度共同募金実績及び配分実績 

      令和４年共同募金運動への協力依頼 

 

◆資料：席次配付のみ。 

＜問合せ先＞都筑区社会福祉協議会（電話：９４３－４０５８） 

＜参考 URL＞－ 
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②連絡・報告事項（取組協力依頼事項も含む） 
 

２ 新たな訓練メニューのご提案（住宅用火災警報器の一斉点検）

 ［資料２］ 
（都筑消防署） 座間（ざま）総務・予防課長 

 

 自治会・町内会では、参加者を集め、初期消火訓練（初期消火器具・消火器取扱い等）や

救護訓練などの防災訓練メニューとして、「住宅用火災警報器の一斉点検」をご提案させて

いただきます。 

 コロナ禍で集まって訓練をすることが難しい自治会・町内会や防災訓練を初めて実施しよ

うと考えている自治会・町内会でも気軽に取り組める内容です。 

 

◆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＞都筑消防署総務・予防課予防係（電話：９４５－０１１９） 

＜参考 URL＞－ 

 

 
 

３ 「特別自治市」制度の実現に向けた取組について ［資料３］ 
（政策局制度企画課） 黒澤（くろさわ）都筑区区政推進課長 

 

 大都市が抱える多くの課題に対応し、市民生活をしっかりと支えていくため、横浜市は、

政令指定都市制度に代わる新たな大都市制度「特別自治市」の早期実現に向けて取り組んで

います。地域で市民生活を支える活動を行っていただいている自治会町内会の皆様にご理解

を深めていただくため、山中市長が地域に出向いて、地区連合町内会長の皆様に直接、特別

自治市の必要性をお伝えする機会を作っていきたいと考えています。 

 

◆資料：席上配布のみ。 

＜問合せ先＞政策局制度企画課（電話：６７１－２９５２） 

＜参考 URL＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/torikumi/bunken/daitoshi.html 

 

 

  

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/torikumi/bunken/daitoshi.html
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４ ねんりんピックかながわ 2022 の開催について ［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 

 

ねんりんピックかながわ 2022 が開催されます。全国から 60 歳以上の約 10,000 人の選手

が神奈川県に集まる予定です。 

(1)  日程：令和４年 11月 12日（土）～11月 15日（火） 

(2)  会場：神奈川県内（種目・イベントにより異なる） 

(3)  横浜市開催交流大会種目：２種目（テニス・サッカー） 

 

◆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：６７１－３９２０） 

＜参考 URL＞－ 

 

 

５ 自治会町内会のための講習会の開催について  ［資料５］ 
（市民局地域活動推進課） 倉田（くらた）都筑区地域振興課長 

 

自治会町内会の運営や ICT の活用等に関する講演と自治会町内会の取組事例の発表を 

セットにした「自治会町内会のための講習会」を市内３か所で開催します。 

お申し込みは、都筑区地域振興課までお願いします。皆様のご参加をお待ちしております。 

（１）日程・会場 

   第１回 令和４年８月 27日（土）10:00～12:00  旭区役所 新館大会議室 

   第２回 令和４年９月 10日（土）10:00～12:00  戸塚区役所 ８階大会議室 

   ※第３回として、令和４年 12月 10日（土）に西区役所での開催を調整中です。 

（２）内容 

   ・講演（第１回、第２回共通） 

「負担軽減と ICT活用～アフターコロナの自治会町内会活動～」  

講師：水津 陽子氏（合同会社フォーティＲ＆Ｃ代表） 

   ・自治会町内会による活動事例発表（各回１事例） 

（３）申し込み方法 

８月 12日（金）までに「参加申込書」をＦＡＸまたは E-mailにて都筑区役所地域

振興課にご提出ください。 

【ＦＡＸ】９４８－２２３９ 【E-mail】tz-chishin@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＞市民局地域活動推進課（電話：６７１－２３１７） 

＜参考 URL＞－  
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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） 

 

６ 令和４年度共同募金運動用必要資材の調査及び共同募金運動の

ご説明 ［資料６］ 
（都筑区社会福祉協議会） 工藤（くどう）事務局長 

 

今年度も 10月から全国一斉に共同募金運動が始まります。 

各自治会町内会への募金の依頼に際し、お使いいただく各種資材の必要数につきまして、

別紙調査票により、8月 19日（金）までにご回答いただきますようお願いします。 

寄付者にお渡しいただく「赤い羽根」については、昨年度同様に生産数に限りがある状況

のため、代わりの資材として「ありがとうステッカー」もご案内いたしますが、いずれかの

ご回答をお願いいたします。 

なお、今年度の募金の実施につきましても、新型コロナウイルスの感染拡大防止を鑑み、

期間の延長など、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。 

その他、募金運動についてのご説明をさせていただきます。ご希望がありましたら、希望

日の２週間前までご連絡ください。 
 

◆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＞都筑区社会福祉協議会（電話：９４３－４０５８） 

＜参考 URL＞－  

 
 
７ 令和４年度防犯のための研修会・青色回転灯自主防犯パトロー
ル講習会・青パト出陣式について ［資料７］ 

（地域振興課）  倉田（くらた）地域振興課長 
 

都筑区役所と都筑警察署の共催により、防犯活動のための研修会、青色回転灯防犯パトロ

ール講習会及び青パト出陣式を開催します。参加者を御選出いただきますようお願いいたし

ます。 

（１）日  時：令和４年 10月 16日（日）14時～17時 

（２）場  所：都筑区役所６階大会議室・区役所駐車場 

（３）選出期限：９月 30日（金）までにＦＡＸまたはＥメール 
 

◆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＞地域振興課（電話：９４８－２２３４） 

＜参考 URL＞－  
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８ 「やさしい日本語講座」の参加依頼及び回覧による周知について 

 ［資料８］ 
（地域振興課） 倉田（くらた）地域振興課長 

 

 外国人と日本人が支え合う地域づくりの実現のため、コミュニケーションの手段として有

効な「やさしい日本語講座」を開催いたします。つきましては、地区連合町内会から各２～

３名の出席及び回覧における周知をお願いいたします。 

 

１ 講座概要 

（１） 講 座 名：「やさしい日本語講座（第３回 自治会町内会向け）」 

（２） 日 時：令和４年９月 11日（日） 14時～16時 

（３） 会 場：つづきＭＹプラザ（都筑多文化・青少年交流プラザ） 

（４） 参加対象：各地区連合町内会より２～３名（広報担当者、防災担当者等） 

（５） 講 師：岩田一成氏（聖心女子大学現代教養学部 日本語日本文学科教授） 

（６） 内 容：災害時における避難所等での地域の対応について 

           地域にお住まいの外国人の対応について 

              自治会広報物における表記について 

※ 「第１回 日本語ボランティア向け」は令和４年９月４日（日）にオンラインで開催 

いたします。オンラインでの参加をご希望の場合は第１回にご参加ください。 

 

２ 提出方法 

  令和４年８月 18 日（木）までに「やさしい日本語講座 参加者名簿」を担当まで FAX

または Eメールにてご提出ください。 

 

◆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：９４８－２２３８） 

＜参考 URL＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/madoguchi-shisetsu/riyoshisetsu/myplaza.html 

 

 

 

  

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/madoguchi-shisetsu/riyoshisetsu/myplaza.html
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②配布等依頼事項（班回覧・ポスター掲示等） 

 

９ 第 14 回都筑区認知症フォーラムの開催について ［資料９］ 
（高齢・障害支援課） 西橋（にしはし）高齢・障害支援課長 

 

 都筑区では例年、認知症への理解を深めていただくことを目的に、都筑区認知症フォーラ

ムを開催しています。つきましては、今年度の事業を区民の皆様に周知したく、班回覧にご

協力をお願い申し上げます。 

 

日時 令和４年９月 10日（土）14：00～16：00 

会場 都筑公会堂 

内容 お耳拝借！認知症との折り合い方 

講師 ふれあい鶴見ホスピタル副院長 石井 映幸 医師 

定員 先着： 200名（参加無料） 

申込 ８月８日（月）～９月２日（金） 電話、FAX、インターネット 

 

関連イベント「認知症パネル展」＊予約不要 

日時 令和４年９月１日（木）～９月７日（水） 

会場 区役所１階 区民ホール。 

 

◆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＞都筑区高齢・障害支援課（電話：９４８－２３０６） 

＜参考 URL＞ 

申込 URL（8月 8日公開予定） 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/34216

c11-fc35-406f-80db-871b6a262ae7/start 

 

 

 

 

  

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/34216c11-fc35-406f-80db-871b6a262ae7/start
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/34216c11-fc35-406f-80db-871b6a262ae7/start
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10 横浜市「ひとり暮らし高齢者等『地域で見守り』推進事業」実施

のお知らせ  ［資料 10］ 
（福祉保健課） 林（はやし）福祉保健課事業企画担当係長 

 

 横浜市では、民生委員・児童委員、地域ケアプラザ、区役所が連携し、日常の相談支援や

地域における見守り活動につなげていくため、75 歳以上のひとり暮らしなどの皆様のご家

庭を訪問する取組を行っています。 

７月から９月にかけて、各地域を担当する民生委員・児童委員が対象となるお宅を訪問し、

近況や日常生活の困りごとなどを伺います。 

つきましては、本事業を区民の皆様に周知したく、チラシを作成いたしましたので、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＞福祉保健課（電話：９４８－２３４１） 

＜参考 URL＞－ 

 

 

 

11 都筑区 NPO 法人情報誌「tsuzuki ANCHOR」第４号の発行について 

［資料 11］ 
（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４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ご紹介しています。

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/ts

uzukianchor.html 

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shien/shien/tsuzukianchor.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shien/shien/tsuzukianchor.html
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③連絡・報告事項（取組協力依頼事項も含む） 
 

12 第 26 回参議院議員通常選挙の結果について ［資料 12］ 
（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日執行の第 26回参議院議員通常選挙では、投票管理者・投票立会人の御

推薦をはじめ、実施にあたり多大な御協力をいただき、ありがとうございました。都筑区の

選挙結果を御報告します。 

 

◆資料：席上配布のみ。 

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

＜参考 URL＞－ 

 

 

 

13 充電式バッテリーの排出について（お願い） ［資料 13］ 
（資源循環局都筑事務所）  高津（たかつ）都筑事務所長 

 

ごみ収集車に積み込まれたリチウムイオン電池が、他の燃やすごみと一緒に押しつぶされ

たことで発火したと見られるごみ収集車の火災が多発しています。充電式電池（バッテリー）

に使用されているリチウムイオン電池等は、圧力や強い衝撃を受けると発火するおそれがあ

ります。 

このことについて横浜市のホームページに注意喚起を掲載しておりますので御確認下さ

い。 

 

◆資料：席上配布のみ。 

＜問合せ先＞資源循環局都筑事務所（電話：９４１－７９１４） 

＜参考 URL＞ 

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

recycle/gomi/tyokusetsu/default20220627.html 

 

 

 

 

  

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/gomi-recycle/gomi/tyokusetsu/default20220627.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/gomi-recycle/gomi/tyokusetsu/default20220627.html
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14 広報よこはま等の配布部数（令和４年度上半期分）の確認について 

［資料 14］ 
（区政推進課） 黒澤（くろさわ）区政推進課長 

 

令和４年度上半期（令和４年４～９月号）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 ８月中旬に各会長様あて依頼文を郵送いたします。 

② 配布部数をご確認いただき、９月９日（金）までに 『配布部数確認票』の確認と『口座  

振替依頼書』へ必要事項をご記入いただき、同封の返信用封筒でご返送ください。 

③ 配布謝金は『口座振替依頼書』に記載された口座に 11月末日までに準備ができ次第、お

振り込みさせていただきます。 

なお、配布謝金の対象は「広報よこはま」「県のたより」「ヨコハマ議会だより」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＞－ 

 

 

 

15 令和４年度秋の全国交通安全運動について ［資料 15］ 

（地域振興課）  倉田（くらた）地域振興課長 

 

９月 21 日(水)～９月 30 日(金)の 10 日間、秋の全国交通安全運動を実施します。すべて

の区民を交通事故から守るために、「子どもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保」「夕

暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の保護など安全運転意識の向上」など５項目を重点に、

交通ルールの遵守と交通マナーの向上に取り組む運動を実施します。自治会・町内会におか

れましても、配付します「秋の全国交通安全運動 横浜市実施要綱」を御覧いただき、交通

事故防止の徹底を会員に周知いただくよう御協力をお願いします。 

 

◆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＞：地域振興課（電話：９４８－２２３２） 

＜参考 URL＞：なし 
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16 119 情報について ［資料 15］ 

（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。 

 

 

 

17 治安情勢等について ［資料 16］ 

（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９月 21日(水) 

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７月 21日時点） 
 

 

期限 議 題 番号・ページ 所管課（提出先） 

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 12日（金） 自治会町内会のための講習会の申込 市-５ ７月-P.３ 地域振興課 

８月 18日（木） やさしい日本語講座 参加者名簿 区-８ ７月-P.５ 地域振興課 

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 19日（金） 共同募金運動用必要資材調査票 区-６ ７月-P.４ 
都筑区 
社会福祉協議会 

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９日（金） 広報よこはま等配布部数確認票 区-14 ７月-P.９ 区政推進課 

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 

９月 30日（金） 
防犯のための研修会・ 
青色回転灯自主防犯パトロール講習会・ 
青パト出陣式の選出期限 

区-７ ７月-P.４ 地域振興課 


